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■新規配信タイトル■

心理学・精神医学関連
夢の意味 【スマホ・読上】 （※）
著編者名

C.A.マイヤー

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥11,550

同時3アクセス（本体）

¥17,325

冊子版ISBN

9784422117249

商品コード

1031325320

ユングと研究を共にし、ユング研究所の初代所長を務めた著者が、長年の臨床経験をもとにユング心理学
を一層発展させた。本書は「～の夢を見ると、～である」といった夢の象徴について紋切型の解答を与える
ものではない。内的世界だけでなく外的現実にも目を向け、生理学的研究も含め夢に関する極めて包括
的なアプローチを示す。東西の古代の夢理論や夢の劇的な構造、夢分析の実際例に至るまで、夢を考察。

乳幼児観察入門 ―早期母子関係の世界―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

リサ・ミラー

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥13,860

同時3アクセス（本体）

¥20,790

冊子版ISBN

9784422117232

商品コード

1031325319

精神分析を超えて世界各地で参照されている必読テキストの待望の邦訳。乳幼児観察の基礎となる理論
や方法論の解説に続き、8つの詳細な観察記録を提示。社会的階級や民族的背景、子育てに対する両親
の考え方などがそれぞれ異なる多様な事例それ自体がもたらす衝撃から、乳幼児観察のエッセンスを学
ぶとともに、乳幼児の複雑で豊かなこころの世界に触れる。心理、医療、福祉、保育など子どものこころの
援助に携わるすべての人へ。

一本堂行余医言 巻之五 癇とその周辺 【スマホ・読上】 （※）
著編者名

香川 修庵

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥16,500

同時3アクセス（本体）

¥24,750

冊子版ISBN

9784422410968

商品コード

1031325333

本書は、江戸時代の漢方医学者である香川修庵（かがわしゅうあん）の残した全二十三巻の医学全書『一
本堂行余医言（いっぽんどうこうよいげん）』のうちの一冊「巻之五」を現代語に全訳し注釈を付したもの。
今日の精神病を広く含み込む「癇（かん）」、神経症、知的障害など、さまざまな精神障害の臨床像や治療
経過を多くの症例に基づいて緻密に記録したもので、精神医学の歴史からみて当時の最も優れた医療記
録の一つと言える。
● 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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■新規配信タイトル■

心理学・精神医学関連
精神科医が教える忘れる技術 【スマホ・読上】
（※）
著編者名

岡野 憲一郎

¥4,620

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）

¥6,930

冊子版ISBN

9784422114880

発行年

2019

商品コード

1031325315

PTSDを引き起こす外傷記憶、恨みや罪悪感、うつ病や強迫神経症、依存や中毒など、あなたの心をいつまでも蝕む、思い出すのもつ
らい過去や苦しい症状、頭にこびりついた記憶や心をかき乱す感情――こうした「忘れられないこと」を上手に「忘れる」ための具体的
な方法をベテラン精神科医が説く。人が遭遇するさまざまな「忘れられない」ケースを紹介するほか、「忘れることができない」メカニズム
を脳と心の両面から解き明かす。

【スマホ・読上】 （※）
著編者名

¥4,950

同時1アクセス（本体）

精神科医の話の聴き方10のセオリー
小山 文彦

同時3アクセス（本体）

¥7,425

冊子版ISBN

9784422117041

発行年

2019

商品コード

1031325317

「困った」「どうしよう」「つらい」「憂うつだ」……身近な家族や友人、職場の同僚からこのように言われたら、あなたならどうしますか？
悩むこころと言葉をどのように受け止めたらよいのか、多彩なフィールドで活躍してきた精神科医が、10の基本原則を示しつつ、それら
に基づいた具体的な対応を様々な場面ごとに紹介します。専門的な技法以前にある、ごくあたりまえのことが、ごくあたりまえのように
活用されることを願って。

時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶため
の心理療法入門 【スマホ・読上】 （※）
著編者名

