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山元式新頭鍼療法の実践 ―医師・歯科医師・鍼灸師(医療従事者)のための― 加藤  直哉 2019 9784862513250 ¥9,900  ¥14,850  1029684294 

ガンとアルツハイマー病はコインの裏表 ―ビール苦味成分は微妙に形を変え、両方に効く?!― 戸部 廣康 2019 9784862513809 ¥5,500  ¥8,250  1030641394 

霊枢原文<鍼経> ―淺野周校正― 浅野  周 2018 9784862513199 ¥7,700  ¥11,550  1029834033 

図説・霊枢現代語訳(鍼経) ―東洋医学概論の解説書― 浅野  周 2018 9784862513182 ¥10,450  ¥15,675  1029834034 

生活習慣病の人間科学 2 = Human science of lifestyle related diseases 辻内  琢也 2012 9784862511911 ¥6,875  ¥10,307  1029044887 

頭皮鍼治療のすべて ―頭鍼・頭穴の理論と135病の治療法― 浅野  周 2011 9784862510990 ¥11,550  ¥17,325  1029684299 

安保徹の免疫学講義 安保  徹 2010 9784862510945 ¥17,875  ¥26,807  1029044889 

美容と健康の鍼灸 張  仁 2009 9784862510549 ¥10,945  ¥16,412  1029684292 

刺鍼事故 ―処置と予防― 劉  玉書 2006 9784916037961 ¥9,350  ¥14,025  1029684309 

自律神経と免疫の法則 ―体調と免疫のメカニズム― 安保  徹 2004 9784916037664 ¥17,875  ¥26,807  1029044888 

立ち読みでわかる前頭葉のきたえ方 ―ボケ・脳梗塞を治す―（パタカラシリーズ 2） 秋広  良昭 2004 9784916037671 ¥3,025  ¥4,532  1030183805 

立ち読みでわかるイビキの本 ―鼻呼吸が健康体をつくる―（パタカラシリーズ 1） 秋広  良昭 2004 9784916037657 ¥3,025  ¥4,532  1030183804 

2019年新規配信タイトル 
鍼灸師・エステティシャンのためのよくわかる美容鍼灸 ―日本鍼灸と現代美容鍼灸の融合―改訂版 

著編者名 上田 隆勇 同時1アクセス（本体） ¥18,700 冊子版ISBN 9784862513885  

発行年 2019 同時3アクセス（本体） ¥28,050 商品コード 1030641396 

「顔を体調や心、体全体の経絡の変調を映し出す鏡としてとらえ、肌の悩みの原因となっている体の全身治療（本治）を行い、しわ、たるみ、ニキビ
や肌荒れなど局所の治療（標治）を行い、悩みを改善していく鍼灸治療である美容鍼灸」を習得できることを主眼とした。本書は、こうした考えの下
にまとめられた一般財団法人日本美容鍼灸マッサージ協会の公式テキストの改訂版である。 

無血刺絡手技書 ―痛圧刺激によるデルマトームと経絡の統合治療― 

著編者名 長田 裕 同時1アクセス（本体） ¥16,500 冊子版ISBN 9784862510617  

発行年 2009 同時3アクセス（本体） ¥24,750 商品コード 1029834017 

本書は、手技書といっても単なる方法論を解説したものではなく、蓄積された臨床経験を基に、より広い視野から新しい治験も加えて執筆された力
作である。自然治癒力をできるだけ生かそうという考えで、心身に負担を与えず、医の本来の立場を追及する姿勢に意味がある。経絡の考え方も
取り入れ、督脈上の経穴や経穴間も治療点として両側の神経根性ニューロパシーの治療に効果を見出している。 

最新鍼灸治療165病 ―現代中国臨床の指南書― 

著編者名 張 仁 同時1アクセス（本体） ¥17,050 冊子版ISBN 9784862510198  

発行年 2007 同時3アクセス（本体） ¥25,575 商品コード 1029044885 

本書では165種の疾患に対する鍼灸治療を紹介しているが、その約半数は、例えば腎症候性出血熱（流行性出血熱）、ライム病、トゥレット症候群、
骨折など80年代の後半になってから鍼灸治療が試みられたり、多量の報告や成果が得られるようになったものである。残りの半数は、例えば脳血
管障害や気管支喘息など、早くから鍼灸適応症とされていたが、この10年余りで治療法はもちろん、治療効果でも大きく向上した疾患である。 

