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創業70周年記念シリーズ 新規配信！
僕がロボットをつくる理由

食べることの哲学

感性は感動しない

―未来の生き方を日常からデザインする―
（教養みらい選書 1）【スマホ・読上】(※)

（教養みらい選書 002）【スマホ・読上】(※)

―美術の見方、批評の作法―
（教養みらい選書 3）【スマホ・読上】(※)

著編者

石黒 浩

著編者

檜垣 立哉

著編者

椹木 野衣

発行年

2018
ロボットやＡＩで私たちの
生活はどう変わるか？衣
食住から恋愛・仕事・創
造の方法まで、ロボット
研究の第一人者・石黒
浩が、自身の経験や
日々の過ごし方を交え、
「新しい世界を拓く楽し
さ」と人生を率直に語る。
世界を変えるツボがここ
にある！

発行年

2018
ブタもクジラも食べるの
に、イヌやネコはなぜ食
べないのか？宮澤賢治
「よだかの星」など食をめ
ぐる身近な素材を、フラ
ンス現代哲学と日本哲
学のマリアージュで独創
的に調理し、濃厚な味わ
いに仕上げたエッセイ。
食の隠れた本質に迫る
逸品。

発行年

2018
子供の絵はなぜいいの？
絵はどうやって見てどう
評価すればいい？美術
批評家・椹木野衣は、ど
のようにつくられ、どんな
ふうに仕事をして生きて
いるのか？絵の見方と
批評の作法を伝授し、批
評の根となる人生を描く。
著者初の書き下ろしエッ
セイ集。

冊子版ISBN

9784790717089

冊子版ISBN

9784790717119

冊子版ISBN

9784790717133

同時1アクセス(本体)

¥4,290

同時1アクセス(本体)

¥5,610

同時1アクセス(本体)

¥5,610

同時3アクセス(本体)

¥8,580

同時3アクセス(本体)

¥11,220

同時3アクセス(本体)

¥11,220

商品コード

1028499623

商品コード

1028499624

商品コード

1028499625

おいしい育児

―家でも輝け、おとうさん!―

（こどものみらい叢書 1）【スマホ・読上】(※)

お山の幼稚園で育つ

子どもが教えてくれた世界

（こどものみらい叢書 2）【スマホ・読上】(※)

（こどものみらい叢書 ３）【スマホ・読上】(※)

著編者

佐川 光晴

著編者

山下 太郎

著編者

片岡 佳美

発行年

2018
おとうさんが家事と育児
をするのがあたりまえに
なってほしい。そうすれ
ば世の中は変わる。主
夫として二人の息子を育
ててきた小説家が、固定
観念を乗り越えた先にあ
る豊かな育児生活を提
案。こどもの幸せを考え
る「こどものみらい叢書」
第一弾。

発行年

2018
歩いての登園、森の探
検遊び、俳句の素読など
ユニークな実践をするお
山の幼稚園。幼児教育
は全ての教育の根っこと
信じる園長が子ども達の
無限の可能性を綴る。中
川李枝子氏推薦！「目
の前の子ども一人一人
がよくわかり、いっそうい
とおしくなる」

発行年

2018
それ、大人の都合だよね
――そんな視点があれ
ば、大人も子どもも「～
ねばならない」という呪
縛から自由になれる。日
常でのふとした疑問を、
小学生一人＋猫一匹と
暮らす家族社会学者と
共に、じっくり考えてみま
せんか。社会活動家・湯
浅誠氏推薦！

冊子版ISBN

9784790717096

冊子版ISBN

9784790717126

冊子版ISBN

9784790717218

同時1アクセス(本体)

¥4,290

同時1アクセス(本体)

¥4,620

同時1アクセス(本体)

¥4,620

同時3アクセス(本体)

¥8,580

同時3アクセス(本体)

¥9,240

同時3アクセス(本体)

¥9,240

商品コード

1028499626

商品コード

1028499627

商品コード

1028499628

● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。
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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

大学生 学びのハンドブック

待望の4訂版登場!

―勉強法がよくわかる!―4訂版

世界思想社編集部 編

2018年

ノートのとり方、レポートの書き方、資料の探し方、ゼミ発表の仕方、
パソコンの使い方…。大学での学びに必要なスタディ・スキルを、イラ
ストで具体例を示してわかりやすく解説。徹底的な学生目線で人
気を博した初年次教育テキスト、待望の4訂版。

冊子版ISBN

9784790717072

同時1アクセス
(本体)

¥3,960

商品コード

1028499619

同時3アクセス
(本体)

