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No.2018-508 

  
グローバル・ヘルス・ビジネス ―世界標準

で健康を考える―（埼玉学園大学研究叢書） 

同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥6,187 

冊子版ISBN 9784818824911  

著編者名 一戸 真子 発行年 2018 商品コード 1028063183 

健康ブームが続くなか、日本では社会保障体制が揺らぎつつある。日本で、そして世界で、人びとの健康と医療を守る新たな社
会システムの構築を考える。 

  

ドイツ歴史学派の研究 
同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784818824959  

著編者名 田村 信一 発行年 2018 商品コード 1028063185 

歴史学派とは何か。ロッシャー、シュモラー、ゾルバルトなど代表的研究者の膨大な業績の分析を通し、新たな視点からその世
界を解明。歴史学派研究の頂点に立つ力作。 

  

我が国の経済外交 （2018） 
同時1アクセス(本体) ¥4,455 

同時3アクセス(本体) ¥6,682 

冊子版ISBN 9784818824898  

著編者名 外務省経済局 発行年 2018 商品コード 1028063187 

対米や対ＥＵ経済関係、日本企業の海外展開や資源エネルギー等の安定供給、投資や外国人観光客の誘致、これらを支える
土台ともなる国際的なルール作りへの参画など、経済外交の最新の動きをキャッチ。 

  
学生時代にキャリア力を身につけよう （21世
紀南山の経済学） 

同時1アクセス(本体) ¥1,155 

同時3アクセス(本体) ¥1,732 

冊子版ISBN 9784818824904  

著編者名 近藤 仁 発行年 2018 商品コード 1028063188 

将来のキャリア向上に向けて！ 日本では，新規大学卒業者の10人中３人が３年以内に離職する。 希望する企業に就職したは
ずが，多くのミスマッチが発生している。社会人としての将来を見据えたキャリア設計を行うため、学生のうちにすべきことはなに
か。 

  
学歴と格差の経営史 ―新しい歴史像を求め
て― 

同時1アクセス(本体) ¥12,045 

同時3アクセス(本体) ¥18,067 

冊子版ISBN 9784818824881  

著編者名 若林 幸男 発行年 2018 商品コード 1028063189 

日本の企業社会では当然とされてきた「学歴格差」はいつ、つくられたか。 明治期から戦後までの三井物産の人事を、多くの新
史料によって実証・比較分析し、新しい視座を与える。 

  

韓国経済発展の始動 
同時1アクセス(本体) ¥14,685 

同時3アクセス(本体) ¥22,027 

冊子版ISBN 9784818824850  

著編者名 金子 文夫 発行年 2018 商品コード 1028063190 

第２次大戦後、市場経済や対外関係の回復と資本移動や技術移転に適応し、1960年代に高成長した韓国経済の成長要因と仕
組みを、経済政策、資源調達、企業行動に注目し解明する。 

日本・世界の経済を様々な角度から読み解く、 

2018年タイトル多数配信！！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス(本体) 
同時 

３アクセス(本体) 
商品コード 

協同組合のコモン・センス ―歴史と理念とアイデンティティ― 中川 雄一郎 2018 9784818824997 ¥4,620  ¥6,930  1028063191 

金融システムの不安定性と金融危機 ―日米英のバブルの発生と崩
壊― 

清水 正昭 2018 9784818824935 ¥8,250  ¥12,375  1028063192 

金融危機は避けられないのか ―不安定性仮説の現代的展開― 青木 達彦 2018 9784818824867 ¥7,425  ¥11,137  1028063193 

資本主義的市場と恐慌の理論 江原 慶 2018 9784818824980 ¥7,590  ¥11,385  1028063195 

大塚久雄から資本主義と共同体を考える ―コモンウィール・結社・
ネーション― 

梅津 順一 2018 9784818824836 ¥4,950  ¥7,425  1028063198 

日本憲兵史 ―思想憲兵と野戦憲兵―（小樽商科大学研究叢書） 荻野 富士夫 2018 9784818824928 ¥10,725  ¥16,087  1028063200 

留学生は近代日本で何を学んだのか ―医薬・園芸・デザイン・師範― 見城 悌治 2018 9784818824973 ¥6,105  ¥9,157  1028063202 

オルテス国民経済学 
ジャンマリア・ 
オルテス 

2018 9784818825055 ¥12,375  ¥18,562  1028301451 

地方版エリアマネジメント 上野 美咲 2018 9784818825048 ¥4,125  ¥6,187  1028301452 

「アベノミクス」の正体 ―政治の手段に貶められた日本経済― 相沢 幸悦 2017 9784818824577 ¥3,300  ¥4,950  1027882391 