現代医学における漢方製剤の使い方 （医家のための東洋医学入門） 

著編者名 水嶋 丈雄 同時1アクセス（本体） ¥10,450 冊子版ISBN 9784862510013  

発行年 2006 同時3アクセス（本体） ¥15,675 商品コード 1029684291 

科学的な考え方を漢方医学に導入できないか常々考えてきた。その中でたくさんの先達に教えを請いながら、一応の考え方をまとめてみた。現代
医学の先生方からは、臨床の科学的データが足りぬと批判を受け、また漢方の先生方からは、漢方の奥義を損ねていると批判を受けているのであ
るが、あくまでもこれは漢方を導入するときの1つの考え方であると理解していただきたい。 

完訳鍼灸大成 ―東洋医学古典― 

著編者名 楊 繼洲 同時1アクセス（本体） ¥39,270 冊子版ISBN 9784916037756  

発行年 2005 同時3アクセス（本体） ¥58,905 商品コード 1029684293 

『鍼灸大成』（1602年）は、明代の楊継洲により編纂された鍼灸書。 この『鍼灸大成』を、日本で初めて完訳した。楊継洲は、鍼・灸・薬をいずれも重
視した治療家として知られており、さらに選穴・取穴・手法において独特の見解をもっていたとされる。当時行われていた鍼灸の経験を広く収集す
るだけでなく、楊家家伝の内容も盛り込まれている。古典でありながらも、現代医療においても、まったく遜色のない内容となっている。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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国家公共という生き方 ―女性が輝く時代― 花村  邦昭 2019 9784862513892 ¥5,500  ¥8,250  1030760008 

国民国家と憲法 改訂版 石川  晃司 2019 9784862513748 ¥5,775  ¥8,657  1030352334 

大嘗祭の本義 ―民俗学からみた大嘗祭― 折口 信夫 2019 9784862513786 ¥3,850  ¥5,775  1030641392 

嵐山の周恩来 ―日本忘れまじ!―（平和の実践叢書 2） 王 敏 2019 9784862513731 ¥6,050  ¥9,075  1030183809 

岚山的周恩来 王 敏 2019 9784862513755 ¥8,250  ¥12,375  1030641395 

スマホ&IT活用宅建士50日攻略本 2019 ―コスパ抜群! : これ1冊で40点超をゲット― 大場  茂 2019 9784862513700 ¥8,250  ¥12,375  1030483212 

龍神覚醒術 奥山 輝実 2019 9784862513908 ¥5,225  ¥7,832  1030910437 

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 ―「自己責任」時代を生き抜く知恵― 榎本  恵一 2018 9784862513243 ¥5,500  ¥8,250  1029684297 

メロディに咲いた花たち ―あなたは何曲口ずさめますか?― 三和書籍 2018 9784862513212 ¥4,950  ¥7,425  1029684295 

こうするしかない原発問題 ―再生可能エネルギーに舵をきろう―（脱原発シリーズ 2） 安藤  顕 2018 9784862513229 ¥4,125  ¥6,182  1029684298 

チンドウィン川紀行 ―インパール作戦の残像― 森田  勇造 2018 9784862513236 ¥6,050  ¥9,075  1029684296 

労働法 第2版 林  和彦 2013 9784862510815 ¥9,350  ¥14,025  1029834015 

広告をキャリアにする人の超入門 ―広告・広報の基礎から発想法、ネット広告まで― 湯浅  正敏 2011 9784862511164 ¥6,875  ¥10,307  1029684300 

中村一樹式SPI2ドリル内定の力500 ―これで完璧!― 中村  一樹 2011 9784862511034 ¥3,850  ¥5,775  1029684312 

ネヴィルの共和主義的政体思想研究 ―その『プラトン再生』を中心に― 倉島  隆 2011 9784862511089 ¥14,300  ¥21,450  1029684310 

熱血弁護士の事件ファイル 萬年  浩雄 2011 9784862511058 ¥4,675  ¥7,007  1029684311 

「3・11」震災法務Q&A 
東京弁護士会法友会東日本
大震災復興支援特別委員会 2011 9784862511027 ¥6,600  ¥9,900  1029044884 