¥7,920

2018年新規配信タイトル！

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

動物保護入門 ―ドイツとギリシャに学ぶ共生の未来―

浅川 千尋
有馬 めぐむ

2018

9784790717188

¥5,940

¥11,880

1028499616

ストリートの精霊たち

川瀬 慈

2018

9784790717171

¥6,270

¥12,540

1028499617

紛争終結後のカンボジア
―国軍除隊兵士と社会再統合―

牧田 満知子

2018

9784790717140

¥15,840

¥31,680

1028499618

誘惑する文化人類学 ―コンタクト・ゾーンの世界へ―

田中 雅一

2018

9784790717065

¥12,540

¥25,080

1028499620

ハンセン病療養所を生きる ―隔離壁を砦に―

有薗 真代

2017

9784790716990

¥9,240

¥18,480

1028499621

旅を生きる人びと ―バックパッカーの人類学―

大野 哲也

2012

9784790715672

¥7,590

¥15,180

1028499622

● 表示価格は税抜きです。

2019年2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
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社会学ベーシックス シリーズ
井上 俊，伊藤 公雄 編
社会学を学ぶ人にとってベーシックな文献を、各10ページでガイド。文献の概要と学説史的背景、現代
的意義を整理し、著者のエピソードや人脈に触れ、さらにポイントとなる引用文も加えて立体的に編成
しました。執筆陣は、気鋭の若手から著名な研究者まで、第一線で活躍中の方々。社会学および隣接
する諸学がこれまで蓄積してきた知の財産目録をコンパクトに鳥瞰し、読者を本の森へと誘います。
初学者はもちろん専門家まで幅広く活用していただけるシリーズです。

鷲田 清一氏 推薦!

上野 千鶴子氏 推薦!

「このシリーズには、生きるという
ことと無縁な問題は一つもない」

「気持ちをそそられて原典に
向かうためのナビゲーターだ」

全11巻（全10巻＋別巻1） セット特価
同時3アクセス(本体)：¥145,200

同時1アクセス(本体)：¥72,600

＜商品コード：1022470228＞
各巻価格 同時1アクセス(本体) ：¥7,700 同時3アクセス(本体) ：¥15,400
書名

発行年

冊子版ISBN

商品コード

書名

発行年

冊子版ISBN

商品コード

自己・他者・関係 （1）

2008

9784790713623

1022470230

ポピュラー文化 （7）

2009

9784790714088

1022470236

社会の構造と変動 （2）

2008

9784790713494

1022470231

身体・セクシュアリティ・スポーツ （8）

2010

9784790714569

1022470237

文化の社会学 （3）

2009

9784790714231

1022470232

政治・権力・公共性 （9）

2011

9784790715207

1022470238

都市的世界 （4）

2008

9784790713739

1022470233

日本の社会と文化 （10）

2010

9784790714866

1022470239

近代家族とジェンダー （5）

2010

9784790714491

1022470234

社会学的思考 （別冊）

2011

9784790715252

1022470240

メディア・情報・消費社会 （6）

2009

9784790714439

1022470235

● 表示価格は税抜きです。

2019年2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
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3

世界思想ゼミナールシリーズ（社会5点セット）
社会5点 セット特価
同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥28,600

¥57,200

＜商品コード：1022529805＞
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

介護ライフスタイルの社会学 新版

春日井 典子

2014

9784790716389

¥6,930

¥13,860 1022529807

国境を越えるアジアの家事労働者 ―女性たちの生活戦略―

上野 加代子

2011

9784790715511

¥6,930

¥13,860 1016437834

親密性の社会学 ―縮小する家族のゆくえ―

筒井 淳也

2008

9784790713081

¥6,270

¥12,540 1022529809

健康不安の社会学 ―健康社会のパラドックス―改訂版

上杉 正幸

2008

9784790713579

¥6,600

¥13,200 1022529808

自閉症の社会学 ―もう一つのコミュニケーション論―

竹中 均

2008

9784790713586

¥7,590

¥15,180 1018867903

世界思想社 現代哲学叢書（第1期5点セット）
第1期 5点セット特価
同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥20,240

¥40,480

＜商品コード：1016437831＞
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

「3・11」後の技術と人間 ―技術的理性への問い―

杉田 聡

2014

9784790716112

¥5,225

¥10,450 1016437829

「道徳的である」とはどういうことか ―要説・倫理学原論―

安彦 一恵

2013

9784790716099

¥4,950

¥9,900 1016437828

ベーシック生命・環境倫理 ―「生命圏の倫理学」序説―

徳永 哲也

2013

9784790716068

¥5,225

¥10,450 1016437827

社会保障の哲学 ―日本の現状を把握し、未来を展望する―

加茂 直樹

2012

9784790715764

¥4,950

¥9,900 1016437826

災害論 ―安全性工学への疑問―

加藤 尚武

2011

9784790715412

¥4,950

¥9,900 1016437825

初年次教育
書名

大学生 学びのハンドブック
―勉強法がよくわかる!―4訂版

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

世界思想社編集部

2018 9784790717072

¥3,960

¥7,920 1028499619

大学新入生ハンドブック
世界思想社編集部
―大学生活これだけは知っておきたい!―

2014 9784790716419

¥1,716

¥3,520 1018867900

2009 9784790713944

¥4,290

¥8,580 1016437824

大学生入門 ―知の扉をひらく！―３訂版

高橋 三郎
新田 光子

● 表示価格は税抜きです。
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