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2 0 1 8 年 新 規 配 信 タ イ ト ル  

  

近世フランスの法と身体  
 ―教区の女たちが産婆を選ぶ― 

同時1アクセス(本体) ¥15,510 

同時3アクセス(本体) ¥38,775 

冊子版ISBN 9784130261579  

著編者名 長谷川 まゆ帆 発行年 2018 商品コード 1026888906 

18世紀フランスのアルザス南部で起きた助産婦の選任をめぐる教区の女たちの紛争事件をめぐって、この事件の歴史的な意味を考察する。この解
明に向けた重層的かつ実証的な探査が、近世フランスの法と身体をミクロヒストリーから照らし出す。著者のフランス史研究の集大成。 

  

「日韓連帯運動」の時代   
 ―1970-80年代のトランスナショナルな公共圏とメディア― 

同時1アクセス(本体) ¥9,405 

同時3アクセス(本体) ¥23,512 

冊子版ISBN 9784130561150  

著編者名 李 美淑 発行年 2018 商品コード 1026888907 

1970～80年代の韓国は独裁政権による弾圧に抗して、民主化運動が沸き起こっていた。植民地支配の歴史もまだ生々しい当時、隣国のこの状況に
対して、日本の市民たちはどのように反応したのか。両国市民の国境を越えたネットワークと連帯の姿を鮮やかに描き出す。 

  

町並み保存運動の論理と帰結  
 ―小樽運河問題の社会学的分析― 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥33,000 

冊子版ISBN 9784130561143  

著編者名 堀川 三郎 発行年 2018 商品コード 1026888908 

日本における歴史的景観保存運動のさきがけとなった小樽運河。当事者たちの語りを丹念に追いつつ、開発がある種の必然でもあった都市の社会
史、住民たちの語りが共同性を得てゆくプロセス、今日に至る観光都市化のアンビバレンツをも複層的に見つめ、町並み保存の「意味」を問う。著者
による33年間のフィールドワークが結実した、圧倒的なモノグラフ。 

  

研究開発機能の空間的分業  
 ―日系化学企業の組織・立地再編とグローバル化― 

同時1アクセス(本体) ¥¥10,890 

同時3アクセス(本体) ¥27,225 

冊子版ISBN 9784130461252  

著編者名 鎌倉 夏来 発行年 2018 商品コード 1026888909 

日系化学企業を対象に、研究開発の組織、立地、知識フローのグローバルな動態を明らかにし、分業がどのような論理に基づき成り立っているのか
を考察する。イノベーションを活発に起こしていく上で、国内外でいかなる空間的分業が望ましいのかを解き明かす。 

  

沖縄米軍基地と日米安保  
 ―基地固定化の起源1945-1953― 

同時1アクセス(本体) ¥9,075 

同時3アクセス(本体) ¥22,687 

冊子版ISBN 9784130362665  

著編者名 池宮城 陽子 発行年 2018 商品コード 1026888910 

日本にいまだ大きな影を落とす沖縄米軍基地は、なぜ、いかなる経緯を経て固定化されたのか？――1945年の終戦から1953年のアメリカによる施
政権行使の継続決定まで、日米両国の構想と交渉の模様を膨大な資料を通じて詳細に描き、問題の構図を浮き彫りにする。現在まで続く未解決の
困難に向き合うため改めて過去を検証し、真相を解き明かした意欲作。 

  

政権交代の政治力学  
 ―イギリス労働党の軌跡, 1994-2010― 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥21,450 

冊子版ISBN 9784130362672  

著編者名 今井 貴子 発行年 2018 商品コード 1026888911 
サッチャーの登場により不可能とみられていたイギリス労働党の政権奪還は、いかにして成し遂げられ、13年に及ぶ政権運営はいかなるものだったのか？――
党首二代にわたる立て直しを経て、党首に就任したトニー・ブレアのもと抜本的な改革を経て政権交代を実現し、長期政権を築いたのち総選挙に敗退する労働
党の軌跡を辿る。今日まで続く功績と負の遺産の解明を通じて、現代における政権交代の意義と教訓を提示した待望の書。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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大 人 気 ロ ン グ セ ラ ー  

冊子版ISBN 9784130033053 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥6,930 

商品コード 1026901565 

カリキュラム改革が進む東大教養学部で、 
９３年度から文系１年生の必修科目として開設され
たゼミ形式の「基礎演習」のテキスト。 
最先端の学問の魅力を紹介し、論文の書き方・口
頭発表の仕方・資料の集め方等を収めた 
「究極の参考書」。 