小松 貴弘

同時1アクセス（本体）

¥7,920

同時3アクセス（本体）

¥11,880
9784422117218

冊子版ISBN
発行年

2019

商品コード

1031325318

技法、効果、エビデンス……心理療法を行うときに、確かにどれも大切だけれど、もっと大切なものがないだろうか？ 心理職の国家資
格が誕生し、多職種連携のあり方が問われる、そんな時代だからこそ、立ち止まってじっくり考えたい、心理療法にしかできないことと
は何か、そもそも心理療法とはどのような営みなのか。「心」の捉え方から心理療法の実際まで、大学でも教えてくれない根っこのところ
から考える心理療法入門書。

精神分析のおはなし 【スマホ・読上】 （※）

同時1アクセス（本体）

¥3,300

同時3アクセス（本体）

¥4,950
9784422000619

冊子版ISBN
著編者名

小此木 啓吾

発行年

2016

商品コード

1031325313

親子の間にある愛と憎しみについて、依存について、親離れと自立、思春期の娘をもつ親へのアドバイスなど、親と子のさまざまな問
題を中心に、中高年の心の問題や、シゾイド人間と自己愛人間、対象喪失とモーニングなど、人間の心についての深くておもしろいお
話を幅広く集めた一般向け講演集の文庫化。精神分析的なものの見方が、やさしく、わかりやすく語られる。親子の問題に悩む一般
読者から、カウンセラー、精神科医まで。解説は、相田信男氏。

異常性格の世界 ―「変わり者」と言われる人たち―
【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）

¥2,805

同時3アクセス（本体）

¥4,207
9784422000596

冊子版ISBN

西丸 四方

発行年

2016

商品コード

1031325311

60年前に《創元医学新書》の第１巻目として刊行されたものの文庫版。普通の人たちに見られる軽いものから、精神病者に見られる極
端なものまで、「変わり者」と言われる人たちの諸相を描きだすことで、我々すべてがそうした「変わり者」の性質を多かれ少なかれ自身
の内にも持っていることに気づかせてくれる。正常と異常とは何か、狂気と非狂気との境目はどこにあるのか等、人間存在の不可思議
に思い至る。解説は、九州大学大学院教授・黒木俊秀氏。
¥3,135

同時1アクセス（本体）

心の病気 【スマホ・読上】 （※）
著編者名

西丸 四方

同時3アクセス（本体）

¥4,702

冊子版ISBN

9784422000602

発行年

2016

商品コード

1031325312

本書の初版が《創元医学新書》の一冊として刊行されたのは1975年。その後、精神医学の動向は症状論が中心となり、ますますそれ
に拍車がかかっていった。しかし本書では、症状を患者から切り離して見るのではなく、心の病を患者という一人の人間全体から理解
しようとする姿勢が貫かれている。病気の原因も、対応の仕方も、あくまでも患者その人に寄り添って考えようとする人間的な理解のあり
ようは、精神医学のみならず今日の科学一般への鋭い批判ともなることだろう。解説は、精神科医の原田憲一氏。
● 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。

2019年12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
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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■新規配信タイトル■

心理学・精神医学関連
同時1アクセス（本体）

河合隼雄と子どもの目
―<うさぎ穴>からの発信―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

河合 隼雄

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2019

¥4,950
¥7,425
9784422117096
商品コード
1031325308

児童文学を自らの生きる指針として読み、こよなく愛した心理臨床家の一人である著者が、子どもが主人公の物語を繊細かつ緻密な臨
床家の視点で読み解く一冊。本書は1990年にマガジンハウス社から刊行された『〈うさぎ穴〉からの発信』の復刊。カニグズバーグをはじめ、
エンデやケストナー、ギャリコ、また宮澤賢治や今江祥智、長新太、佐野洋子など、人生に多くの気づきや示唆を与える素晴らしいファン
タジー作品の数々。
同時1アクセス（本体）

カウンセリングと人間性

同時3アクセス（本体）

【スマホ・読上】（河合隼雄セレクション） （※）
著編者名

冊子版ISBN

河合 隼雄

発行年

2015

¥3,960
¥5,940
9784422000510
商品コード
1031325302

日本社会にカウンセリングおよび臨床心理学を根付かせた第一人者として知られる著者が、初期の頃に書いた論説や講演をまとめた同
名書籍の文庫版。カウンセリングを型にはまったものとしてではなく「人間性」という視点から、柔軟に多面的に捉えた内容で、専門家だけ
でなく一般読者もおもしろく読める。黎明期にすでにカウンセリングの本質的な問題点が的確に指摘されている点は注目に値する。文庫
版巻末解説は、著者の弟子で京都大学大学院教授、桑原知子氏。
同時1アクセス（本体）