地方製造業の展開 ―高崎ものづくり再発見― 
高崎経済大学 
地域科学研究所 

2017 9784818824683 ¥5,775  ¥8,662  1027882402 

母子世帯の居住貧困 葛西 リサ 2017 9784818824676 ¥4,785  ¥7,177  1027882404 

アダム・スミスの影 根井 雅弘 2017 9784818824737 ¥4,290  ¥6,435  1028063182 

ケインズとケンブリッジのケインジアン ―未完の「経済学革命」―（ポ
スト・ケインジアン叢書） 

L.L.パシネッティ 2017 9784818824812 ¥9,075  ¥13,612  1028063184 

異端の試み ―日本経済史研究を読み解く― 武田 晴人 2017 9784818824751 ¥10,725  ¥16,087  1028063186 

国際通貨体制の動向 奥田 宏司 2017 9784818824799 ¥10,560  ¥15,840  1028063194 

写真で読む三くだり半 高木 侃 2017 9784818824744 ¥5,280  ¥7,920  1028063196 

出会いと結婚 （家族研究の最前線 2） 比較家族史学会 2017 9784818824713 ¥8,580  ¥12,870  1028063197 

地域間ヤードスティック競争の経済学 西垣 泰幸 2017 9784818824843 ¥8,580  ¥12,870  1028063199 

複合危機 ―ゆれるグローバル経済― 牧野 裕 2017 9784818824829 ¥7,920  ¥11,880  1028063201 

鈴木商店の経営破綻 ―横浜正金銀行から見た一側面― 武田 晴人 2017 9784818824720 ¥7,920  ¥11,880  1028063203 

富岡製糸場と群馬の蚕糸業 
高崎経済大学 
地域科学研究所 

2016 9784818824232 ¥6,490  ¥9,735  1025578864 

自由貿易下における農業・農村の再生 ―小さき人々による挑戦― 
高崎経済大学 
地域科学研究所 

2016 9784818824201 ¥5,280  ¥7,920  1027882398 

先住民族社会の形成と存続 ―ニュージーランド南島ナイ・タフ族の伝
統と社会― 

原田 敏治 2016 9784818824102 ¥7,425  ¥11,137  1027882400 

地方財政・公会計制度の国際比較 関口 智 2016 9784818824188 ¥8,910  ¥13,365  1027882401 

防長米改良と米穀検査 ―米穀市場の形成と産地 (1890年代〜1910
年代)― 

大豆生田 稔 2016 9784818824140 ¥15,592  ¥23,388  1027882405 

グローバル資本主義の変容と中心部経済 （グローバル資本主義の現
局面 1） 

SGCIME 2015 9784818824027 ¥5,775  ¥8,662  1027882392 

グローバル資本主義と新興経済 （グローバル資本主義の現局面 2） SGCIME 2015 9784818824034 ¥6,270  ¥9,405  1027882393 

ドイツ資本主義と観光 山田 徹雄 2015 9784818823877 ¥10,725  ¥16,087  1027882394 

横山源之助伝 ―下層社会からの叫び声― 立花 雄一 2015 9784818823945 ¥7,425  ¥11,137  1027882395 

近代日本の地方事業家 ―萬三商店小栗家と地域の工業化― 中西 聡 2015 9784818823921 ¥14,025  ¥21,037  1027882396 

経済を読む ―ケネーからピケティまで― 根井 雅弘 2015 9784818823990 ¥2,640  ¥3,960  1027882397 

世界史の中の安倍政権 ―座談会― 南塚 信吾 2015 9784818824119 ¥2,970  ¥4,455  1027882399 

帝国主義期イギリス海軍の経済史的分析1885〜1917年 ―国家財政
と軍事・外交戦略―（広島修道大学学術選書 第62号） 

藤田 哲雄 2015 9784818823440 ¥10,725  ¥16,087  1027882403 
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国民所得倍増計画資料（全90巻+別巻1） 

総合研究開発機構戦後経済政策資料研究会編 
 

研究会代表  林 健久 （地方財政審議会会長,東京大学名誉教授） 

日本の高度経済成長を基盤となる「国民所得倍増計画(1960年[昭和35]年策定)」、先駆けて策定
された「経済自立５ヶ年計画(1955年策定)」、「新長期経済計画(1957年策定)」の準備資料、審議
会議事録等を包括的に収録。また、49巻以降の第三期（アフターケア編）によって、その実施、調
整、見直しの過程も明らかにしている。戦後日本経済政策に関する集大成、「国民所得倍増計画
資料（全90巻＋別巻1）」。この膨大なる基礎的資料が電子化され、Maruzen eBook Libraryに搭
載されました。 

戦後日本経済・経済政策・雇用・公共政策・ 
地域経済・農業政策・エネルギー政策など 

編集  伊藤 正直（東京大学教授） 

浅井 良夫（成城大学教授）  

明石 茂生（成城大学教授） 

全90巻+別巻セット   

同時1アクセス(本体) ¥3,608,900 同時3アクセス(本体) ¥5,413,300 
<商品コード：1015779204> 

各巻価格 同時1アクセス(本体) ¥39,800 同時3アクセス(本体) ¥59,700 
別巻 （総目次）のみ   同時1アクセス(本体) ¥26,900 同時3アクセス(本体) ¥40,300 

