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統計と日本社会 ―データサイエンス時代の展開― 

著編者名 国友 直人 発行年 2019 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,270 
同時3アクセス 

（本体） 
¥15,675 

冊子版ISBN 9784130434010  商品コード 1031224182 

ビッグデータの時代を迎えた現代において、日本社会における統計科学
の展開、統計教育の進化、公的統計の改革はどうあるべきかを、統計学
の有識者18人が語る。今後のデータサイエンス展開の方策と諸問題を考
察する上での基本資料となる一冊。 

No.2020-028 

2020年1月 

日本を解き放つ 

著編者名 小林 康夫 発行年 2019 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,280 
同時3アクセス 

（本体） 
¥14,784 

冊子版ISBN 9784130130974  商品コード 1031224169 

いま、日本の文化をどのように世界に位置づけ発信できるか。東京大学
の哲学拠点を主導してきた二人の哲学者が、日本の〈ことば〉・〈からだ〉・
〈こころ〉にまつわる重要テクストを読み解きながら日本の条件と可能性を
語る。〈日本〉を携え、世界に羽ばたけ！ 

新規配信タ イ トル  
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ベーシック発達心理学 

著編者名 開 一夫 発行年 2018 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,960 
同時3アクセス 

（本体） 
¥11,088 

冊子版ISBN 9784130121132  商品コード 1031224168 

心と体の生涯発達への心理学的アプローチの方法から、乳幼児期の認知・自
己・感情・言語・社会性・人間関係の発達の詳細、学童期～高齢期の発達の概
要、発達障害への対応まで、子どもにかかわるすべての人に必要な発達心理学
の基礎が身に付くようガイドする。幼稚園教諭・保育士養成課程にも対応。 

ハロルド・ラスキの政治学 
 ―公共的知識人の政治参加とリベラリズムの再定義― 

著編者名 大井 赤亥 発行年 2019 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,375 
同時3アクセス 

（本体） 
¥30,937 

冊子版ISBN 9784130362733  商品コード 1031224179 

20世紀イギリスの思想家、ハロルド・ラスキとは何者なのか。本書は、多元的国家
論者、あるいは国際的に活躍した政治家という従来の見方を超え、「公共的知識
人」としての彼の著作と思想を統一的に読み解く試みである。個人の自由と自律
が実現される社会を追求したラスキが現代に残した遺産を探る意欲作。 

新規配信タ イ トル  
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神の亡霊 ―近代という物語― 
同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784130131513  

著編者名 小坂井 敏晶 発行年 2018 商品コード 1031224170 

責任ある主体として語りふるまう我々の近代は、なぜ殺したはずの神の輪郭をいつまでも経巡るか。臓器の所有、性のタブー、死まで縦
横に論じ反響を呼んだ小会PR誌『UP』連載に、著者の思考の軌跡をふんだんに注として加筆した渾身の論考。すべてが混沌とする現
代の問題に、自分で思考することを試みる。 

ジョルジュ・バタイユ ―行動の論理と文学― 
同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥23,925 

冊子版ISBN 9784130160360  

著編者名 石川 学 発行年 2018 商品コード 1031224171 

緊迫の20世紀を生きたジョルジュ・バタイユの思想を、「行動」と「文学」という視点から捉え直す。彼の積極的な政治活動を支えた精緻
な「行動の論理」とは。第二次世界大戦を経て変化していく思索の跡を著作の丹念な読解を通してたどり、政治、文学、学知が密接に
結びついたその思想の全体像を明らかにする。【第7回東京大学南原繁記念出版賞受賞作】 

忘却する戦後ヨーロッパ 
 ―内戦と独裁の過去を前に― 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥18,975 

冊子版ISBN 9784130301657  

著編者名 飯田 芳弘 発行年 2018 商品コード 1031224172 

未曾有の暴力や内戦、独裁の時代を経験した後、ヨーロッパ諸国には過去の忌まわしい記憶を忘れるための、いわば「忘却の政治」が
現れた。多くの国で同時期に恩赦や犯罪者の社会復帰をはじめとする政治的措置がとられたのはなぜなのか。その際優先された課題
とは何だったのか。民主政治の本質を問い直す意欲作。 

アメリカ政治入門 
同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784130322270  

著編者名 西山 隆行 発行年 2018 商品コード 1031224174 

いまも常に変化するアメリカの政治を理解するとは、どういうことだろう。日本からみた類推や漠然としたイメージを脱し、アメリカ政治その
ものの文脈を構成している、歴史・思想や文化・さまざまな制度を分かりやすく解説した、「アメリカ政治の読み解きかた」入門書。 

丸山眞男講義録 別冊1 日本政治思想史 
 1956／59 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥17,556 

冊子版ISBN 9784130342087  

著編者名 丸山 真男 発行年 2017 商品コード 1031224175 

1956年・59年度講義を扱い、古代へと視野を広げて神国思想から日本の思想的伝統を説きおこす。60年代に本格的に展開していく
「原型」論をはじめとする着想を準備した50年代後半の講義には、丸山の苦闘の跡が刻まれている。 

番号を創る権力 
 ―日本における番号制度の成立と展開― 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥18,975 