カウンセリングを考える 上

同時3アクセス（本体）

【スマホ・読上】（河合隼雄セレクション） （※）
著編者名

冊子版ISBN

河合 隼雄

発行年

2015

¥3,135
¥4,702
9784422000527
商品コード
1031325303

四天王寺カウンセリング講座での講義録をまとめた同名タイトルの書籍の文庫版。家族の問題、いじめや不登校、カウンセラーの責任と
資格、「生きる」ということ等、現代社会を生きる上で出会うさまざまな問題を通してカウンセリングとは何かを考える。巻末解説は、スクール
カウンセラーをはじめとして、現場で日々、多くの思春期の子どもたちを相手に臨床を行っている臨床心理学者の岩宮恵子氏。
同時1アクセス（本体）

カウンセリングを考える 下

同時3アクセス（本体）

【スマホ・読上】（河合隼雄セレクション） （※）
著編者名

冊子版ISBN

河合 隼雄

発行年

2015

¥2,805
¥4,207
9784422000534
商品コード
1031325304

カウンセリングは、生きている人と直接関わるので、どうしても「人とは何か」「人生とは何か」などについて考えてゆかざるを得ない。本書で
は、カウンセラーとして成長し、世界を広げてゆくために、「家族関係」「ユング心理学から見た禅体験」「カウンセリングにおける男性と女
性」「児童文学」「『生きる』ということ」など、さまざまな切り口からカウンセリングを考える。文庫版巻末解説は、「三田文学」編集長・評論家
の若松英輔氏。
同時1アクセス（本体）

こころと人生

同時3アクセス（本体）

【スマホ・読上】（河合隼雄セレクション） （※）
著編者名

冊子版ISBN

河合 隼雄

発行年

2015

¥2,805
¥4,207
9784422000541
商品コード
1031325305

子ども時代、青年期、中年期、老年期と、こころにはそれぞれの時期に特有の問題がある。鋭い目で人生の真実を見抜くのびやかな子ど
も時代、心の底深くに得体のしれぬものを抱えて苦しむ青年期、最も安定しているはずの時期に最も大きなこころの危機を迎える中年期、
生きるということの意味を再び問いなおす老年期──と、人生のそれぞれの時期のこころの問題を、臨床家としての目がこまやかにとらえ
た同名タイトル講演集の文庫版。巻末解説は、心理占星術・神話研究者の鏡リュウジ氏。
同時1アクセス（本体）

より道わき道散歩道

同時3アクセス（本体）

【スマホ・読上】（河合隼雄セレクション） （※）
著編者名

冊子版ISBN

河合 隼雄

発行年

2015

¥2,805
¥4,207
9784422000558
商品コード
1031325306

毎日新聞に毎月1回、2年間にわたって連載された「より道わき道散歩道」シリーズに、これまで新聞・雑誌・官報などに書いた文章をあわ
せて、1冊に編集しなおした同名のエッセイ集の文庫版。子ども、人間関係、人生、本、音楽、文化・社会、道草の拾いもの、と7つのテー
マに分けて、より道したり、わき道にはいったり、適当に道草をかさねながら、思索の散歩を楽しむための格好の1冊。文庫版巻末解説は、
作家・編集者の松家仁之氏。
同時1アクセス（本体）

「出会い」の不思議 【スマホ・読上】
（河合隼雄セレクション） （※）
著編者名

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

河合 隼雄

発行年

2015

¥3,135
¥4,702
9784422000565
商品コード
1031325307

雑誌「中央公論」に3年間連載し好評を博した「巻頭言」36本に加えて、これまで新聞・雑誌に発表し、単行本に未収録のエッセイを集め、
あらたに編集しなおした同名書籍の文庫版。言葉との出会い、人との出会い、本との出会い、子どものこころとの出会い、新しい家族との
出会い、こころの不思議との出会いと、６つのテーマを「出会い」というキーワードでつなぐ。文庫版巻末解説は、長男で臨床心理学者の
河合俊雄氏。
● 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。