<商品コード：1015779175>  

第一期セット 
（第1巻-第18巻：経済自立5カ年計画/新長期経済計画/経済審議会議事録）  

同時１アクセス(本体)  ¥716,400  同時3アクセス(本体)  ¥1,074,600 

<商品コード 1015779205>  

第二期セット 
（第19巻-第48巻：国民所得倍増計画/小委員会審議経過/部会資料）    

同時１アクセス(本体)  ¥1,194,000  同時3アクセス(本体)  ¥1,791,000 
<商品コード 1015779206>  

第三期セット 
（第49巻-第90巻：国民所得倍増計画アフターケア）   

同時１アクセス(本体)  ¥1,671,600  同時3アクセス(本体)  ¥2,507,400 

<商品コード 1015779207>  
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近代経済学 
古典選集  

150年も前の資本主義の入口にあった時代に書かれた農学と経済学に関する貴重な古典。
第一部の差額地代論、第二部の自然価格論の展開に加え、第三部林業地代論を収録す
る。（「孤立国 （1）」より、他シリーズ17冊） 

◆経済学の貴重古典シリーズ◆ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス(本体) 
同時 

３アクセス(本体) 
商品コード 

孤立国 （1） チューネン 1989 9784818803435 ¥13,200 ¥19,800 1011619072 

富の理論の数学的原理に関する研究 （2） クールノー 1982 9784003411018 ¥5,500 ¥8,250 1011624640 

社会的富の数学的理論 （3） ワルラス 2004 9784818816268 ¥4,400 ¥6,600 1011624575 

経済学の理論 （4） ジェヴォンズ 1981 9784818803473 ¥7,150 ¥10,725 1011619065 

経済学の方法 （5） メンガー 1986 9784818801233 ¥9,350 ¥14,025 1011619064 

利子と物価 （7） ウィクセル 1984 9784818800281 ¥7,150 ¥10,725 1011624651 

価値・資本及び地代 （8） ウィクセル 1986 9784818801295 ¥7,150 ¥10,725 1011619136 

一般理論 ―経済学講義 1―（9） ウィクセル 1984 9784818800106 ¥8,800 ¥13,200 1011619067 

利子論 （12） フィッシャー 2004 9784818816329 ¥8,800 ¥13,200 1011624652 

貨幣及び流通手段の理論 （13） ミーゼス 2004 9784818816305 ¥8,800 ¥13,200 1011619138 

公共事業と経済学 （第2期 ; 1） デュピュイ 2001 9784818813779 ¥7,150 ¥10,725 1011619073 

人間交易論 （第2期 ; 2） ゴッセン 2002 9784818814455 ¥7,700 ¥11,550 1011624582 

国民経済学原理 （第2期 ; 4） メンガー 1999 9784818811898 ¥6,160 ¥9,240 1011624566 

経済学の領域と方法 （第2期 ; 10） J. N. ケインズ 2000 9784818812086 ¥6,600 ¥9,900 1011619066 

国民経済、 国民経済学および方法 （第2期 ; 
11） 

シュモラー 2002 9784818814356 ¥6,160 ¥9,240 1011624565 

分配法則の統合 （第2期 ; 12） 
ウイックス
ティード 

2000 9784818811966 ¥4,400 ¥6,600 1011624644 

富の分配 （第2期 ; 13） クラーク 2007 9784818819443 ¥10,780 ¥16,170 1011624639 

17冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥129,250 ¥193,875 
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◆経済思想学シリーズ◆ 

全11巻 

経
済
思
想 経済学の現在は今日の歴史的世界の裡にどのような位置にあるか 

もし経済学に可能性がのこされているならば、その「可能性の中心」とはどの
ようなものか。第一線の研究者が挑む！ 
（「経済学の現在 1 」より、他シリーズ全11冊） 

全11巻        
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥67,760 ¥101,640 

＜商品コード 1011601559＞ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス(本体) 
同時 

３アクセス(本体) 
商品コード 

経済学の現在 1 （1） 塩沢 由典 2004 9784818817081 ¥6,160 ¥9,240 1011601560 

経済学の現在 2 （2） 吉田 雅明 2005 9784818817319 ¥6,160 ¥9,240 1011601561 

黎明期の経済学 （3） 坂本 達哉 2005 9784818817609 ¥6,160 ¥9,240 1011601562 

経済学の古典的世界 1 （4） 鈴木 信雄 2005 9784818817654 ¥6,160 ¥9,240 1011601563 

経済学の古典的世界 2 （5） 大森 郁夫 2005 9784818817890 ¥6,160 ¥9,240 1011601564 

社会主義と経済学 （6） 太田 一広 2005 9784818817999 ¥6,160 ¥9,240 1011601565 

経済思想のドイツ的伝統 （7） 八木 紀一郎 2006 9784818818118 ¥6,160 ¥9,240 1011601566 

20世紀の経済学の諸潮流 （8） 橋本 努 2006 9784818818224 ¥6,160 ¥9,240 1011601567 

日本の経済思想 1（9） 大森 郁夫 2006 9784818818521 ¥6,160 ¥9,240 1011601568 

日本の経済思想 2（10） 鈴木 信雄 2006 9784818818781 ¥6,160 ¥9,240 1011601569 

非西欧圏の経済学 ―土着・伝統的経済思想とそ
の変容―（11） 

八木 紀一郎 2007 9784818818897 ¥6,160 ¥9,240 1011601570 
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