冊子版ISBN 9784130362719  

著編者名 羅 芝賢 発行年 2019 商品コード 1031224177 

日本において国民番号制度が挫折を繰り返してきたのはなぜなのか。福祉国家の発展に伴う行政機能の拡大が生じた時期に着目し
て国際比較のなかでその理由を明らかにするとともに、マイナンバー制度が日本の福祉国家のゆくえに与える影響について考察する。 

公務員制 （行政学叢書 11） 
同時1アクセス（本体） ¥4,785 

同時3アクセス（本体） ¥13,398 

冊子版ISBN 9784130342414  

著編者名 西尾 隆 発行年 2018 商品コード 1031224176 

日本の公務員制はいかにして誕生し、変容してきたのか。そして現在どのような問題に直面しているのか。本書は、改革の波にさらされ
てきた日本の公務員制度のありようを問い直し、その特質と課題を明らかにする。「霞が関文化」「全体の奉仕者」の行く末を見通す、現
代政治を学ぶための必読の書。 

新 規 配 信 タ イ ト ル  
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国際機構論入門 
同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥12,012 

冊子版ISBN 9784130322249  

著編者名 山田 哲也 発行年 2018 商品コード 1031224173 

国連やEU、ASEANなどの国際機構は、国際社会の組織化を通じた秩序構築を目指し、20世紀以降数多く設立されてきた。いまや国家と
並ぶ存在となる一方、激変する国際情勢により存在意義が問われつつある現在の姿を根本から問い直し、その歴史・思想から実態と展望
まで、初歩的な用語解説と応用的な理論分析をまじえ明快に論じる。 

中国・新興国ネクサス ―新たな世界経済循環― 
同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥20,625 

冊子版ISBN 9784130461269  

著編者名 末廣 昭 発行年 2018 商品コード 1031224183 

経済大国となった中国は、いまだ過小評価されている。いまや中国は周辺の途上国を巻き込み、中国と新興国という新たな世界経済の構
造が姿を見せつつある。変わりゆく中国の立ち位置から、ASEANとの関係、各産業における輸入・輸出の新展開を論じる。 

日本気象行政史の研究 
 ―天気予報における官僚制と社会― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥31,350 

冊子版ISBN 9784130362726  

著編者名 若林 悠 発行年 2019 商品コード 1031224178 

気象庁という行政機関を軸に、近代日本社会における気象行政の変遷を描き出す。中央気象台時代から、気象庁は組織の行動様式を支
える価値を模索し、天気予報を通して社会からの信頼、評判を得ようと技術革新を続けている。本書は、科学技術をめぐる行政と社会の関
係を解明する先駆的研究である。 

社会システム・デザイン組み立て思考のアプローチ 
 ―「原発システム」の検証から考える― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥12,012 

冊子版ISBN 9784130430425  

著編者名 横山 禎徳 発行年 2019 商品コード 1031224181 

ゴールの姿が明確に見通せない難しい課題を解決していくには、絶えず仮説を組み立てて繰り返し検証し、「問題の裏返し」ではない戦
略を形作る「社会システム・デザイン」という高度スキルが必須である。変化し続けるダイナミックなプロセスの中で課題解決に向かうために
必要な方法論と高度なスキルを追求する。 

日本の地域別生産性と格差 
 ―R-JIPデータベースによる産業別分析― 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥22,275 

冊子版ISBN 9784130402859  

著編者名 徳井 丞次 発行年 2018 商品コード 1031224180 

日本の地域間格差の原因はどこにあるのか。その疑問に応えるべく、「適切な分析は、適切なデータから」の精神の下で構築された都道
府県別産業生産性データベースを解説する。さらにその分析により地域活力の基盤をなすのは地域の人的資源であることを説く。 

医師の不足と過剰 
 ―医療格差を医師の数から考える― 

同時1アクセス（本体） ¥4,785 

同時3アクセス（本体） ¥13,398 

冊子版ISBN 9784130530286  

著編者名 桐野 高明 発行年 2018 商品コード 1031224184 

「医療崩壊」が叫ばれる昨今、医師の数ははたして適正にコントロールされているのか。本書は、戦後の医師養成の歴史をふまえ、他の職
種と比較しつつ医師の数の問題に実証的に迫る試みである。多くの医師が都会に集中し、偏在が解消されない現状に警鐘を鳴らし、ある
べき医の未来を展望する。 

ホスピスで死にゆくということ 
 ―日韓比較からみる医療化現象― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784130664097  

著編者名 株本 千鶴 発行年 2017 商品コード 1031272452 

人びとにとっての望ましい最期を支えるホスピスが，「医療化」によってどのように変化したのか．日本と韓国の医療者へのインタビュー調査
を通じて，これからのホスピスのあり方や，当事者や家族の終末期ケアの意思決定と，社会の理解の必要性を丹念に提示する． 

発達障害を職場でささえる ―全員の本領発揮を 

目指すプレゼンティーズムという視点― 

同時1アクセス（本体） ¥4,785 

同時3アクセス（本体） ¥13,398 

冊子版ISBN 9784130634076  

著編者名 宮木 幸一 発行年 2018 商品コード 1031224185 

大人の発達障害が話題になって久しいが、その共生とは何をすることなのだろう。発達障害の正しい捉え方（「健常者にも発達の凹凸は連
続している」）をもとに、自分の特性を知るツールなど最新の調査・研究を紹介、さらに支援現場の実態から、共生と生産性が合致する職場
づくりのヒントを明らかにする。 
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