2019年12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
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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■新規配信タイトル■

心理学・精神医学関連
同時1アクセス（本体）

子どものためのマインドフルネス
―心が落ち着き、集中力がグングン高まる!―
著編者名

キラ・ウィリー

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2018

¥5,940
¥8,910
9784422116853
商品コード
1031325291

雲や木になってみたり、子ネコの背のびやクマさんの呼吸をやってみたり……いつでもどこでも簡単にできる、楽しくて効果的な30のマイ
ンドフルネス・エクササイズを通じて、心と体をじょうずにコントロールする方法を身につける。本文総ルビ付きのオールカラー、やさしい語
り口と愉快なイラスト、バラエティーに富んだエクササイズの数々で、子どもたちも興味津々！ 家庭や学校で、子どもたちと一緒にやって
みよう！

心配ないよ、だいじょうぶ ―子どもが不安を克服する
ためのガイド―（<おたすけモンスター>シリーズ 1）
著編者名

ポピー・オニール

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2018

¥5,280
¥7,920
9784422116860
商品コード
1031325292

〈おたすけモンスター〉シリーズ第１巻。こわがりで不安が強く、外に出て遊んだり友だちと一緒に過ごしたりすることのできない子ども向け
に書かれている。どうして不安になるのか、不安ってそもそも何なのか、どうしたら乗り越えられるのかを、おたすけモンスターと一緒に親
子でワークをしながら一つひとつ考えていく。親子で話す機会も増え、自分一人ではないという安心感を子どもに与えることができるよう
工夫されている。

3つの自分で人づきあいがラクになる ―エゴグラム
で見える本当の私―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

杉田 峰康

発行年

2018

¥4,620
¥6,930
9784422116747
商品コード
1031325316

人づきあいの悩みや問題が生じた時には、少し間をおいて今までとは違うテクニックを用いると、驚くほど対人関係がラクになることがある。
交流分析の第一人者が、こじれる人間関係のからくりを説き、解決策を紹介する。本書ではエゴグラムで自分の中の「3つの自分」の傾向
を知って対人関係の歪みを正し、豊かな人間関係の築きを目指す。難しいとされていた交流分析を、誰もがすぐに活用できるように簡潔
にまとめた画期的な一冊。

思春期をめぐる冒険 ―心理療法と村上春樹の
世界―増補 【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

岩宮 恵子

発行年

2016

¥3,300
¥4,950
9784422000633
商品コード
1031325314

日常の目に見える現実とは異なる次元の現実を描く村上春樹の作品群と、こころに深い苦しみを抱えつつも自らの物語を生きていこうと
するクライエントへの心理療法の事例を重ね合わせながら、激しく揺れ動く「思春期」の実像を鮮やかに描き出し、人が生きるということそ
のものの意味を問いかける。心理療法家がこころの本質に迫った定評あるロングセラーに近年の村上作品を取り上げた論考を新たに加
えた増補版。解説＝三浦しをん氏。

摂食障害の不安に向き合う ―対人関係療法に
よるアプローチ―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

水島 広子

発行年

2015

¥3,135
¥4,702
9784422000572
商品コード
1031325309

拒食症をPTSDのような障害としてみる治療者は少ないが、著者の実感では、拒食症はPTSDとほぼ同様の発症プロセスをもち、強迫性
障害やPTSDのように不安障害とみたほうが現実の治療に即しているという。「安心することによって摂食障害は治っていく」という強い信
念のもと、治療者の仕事の目的は「安心の提供」であると位置づけて、本書では、患者のもつ「不安」に注目しつつ摂食障害の治療の実
際を述べてゆく。患者に対する視線が限りなくやさしい本である。

トラウマの現実に向き合う ―ジャッジメントを
手放すということ―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