小林 康夫・船曳 建夫 編  発行年：1994 

知の技法 

冊子版ISBN 9784130022026 

同時1アクセス(本体) ¥5,544 

同時3アクセス(本体) ¥8,316 

商品コード 1025735698 

冊子版ISBN 9784130120289 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1025735702 

冊子版ISBN 9784130420600 

同時1アクセス(本体) ¥7,392 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

商品コード 1025735730 

中村 隆英 著  発行年：1984 統計入門 

★教科書タイトル 

有賀 弘 著 発行年：1994 政治 -個人と統合- 第2版 

末永 俊郎 著  発行年：1998 現代社会心理学 

★教科書タイトル 

個人の自由の確保を一方の極とし，社会の統合の必
要性を他方の極とし，その間の相克と調整という面か
ら政治を捉え，読者を政治の世界に誘う．初版以来，
政治を原理的体系的に考察したすぐれた入門書とし
て好評を博したロングセラーの改訂新版． 

本書は，「社会的存在としての人間」を知るための基
本的な知識を提示し，最新の研究をバランスよく取り
入れた信頼できる教科書．日常生活とのかかわりを
意識した記述と，多くの図や表によって，わかりやすく
興味深いものになっている． 

人文・社会科学系の学生のために，必須というべき統
計学の基礎知識を，簡単に，しかも比較的親切に実
例を交えて解説する．本書をマスターすることによって，
専攻領域における実際問題の解明や，コンピュータの
使用などに比較的困難なく進めるよう配慮した． 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 
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冊子版ISBN 9784130421096 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1026901578 

大河内 暁男 著  発行年：2001 

経営史講義 第2版 ★教科書タイトル 

現在の企業経営と生産体制の成立経緯、企業経営の
発展傾向と、それが内包する問題に焦点を当て、英
米を中心にした企業経営行動の歴史を概観する。戦
後から現在までの問題状況を踏まえ加筆した、91年
刊の第2版。 

冊子版ISBN 9784130520768  

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1026901582 

秋田 喜代美 著 発行年：2005 

教育研究のメソドロジー  
―学校参加型マインドへのいざない― 

★教科書タイトル 

教育学はいま、教育現場に関わり、よりリアルに描き
出す方法論を生み出そうとしている。注目のアクショ
ン・リサーチやエスノグラフィーなどの質的方法から、
比較研究や量的研究の新しいありようまで、各方法論
の淵源と具体的手法を、各フィールドが要求する必然
や、各研究者の内奥から、じっくりと説きあかす。 

冊子版ISBN 9784130320382 

同時1アクセス(本体) ¥7,392 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

商品コード 1025735718 

新藤 宗幸 著  発行年：2006 

概説日本の地方自治 第2版 
★教科書タイトル 

2000年の地方分権一括法を受けて、日本の地方自治
のあり方は大きく変わろうとしている。本書は、地方自
治の歴史と現状を17のテーマに即して解説。税制・情
報公開・環境保全・地域福祉など、自治体の直面する
問題をコンパクトにまとめる。決定版テキストの改訂版。 

冊子版ISBN 9784130628082 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1026901586 

足立 芳寛・松野 泰也・醍醐 市朗 著 発行年：2004 

環境システム工学 ★教科書タイトル 

「環境の世紀」である21世紀を迎え、工学的イノベー
ションの刷新が求められている。資源の採掘から製
造・使用、廃棄までのライフサイクルアセスメントとそ
の拡張手法(Silt手法)を提唱する新時代のテキスト。 

冊子版ISBN 9784130628235 

同時1アクセス(本体) ¥9,856 

同時3アクセス(本体) ¥14,784 

商品コード 1026901587 

中島 尚正 著 発行年：1993 

機械設計  
基本原理からマイクロマシンまで 

★教科書タイトル 

機械の基本的な仕組みを解きながら、機械設計の方
法をわかりやすく解説。多くの高度な機械に囲まれて
いてもその内部を知る機会に恵まれない現代の学生
に最適の書。 

大 人 気 ロ ン グ セ ラ ー  
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人 気 タ イ ト ル 好 評 配 信 中 ！  

