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◆資本論ほか新規配信開始タイトル◆
名著「資本論」が配信開始しました!
カール・マルクス

資本論 全3巻（5分冊）
同時1アクセス（本体）

¥165,000
同時3アクセス（本体）

¥247,500
商品コード

1025375312

正確・厳密でわかりやすい訳文として長年にわたり読み継がれてきた
『マルクス＝エンゲルス全集』版（全5冊）の訳文を、
完全テキストデータ化。
美しく読みやすい版面に加え、全文検索も可能になりました。

● 表示価格は税抜きです。

2018年3月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

◆新規配信開始タイトル◆
消費税を上げずに
社会保障財源38兆円を生む税制
著編者名

不公平な税制を
ただす会

冊子版ISBN

9784272111220

同時1アクセス（本体）

¥3,146

発行年

2018年

同時3アクセス（本体）

¥4,719

商品コード

1026831093

【子育て、教育、福祉の財源は、ある】不公平な税制をただすだけで、38兆円の確保
は可能だ！ 大企業・資産家には優しく、中小企業・庶民に厳しい，ゆがんだ日本の
税制の仕組みをわかりやすく解説。財源試算をもとに、誰もが豊かに暮らせる税のあ
り方を提案する。

日本の民主教育 2017
著編者名

みんなで21世紀の
未来をひらく教育のつどい
―教育研究全国集会2017
実行委員会（岡山）

冊子版ISBN

9784272441020

同時1アクセス（本体）

¥6,776

発行年

2018年

同時3アクセス（本体）

¥10,164

商品コード

1026831094

2017年８月「教育のつどい」の報告集。憲法の危機、学校・教育の危機の中で、子ども
の実態から出発する多様な授業・とりくみを報告しあった３日間。石川康宏による記念
講演「社会のしくみと子どもの育ちを考える」も収録。

「慰安婦」問題と未来への責任
―日韓「合意」に抗して―
著編者名

中野 敏男

冊子版ISBN

9784272521098

同時1アクセス（本体）

¥5,808

発行年

2017年

同時3アクセス（本体）

¥8,712

商品コード

1026831092

【被害者の声を受けとめた〈解決〉を求めて】政府間「合意」の評価をめぐる深い溝。
日・韓の識者が、その原因を徹底検証し、未来に向けて果たすべき責任を探る。世界
的に記憶されるべき「慰安婦」問題を引き継ぎ、戦時性暴力の歴史を断ち切るために。
● 表示価格は税抜きです。

2018年3月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
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◆新規配信開始タイトル◆
【小川政亮著作集】

全８巻セット特価

No.

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）

著編者

冊子版ISBN

小川政亮著作集
編集委員会

9784272301690

書名

¥99,000

発行年

冊子版ISBN

¥148,500
同時
同時
１アクセス ３アクセス
（本体）
（本体）

商品コード
1026901550

商品コード

1

人権としての社会保障

2007

9784272301713

¥12,375

¥18,562

1026901551

2

社会保障法の史的展開

2007

9784272301720

¥12,375

¥18,562

1026901552

3

社会保障の権利と組織・財政

2007

9784272301737

¥12,375

¥18,562

1026901553

4

家族・子どもと社会保障

2007

9784272301744

¥12,375

¥18,562

1026901554

5

障害者・患者・高齢者の人として生きる権利

2007

9784272301751

¥12,375

¥18,562

1026901555

6

戦後の貧困層と公的扶助の権利

2007

9784272301768

¥12,375

¥18,562

1026901556

7

社会保障権と裁判

2007

9784272301775

¥12,375

¥18,562

1026901557

8

社会保障と平和・国籍・被爆者

2007

9784272301782

¥12,375

¥18,562

1026901558

● 表示価格は税抜きです。
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◆新規配信開始タイトル◆
サフラジェット
―英国女性参政権運動の肖像と
シルビア・パンクハースト―
著編者名 中村 久司

同時1アクセス（本体）

¥4,840

同時3アクセス（本体）

¥7,260

冊子版ISBN

9784272530441

発行年

2017年 商品コード 1025799604

女性参政権を勝ち取るために暴行、投獄、拷問を闘い抜いた女性たち。１９０３年に設立され、後年「サフラ
ジェット」と呼ばれるようになった英国の戦闘的な女性集団「女性社会政治同盟」の誕生から活動中止までの
歴史をたどる。

市民政治の育てかた
―新潟が吹かせたデモクラシーの風―

著編者名 佐々木 寛

同時1アクセス（本体）

¥3,872

同時3アクセス（本体）

¥5,808

冊子版ISBN

9784272211180

発行年

2017年 商品コード 1026546308

「観客民主主義」を超え、この国の政治を再生するために。「新潟の奇跡」と呼ばれた参院選と新潟県知事
選で常識を覆す勝利を導いた政治学者が、初めて体験した選挙を通じて学んだ「市民のための政治の技法
（アート）」とは？ 自律した市民がリードする「新しい政治」の姿、そして地方からの変革の未来図を描く。特
別座談会（山口二郎さん＋市民連合＠新潟メンバー）収録

ハリウッド「赤狩り」との闘い
―『ローマの休日』とチャップリン―
著編者名 吉村 英夫

同時1アクセス（本体）

¥4,356

同時3アクセス（本体）

¥6,534

冊子版ISBN

9784272612352

発行年

2017年 商品コード 1026546309

第二次世界大戦後、反共を盾にして左翼思想や反戦主義者ひいては憲法擁護派のリベラルな人たちをも排
除しようとしたマッカーシズム。ハリウッドを舞台に吹き荒れた「赤い魔女狩り」の実相と抵抗した映画人たち
の姿を描き出す。【推薦】山田洋次さん（映画監督）「ハリウッド映画人の良心と、この国の民主主義の底力を
知り、胸が熱くなる。」

老後不安社会からの転換
―介護保険から高齢者ケア保障へ―（シ
リーズ新福祉国家構想 6）
著編者名 岡崎 祐司

同時1アクセス（本体）

¥5,808

同時3アクセス（本体）

¥8,712

冊子版ISBN

9784272360765

発行年

2017年 商品コード 1026546310

「介護の社会化」とは程遠く、ますます「自己責任化」へと向かう介護保険の問題点を整理。近年急展開を遂
げる「地域包括ケアシステム」の現在を見据え、介護保険の抜本改革から高齢期ケア保障へと向かう展望を
示しだす。

赤ペンチェック自民党
憲法改正草案 増補版
著編者名 伊藤 真

同時1アクセス（本体）

¥2,420

同時3アクセス（本体）

¥3,630

冊子版ISBN

9784272211159

発行年

2016年 商品コード 1025799603

憲法は国民が守るべき義務、それとも権力者が守るべき義務？ 自民党の憲法改正草案と現行憲法を併記
し、チェックポイントを明らかにする「問」と、自民党の改正理由、問いに対する解説を収録。
● 表示価格は税抜きです。
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