水島 広子

発行年

2015

¥3,135
¥4,702
9784422000589
商品コード
1031325310

トラウマ治療や技法について知っていることと、実際にトラウマの治療ができることは違う。トラウマ体験者は深い傷つきによって、対人関
係における「信頼」に問題を抱えていることが多い。したがって、トラウマ治療において最も重要なことは、個別の治療戦略や技法よりも、
治療者の姿勢であるとも言える。患者を人間として評価しない、病気の専門家に徹するなど、本書はトラウマに向き合う治療者の姿勢に
ついて、誰もが納得できる豊かな提言に満ちている。

体をみれば心がわかる ―ボディートークの世界―
【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

増田 明

発行年

2015

¥4,950
¥7,425
9784422412450
商品コード
1031325334

腹が立っているときは胃が収縮して持ち上がっている。失恋したときは胸に詰まりが生じているし、重い借金を背負うと首の付け根が硬く
なる。心の問題は体に表れるので体をみれば心がわかる。心と体の結びつきを解明しながら考案された、体を通して心をほぐすキー・タッ
チ法など様々な方法を紹介。人間関係のもつれ、イジメ問題の解決にも大きな効果を発揮。話ができない赤ちゃんや認知症の方なども、
声や息でその心をキャッチ。
● 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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■新規配信タイトル■
同時1アクセス（本体）

マンガで学ぶ対人援助職の仕事
―在宅介護と介護予防をめぐる人々の物語―
著編者名

植田 寿之

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2019

¥5,940
¥8,910
9784422320540
商品コード
1031325296

高齢者介護に携わる対人援助の専門職が、仕事仲間や地域住民と支えあい成長する姿を描き出す。オリジナル・ストーリーのマンガと要
点解説によって、専門技術のスキルアップをめざす。ケアプランセンターの介護支援専門員、地域包括支援センターの社会福祉士、保
健師、主任介護支援専門員、特別養護老人ホームの介護職、地域の自治会長、民生委員、そして個別の事情を抱えた利用者とその家
族など、さまざまな職種と人物が登場。

日常場面で実践する対人援助スーパービジョン
【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

植田 寿之

発行年

2015

¥7,590
¥11,385
9784422320557
商品コード
1031325329

対人援助職場でスーパービジョンの必要性は認識されはじめたが、多くの現場では高度な技術をもって行うものという先入観があり、普
及へのハードルが未だ高い。本書で易しく手ほどきするスーパービジョンは、日常的に誰もが実践でき、仲間同士で支えて育てあうことを
意識して人材の育成と定着を図ろうとするもの。特別な技術や機会は要さず、日常の場面や技術を活用することで、日々実践できる「普
段着のスーパービジョン」の方法論。
同時1アクセス（本体）

未来の戦死に向き合うためのノート

同時3アクセス（本体）

【スマホ・読上】 （※）
著編者名

冊子版ISBN

井上 義和

発行年

2019

¥5,280
¥7,920
9784422300726
商品コード
1031325328

「戦死はありえない」という建て前のもと、市民社会にとって異質な存在、すなわち非合理な犠牲を要求せざるを得ない自衛隊員を直視
せず、経済的な繁栄を享受してきた日本。しかし、近年のなし崩し的な制度改変によって、「戦死にどう向き合うか」が、もはや先延ばしに
はできない課題として浮上してきている。ゴジラ論や特攻の自己啓発受容など、著者独自の現代日本社会分析を織り込みながら、未来
を語る言葉を鍛えるためのノート。

よい移民 ―現代イギリスを生きる21人の物語―
【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

ニケシュ・シュクラ

発行年

2019

¥7,920
¥11,880
9784422360119
商品コード
1031325331

70年代以降生まれの俳優、ミュージシャン、詩人、ジャーナリストなど、移民2世・3世の著名なクリエイター21人が、移民としての自己存在
の意味や葛藤、社会の偏見などを繊細かつ巧みに表現。編集は、インド系移民の若手作家ニケシュ・シュクラ。2016年9月にクラウドファ
ンディングで刊行され、英国でベストセラーとなる。J･K･ローリング&ゼイディー・スミス推薦。2016年度のReaders Choice受賞。
同時1アクセス（本体）