科学・技術と社会倫理 
―その統合的思考を探る― 

同時1アクセス（本体） ¥7,975 

同時3アクセス（本体） ¥11,962 

冊子版ISBN 9784130011006  

著編者名 山脇 直司 発行年 2015 商品コード 1017522727 

科学と科学者のあり方は？ 科学では答えることのできないトランス・サイエンスとしての倫理・公共哲学的課題にど
のように取り組むか？ 今後の教養教育をいかにすべきか？ 3・11後の原発事故によって科学・技術と社会倫理に
突き付けられた課題を統合的に考察する。 

有機分子の分子間力 
―Ab initio分子軌道法による分子間相互作用エネル
ギーの解析― 

同時1アクセス（本体） ¥12,936 

同時3アクセス（本体） ¥19,404 

冊子版ISBN 9784130625104  

著編者名 都築 誠二 発行年 2015 商品コード 1017972986 

Ab initio分子軌道法を用いて分子間相互作用を解析できるように、分子間力と分子間相互作用エネルギーの計算
方法について順序立てて説明する。分子シミュレーション研究会会誌『アンサンブル』連載を加筆し再構成。 

レジリエンスは身につけられるか 
―個人差に応じた心のサポートのために― 

同時1アクセス（本体） ¥14,784 

同時3アクセス（本体） ¥22,176 

冊子版ISBN 9784130161206  

著編者名 平野 真理 発行年 2015 商品コード 1019023614 

資質的にレジリエンス要因の少ない人は、どのようにレジリエンスを高められるか。レジリエンスの生得性・後天性を
概念的に分けて考えることで、より細やかな臨床心理学的援助の方向性を見出す。 

論文ゼミナール 

同時1アクセス（本体） ¥7,084 

同時3アクセス（本体） ¥10,626 

冊子版ISBN 9784130032087  

著編者名 佐々木 健一 発行年 2014 商品コード 1016972033 

論文とはどういう文章か？ 論文のモラルとは？ 主題の見つけ方、設計と構築の仕方は？ 論文を書くこと＝技術
（アート）として捉えて、この創造的な仕事の基本姿勢から実践方法までを懇切に解説する。卒論や学術論文の本格
的な作法を身につけ、知の基礎能力を高められる一冊。 

生命科学のための基礎化学 

同時1アクセス（本体） ¥10,472 

同時3アクセス（本体） ¥15,708 

冊子版ISBN 9784130625081  

著編者名 原田 義也 発行年 2014 商品コード 1016972047 

大学入学まで化学を学習してこなかった学生、化学を学ぶすべての読者を対象として、化学の基礎を丁寧にわかり
やすく解説。好評を博したテキスト『生命科学のための有機化学I・II』の姉妹編でもあり、コラムには生命科学に関連
する話題を豊富にとりあげた。 
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教 科 書 タ イ ト ル セ レ ク シ ョ ン  

入江 昭 著  発行年：2000 

二十世紀の戦争と 
        平和 増補版 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130022033 

同時1アクセス(本体) ¥7,392 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

商品コード 1025735699 

原田 義也 著  発行年：2004 

有機化学の基礎  
（生命科学のための有機化学 1） 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130625029 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

商品コード 1025735755 

貝塚 啓明 著  発行年：2003 

財政学 第３版 

★教科書タイトル 

福田 歓一 著  発行年：1985 

政治学史 

★教科書タイトル 

石井 寛治 著  発行年：1991 

日本経済史 第2版 

★教科書タイトル 

山本 巍 著  発行年：1993 

哲学 ―原典資料集― 

★教科書タイトル 

西平 直 著  発行年：2005 

教育人間学のために 

★教科書タイトル 

佐治 守夫 著  発行年：2007 

カウンセリングを学ぶ  
―理論・体験・実習―第2版 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130320207 

同時1アクセス(本体) ¥16,016 

同時3アクセス(本体) ¥24,024 

商品コード 1025735715 

冊子版ISBN 9784130421164 

同時1アクセス(本体) ¥8,008 

同時3アクセス(本体) ¥12,012 

商品コード 1026901579 

冊子版ISBN 9784130420396 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1025735729 

冊子版ISBN 9784130120524 

同時1アクセス(本体) ¥8,008 

同時3アクセス(本体) ¥12,012 

商品コード 1025735706 

冊子版ISBN 9784130120456 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1025735704 

冊子版ISBN 9784130513104 

同時1アクセス(本体) ¥8,008 

同時3アクセス(本体) ¥12,012 

商品コード 1025735737 
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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 