住まいのいろは 三沢  浩 2011 9784862511072 ¥5,500  ¥8,250  1029684301 

バイオサイエンスの光と影 ―生命を囲い込む組織行動― 森岡  一 2011 9784862511010 ¥6,875  ¥10,307  1029684313 

失われた居場所を求めて ―都市と農村のはざまから現代社会を透視― 

著編者名 祖田 修 同時1アクセス（本体） ¥5,225 冊子版ISBN 9784862513915  

発行年 2019 同時3アクセス（本体） ¥7,832 商品コード 1030910438 

非正規雇用37％、一人世帯35％が生む貧困・格差・孤独。日本は戦後復興を果たして高度成長を謳歌し、世界第２位の経済大国にまで登りつめましたが、いつの間
にか深刻な社会状況に陥ってしまいました。産業形態の変化が、農村から都市への大規模な人口移動をひきおこし、農村、都市ともにそこで生活する人々の縁と絆を
変容させたのが大きな原因の一つです。そこから派生するさまざまな事象を精緻に検証、考察して人々の居場所が今後どうあるべきかを示します。 

自分がされたくないことは人にもしない ―グローバル公共倫理―（平和の実践叢書 1） 

著編者名 王 敏 同時1アクセス（本体） ¥8,800 冊子版ISBN 9784862513724  

発行年 2019 同時3アクセス（本体） ¥13,200 商品コード 1030183808 

1975年、当時の現職首相であった福田赳夫と西ドイツ元首相ヘルムート・シュミットは、歴史の教訓に学んだ平和倫理を確立するため、インターア
クションカウンシル（通称ＯＢサミット）を主導した。それが福田康夫元首相に引き継がれ、黄金律である「己所不欲、勿施于人」（自分がされたくない
ことは人にもしない）が「世界人類責任宣言」として採択され、世界に向けて発信された。本書はその平和実践ワークショップの記録である。 

大嘗祭の起こりと神社信仰 ―大嘗祭の悠紀・主基斎田地を訪ねて― 

著編者名 森田 勇造 同時1アクセス（本体） ¥4,950 冊子版ISBN 9784862513779  

発行年 2019 同時3アクセス（本体） ¥7,425 商品コード 1030483215 

天皇一代一度の行事で、何十年かに一度行われる大嘗祭は、一般的にはあまり知られていないが、天皇制にとって大変重要な儀礼。本年秋に行われる大嘗
祭を前に、今後の天皇制の在り方を洞察する上で大事なことだと思い、明治以後に行われた斎田地を訪ねた。明治、大正、昭和、平成の斎田地は、記念碑が
建立されているので、誰が訪れても確認できる。明治、大正、昭和、平成の東西二か所ずつの八か所と年代不詳の備中主基斎田地を訪れ、当時の様子を知
る方々に話を伺い、写真も多数掲載した。 

新編現代政治過程 
著編者名 秋山 和宏 同時1アクセス（本体） ¥7,150 冊子版ISBN 9784862513175  

発行年 2018 同時3アクセス（本体） ¥10,725 商品コード 1029684327 

世界の政治が大きく変わりつつあると実感されるようになってきた。このような時こそ実態を正しく認識し、適切に対処することが求められる。混迷す
る日本政治の実態を理論的に考えるために、政治過程に注目して理解することを目指し、「権力・理念・制度」「日本の政治過程」「混迷する世界と
日本」の3部構成とした。激動・変革期を迎えた「日本政治」を中心として扱いつつも、政治を考える上での基礎的な概念、理論にも言及している。 

倫理学原理 
著編者名 G.E. ムア 同時1アクセス（本体） ¥16,500 冊子版ISBN 9784862510761  

発行年 2010 同時3アクセス（本体） ¥24,750 商品コード 1029684303 

1903年に出版されたＧ・Ｅ・ムアの『倫理学原理』（Principia Ethica）は、20世紀における倫理学理論の出発を決定づけるものとなった。『倫理学原理』の本が再
版されるが、計画されたが完成しなかった第2版のためにムアが書いた、これまで未公刊の序文が含まれている。この本には、ムアの後期の倫理学上の著作か
ら採られた、「自由意志」と「内在的価値の概念」という2つの重要な論文と、トーマス・ボールドウィンによる新しい序文が含まれている。 
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