地域愛を育てる物語のつくり方

同時3アクセス（本体）

―「語りべシアター」の魅力―
著編者名

冊子版ISBN

栗本 智代

発行年

2018

¥3,960
¥5,940
9784422250830
商品コード
1031325294

大阪ガス(株)エネルギー文化研究所（略称ＣＥＬ）が長年続けている文化事業の一つである「語りべシアター」活動、その20年の総まとめ
となる記念碑的出版。語りべシアター発足当初の構想や意義をはじめ、この20年の活動例を演題・テーマ別で振り返るとともに、新たな
語りべの育成・発展も含めた将来展望を示す。舞台制作・上演に携わった音楽家や俳優、劇作家などの寄稿、座談会も収載。貴重図版、
イラストもオールカラーで多数掲載。

私たち、戦争人間について ―愛と平和主義の
限界に関する考察―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

石川 明人

発行年

2017

¥4,950
¥7,425
9784422300719
商品コード
1031325327

「戦争はなぜ起きるのか」「戦争の原因は何か」という問いを糸口に、戦争に対するさまざまな見方を、宗教学者でもある著者が、スリリン
グに読み解いていく、入門書としても手に取りやすい、戦争論エッセー。戦いは人間の本能なのか、人はどんな知識や技術を戦争に利
用してきたのか、なぜ人々は平和を祈りながら戦うのか、そもそも「戦争」とは何なのか…。戦争を「悪」の一言で片付けるのではない、従
来にない教養としての戦争論。

喜劇としての国際ビジネス ―私が出会った
<一流>という名の怪優たち―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

ダニエル・レヴィン

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2017

¥5,940
¥8,910
9784422340012
商品コード
1031325330

ドバイ・国連・アンゴラ・セネガル・ロシア・中国など、文字通り世界中を股にかけて活躍する法律家が、過去20年の間に経験した、あり得
ない話が満載の実話集。権力者およびその取り巻きの肥大した虚像が剥がされ、〈一流〉を自認するビジネス・エリートのペテン師ぶりが
あらわになる、爆笑ノンフィクション。激しい競争や闘争の中、まともな感覚を保つとはいったいどういうことかを知るためにも最適な、異色
の国際ビジネス入門。
● 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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■新規配信タイトル■
元号読本 ―「大化」から「令和」まで全248年号の
読み物事典―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

所 功

発行年

2019

¥5,940
¥8,910
9784422230405
商品コード
1031325324

年号史研究の第一人者が編む、全248の日本公年号を網羅した読み物事典。改元年月日や改元理由、勧申者や出典などの各年号・元
号にまつわる基本データを完備しながら、それぞれ時代に起こった歴史的な出来事をコンパクトに解説。序章に総合的なガイダンスとな
る「年号・元号制度の基礎知識」を収載し、類書にはない引きやすいインデックスとするために本文デザインも工夫。平成改元後の新元
号「令和」の情報もカバーした決定版。

歴史学で卒業論文を書くために 【スマホ・読上】
（※）

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

村上 紀夫

発行年

2019

¥4,290
¥6,435
9784422800417
商品コード
1031325335

就活やバイトで忙しい学生に、どうやったら、しっかり卒論を書いてもらえるのか。長年、学生の卒論指導に苦労し、失敗を重ねてきた日
本史の先生が書き下ろした、本当に学生に役に立ち、使ってもらえる面白い卒論執筆ガイド。普段のレポートとはレベルの違う、人生一
度の学術論文をしっかり書くための、コンパクトだけど強い味方。また、過去に卒論を書いた社会人には、悔恨と懐旧の情がないまぜに
なって押し寄せること間違いなし。
同時1アクセス（本体）

地名の川西史 【スマホ・読上】 （※）

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

菅原 巖

発行年

2018

¥5,940
¥8,910
9784422201603
商品コード
1031325322

兵庫県川西市の地名の由来とその変遷を紹介。川西の地には、神功皇后や源満仲、西行といった歴史的人物の伝説と深いかかわりの
ある地名が多く残る。貴重な資料に加え、新名神高速道路の工事に伴い出土した「石」「道」の文字が見える墨書土器など、注目すべき
近年の発掘調査にも触れながら、市域全体にかかわる地名のほか、川西、多田、東谷各地区の村、字、小字の名について考察する。巻
末に略年表を付す。