線型代数入門（基礎数学1） 齋藤 正彦 1966  9784130620017 ¥5,852 ¥8,778 1026901584  

解析入門 1 （基礎数学 2） 杉浦 光夫 1980 9784130620055 ¥8,624 ¥12,936 1025735745 

解析入門 2 （基礎数学 3） 杉浦 光夫 1985 9784130620062 ¥10,472 ¥15,708 1025735746 

線型代数演習 （基礎数学 4） 斎藤 正彦 1985 9784130620253 ¥7,392 ¥11,088 1025735747 

多様体の基礎 （基礎数学 5） 松本 幸夫 1988 9784130621038 ¥9,856 ¥14,784 1025735751 

微分方程式入門 （基礎数学 6） 高橋 陽一郎 1988 9784130621045 ¥8,008 ¥12,012 1025735752 

解析演習 （基礎数学 7） 杉浦 光夫 1989 9784130621052 ¥8,932 ¥13,398 1025735753 

複素解析（基礎数学8） 高橋 礼司 1990  9784130621069 ¥8,008 ¥12,012 1026901585 

偏微分方程式入門 （基礎数学 12） 金子 晃 1998 9784130629034 ¥10,472 ¥15,708 1025735764 

数学の基礎 ―集合・数・位相― 
            （基礎数学 14） 

斎藤 正彦 2002 9784130629096 ¥8,624 ¥12,936 1025735765 ★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

数 学 関 連  

東京大学出版会 基礎数学シリーズ 

1966年の刊行から各タイトルとも現在まで幅広く教科書として利用されている人気シリーズです！  
追加タイトルも予定中です！ 

★教科書タイトル 

同時1アクセス(本体) ¥86,240 
同時3アクセス(本体) ¥129,360 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130420648 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1025735731 

冊子版ISBN 9784130613071 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1025735744 

芝 祐順 著  発行年：1990 

行動科学における 
         統計解析法 

杉原 厚吉 著  発行年：2006 

形と動きの数理  
―工学の道具としての幾何学― 

10冊揃価格 
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大学数学の入門シリーズ 

本書は代数学・幾何学への導入部分をわかりやすく解説することを目的として刊行され、 
現在まで幅広く教科書として利用されている人気シリーズです！ 追加タイトルも予定中です！ 

★教科書タイトル 

同時1アクセス(本体) ¥27,720 
同時3アクセス(本体) ¥41,580 

4冊揃価格 

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 

代数学Ⅰ 群と環 桂 利行 2004 9784130629515 ¥4,928 ¥7,392 1025735766 

代数学Ⅱ 環上の加群 桂 利行 2007  9784130629522 ¥7,392 ¥11,088 1026901590 

代数学Ⅲ 体とガロア理論  桂 利行 2005 9784130629539 ¥7,392 ¥11,088 1025735767 

幾何学Ⅰ 多様体入門 坪井 俊 2005 9784130629546 ¥8,008 ¥12,012 1025735768 ★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

物 理 学 関 連  

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 

物理学序論としての力学 
    （基礎物理学 1） 

藤原 邦男 1984 9784130620710 ¥7,392 ¥11,088 1025735748 

熱学 （基礎物理学 2） 小出 昭一郎 1980 9784130620727 ¥8,624 ¥12,936 1025735749 

電磁気学 （基礎物理学 3） 加藤 正昭 1987 9784130620734 ¥7,392 ¥11,088 1025735750 

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 

光の物理  
―光はなぜ屈折、反射、散乱するのか― 

小林 浩一 2002 9784130626057 ¥9,856 ¥14,784 1025735757 

振動と波動 吉岡 大二郎 2005 9784130626071 ¥7,700 ¥11,550 1025735758 

素粒子の物理 相原 博昭 2006 9784130626088 ¥8,316 ¥12,474 1025735759 

流体力学の数値計算法 藤井 孝蔵 1994 9784130628020 ¥13,552 ¥20,328 1025735761 

基礎物理学シリーズ 

人気教科書タイトルも配信！ 

同時1アクセス(本体) ¥23,408 

同時3アクセス(本体) ¥35,112 

★教科書タイトル 

本書は基礎物理学をわかりやすく解説することを目的として刊行され、 
現在まで幅広く教科書として利用されている人気シリーズです！ 

3冊揃価格 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

数 学 関 連  



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 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