明治維新とは何だったのか ―薩長抗争史から
「史実」を読み直す―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

一坂 太郎

発行年

2017

¥4,950
¥7,425
9784422201597
商品コード
1031325321

明治維新を推し進めたのは、内戦の「勝者」である薩摩・長州の下級武士たちであった。しかし、薩長は常に協力して近代日本を建設し
たわけではなかった。権力闘争を繰り返して派閥を生み、その構図は戦争の時代へとつながっていく。本書は薩長がなぜ時代をリードで
きたのか、その功罪は何かを中心に、丹念に一次史料をたどって再検証するもの。150年の間に書き換えられてきた「史実」を問い直し、
この国の行方を考える一助としたい。

十二支読本 ―暦と運勢のしくみを読み解く―
【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

稲田 義行

発行年

2017

¥5,940
¥8,910
9784422390024
商品コード
1031325332

中国から伝わった十二支、干支（かんし）は、今なお日々の暮らしの中に息づいている。干支とは十干（甲乙丙丁…）と十二支（子丑寅卯
…）を組み合わせた六十干支のことで、陰陽五行思想と結びつき、さまざまな伝承や俗信も生まれた。本書では、十二支がどのようにして
生まれ、発展・変遷してきたかを中国の歴史からひもとき、年月日・時刻・方位・吉凶など様々な切り口、テーマで丁寧に解説していく。貴
重な古図版も多数掲載。

旧暦読本 ―日本の暮らしを愉しむ「こよみ」の知恵―
改訂新版 【スマホ・読上】 （※）
著編者名

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

岡田 芳朗

発行年

2015

¥6,600
¥9,900
9784422230375
商品コード
1031325323

旧暦と新暦の違いという基礎知識から、二十四節気と七十二候、十干と十二支、十二直と二十八宿、六曜と九星、雑節と五節句まで、暦
の基本的な仕組みと由来を詳しく解説。地方暦やアジア・ヨーロッパの暦も紹介しながら、月と太陽、時刻制度と潮汐現象などの天文学
的知識も易しく読み解く。著者所蔵の貴重図版も多数収載し、古今東西の暦のすべてがこの一冊でわかる最新改訂版。５年分の詳しい
カレンダー「新暦・旧暦対応表」を付す。

古地図が語る大災害 ―絵図・瓦版で読み解く
大地震・津波・大火の記憶―【スマホ・読上】 （※）
著編者名

本渡 章

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2014

¥6,600
¥9,900
9784422250786
商品コード
1031325325

大地震・津波・大火に襲われるたびに復興してきた人々が、書き残してきたメッセージとは――。古代から近代までの古地図・瓦版等を題
材に、歴史上繰り返されてきた大災害の記録を読み解き、人の営みと教訓に学ぶ。記憶を風化させず、来たるべきその時に備えて、希
望を持って生きるための書。好評「古地図むかし案内」シリーズの姉妹編として様々な時代、形状の絵図をカラーで掲載。折込み絵図・
災害モニュメント探訪記の付録つき。
● 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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■新規配信タイトル■
同時1アクセス（本体）

歴史を変えた50人の女性アスリートたち

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

レイチェル・イグノトフスキー

発行年

2019

¥5,940
¥8,910
9784422753034
商品コード
1031325300

「女は弱い」とスポーツを制限されていた時代から現代まで、歴史をぬりかえた偉大な女性アスリート50人にスポットをあて、その業績や
社会的影響力、エネルギッシュな人生の物語を、おしゃれなイラストとともに紹介します。差別や旧弊に阻まれながらも、才能と努力の
成果をつかみ取り、未来の選手に道を切り拓いてきたヒロインたちの姿は、スポーツ界にとどまらず、新しい時代をになうすべての人に
勇気を与えてくれます。
同時1アクセス（本体）

9条入門 【スマホ・読上】 （※）

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

加藤 典洋

発行年

2019

¥4,950
¥7,425
9784422300580
商品コード
1031325326

戦後日本の象徴として、多くの日本人から熱烈に支持されてきた憲法９条。だがそれを支持するリベラル派も、批判する右派も、自分に
都合の悪い歴史にはずっと目をつぶり続けてきた。多くの異説や混乱が存在するなか、あらゆる政治的立場を離れ、ただ事実だけを見
据えて描き出した、憲法９条の誕生と、「マッカーサー」「昭和天皇」「日米安保」との相克をめぐる成立初期の物語。30年来の構想を書き
きった著者渾身の一作。
同時1アクセス（本体）

世界を変えた50人の女性科学者たち

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

レイチェル・イグノトフスキー

発行年

2018

¥5,940
¥8,910
9784422400389
商品コード
1031325297

科学・技術・工学・数学（STEM）の分野で、世界を変えるような輝かしい偉業を成し遂げながら、歴史の陰に隠れがちだった女性科学者
50人にスポットをあて、その驚くべき業績やバイタリティあふれる人生をチャーミングなイラストとともに紹介します。差別や競争にさらさ
れながらも、情熱のままに研究を続けたヒロインたちの姿は、若きリケジョのみならず、壁に立ち向かいひたむきに夢を追うすべての人
の背中を押してくれます。
同時1アクセス（本体）

樹木と木材の図鑑

同時3アクセス（本体）

―種類・特徴から材質・用途までわかる―
著編者名

冊子版ISBN

西川 栄明

発行年

2016

¥10,560
¥15,840
9784422440064
商品コード
1031325298

日本の有用種101種を見開きごとに掲載。葉や樹皮を含む立ち木、色や木目がわかる平板の木材見本、家具・道具や建築物といった
その木が使われているものの写真に、木の特徴や用途がわかる解説を加え紹介する。自然愛好家の方から木のプロまで、樹木には詳
しいが木材のことも知りたい、材のことならわかるが生えている木や葉のことももっと学びたい、といったいずれの立場の人にも有用な
一冊。写真点数600点以上。
同時1アクセス（本体）

日本の祭と神賑
―京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち―
著編者名

森田 玲

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2015

¥6,600
¥9,900
9784422230351
商品コード
1031325293

多彩に展開する現代日本の祭を、まず神事と神賑行事に分類し、カミとヒトが織りなす基本構造から図解。神輿・提灯・太鼓台・地車・唐
獅子などの祭具が、神事と密接に関係しながらも、人々の楽しみに応えて発達してきた歴史を明らかにする。京都と大阪（摂津・河内・
和泉）を中心に日本各地を旺盛にフィールドワークした成果から、人々が熱狂する祭の本質と新たな魅力を描き出す。オリジナル図版、
写真、貴重史料も多数収載。
同時1アクセス（本体）

大阪古地図むかし案内 ―カラー版―

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

本渡 章

発行年

2018

¥7,590
¥11,385
9784422250854
商品コード
1031325295

江戸時代の代表的な古地図である「大坂大絵図」を題材に、大阪の地誌や生活文化を探求する案内書。俯瞰図と部分拡大図の両方か
ら謎解きを試みる「読み解きスタイル」という独自の趣向で、元禄時代の絵図をすみずみまで味わい尽くす。通常は手で触れることすら
できない300年前の貴重な古地図を、虫眼鏡で細部を鑑賞するかのような面白さで、大阪の歴史文化や地理地形もわかる本。俯瞰と部
分拡大のカラー古地図を約150点収載。
同時1アクセス（本体）

宮沢賢治の地学教室

同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN

著編者名

柴山 元彦

発行年

2017

¥5,610
¥8,415
9784422440101
商品コード
1031325299

宮沢賢治の作品に織り込まれた地学の知識を手掛かりに、高校までの地学の基礎を学び直せる、新感覚の参考書。賢治作品を引用し
ながら、関連する地学の基礎知識を多数のカラー図版とともに解説します。動物の生徒たちとケンジ先生が会話しながら授業を進める
ので、やや複雑な内容や学習者が抱きやすい疑問も楽しくフォローできます。地学の苦手な文系のあなたも、文学好きの理系のきみも、
森の地学教室に遊びに来ませんか。
● 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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【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。
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