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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 

めっしほうこう  
 ―学校の働き方改革を通して未来の教育をひらく― 

藤川 伸治 2019 9784750348674 ¥3,520 ¥5,280 1030884509 

九州のなかの朝鮮文化 ―日韓交流史の光と影― 嶋村 初吉 2019 9784750348629 ¥5,060 ¥7,590 1030884510 

アルコールと酔っぱらいの地理学 
 ―秩序ある/なき空間を読み解く― 

マーク・ジェイン 2019 9784750348667 ¥5,940 ¥8,910 1030884511 

学校を長期欠席する子どもたち ―不登校・ネグレクトから学
校教育と児童福祉の連携を考える― 

保坂 亨 2019 9784750348766 ¥6,160 ¥9,240 1030884513 

学校に居場所カフェをつくろう! 
 ―生きづらさを抱える高校生への寄り添い型支援― 

居場所カフェ立ち
上げプロジェクト 

2019 9784750348759 ¥3,960 ¥5,940 1030884514 

近現代日本の「反知性主義」 
 ―天皇機関説事件からネット右翼まで― 

芝 正身 2019 9784750348742 ¥6,160 ¥9,240 1030884515 

在野研究ビギナーズ ―勝手にはじめる研究生活― 荒木 優太 2019 9784750348858 ¥3,960 ¥5,940 1030884517 

多文化社会に生きる子どもの教育 : 外国人の子ども、海外
で学ぶ子どもの現状と課題 

佐藤 郡衛 2019  9784750348872 ¥5,280 ¥7,920 1030884518 

ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた 
 ―あなたがあなたらしくいられるための29問― 

著編者名 佐藤 文香 発行年 2019 
同時1アクセス（本体） ¥3,300 同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784750348520 商品コード 1030884519 

日常の中の素朴な疑問から性暴力被害者の自己責任論まで――「ジェンダー研究のゼミに所属している」学生たちが、そのこと
ゆえに友人・知人から投げかけられたさまざまな「問い」に悩みつつ、それらに真っ正面から向き合った、真摯で誠実なQ&A集。 

ロヒンギャ問題とは何か ―難民になれない難民― 

著編者名 日下部 尚徳 発行年 2019 
同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784750348698 商品コード 1030884516 

100万人以上の難民がミャンマーからバングラデシュに越境するなど、「ロヒンギャ問題」は世界的な関心事となっている。長期
化するこの問題には今後多くの人類が関わるであろう。本書は、ロヒンギャ問題についての基本的図書として刊行された。 

視覚障害教育の源流をたどる ―京都盲啞院モノがたり― 

著編者名 岸 博実 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784750348681 商品コード 1030884512 

2018年、明治時代初期に開校した国内初の公立特別支援学校「京都盲唖院」の関係資料約3000点が、国の重要文化財に指
定された。資料には、近代日本の障害者教育で先駆的な役割を果たした教材や文書の数々が含まれる。これら貴重な資料の
調査研究に長年取り組んできた著者が、その解説を通じて特別支援教育の源流や社会参加の原点を探る。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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エリア・スタディーズシリーズ 48タイトル好評配信中! 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

48冊揃価格： ¥211,200 ¥316,800 

各冊価格： ¥4,400 ¥6,600 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

モンゴルを知るための65章  第2版（4） 金岡 秀郎 2012 9784750336220 1016391812 

現代韓国を知るための60章 第2版（6） 石坂 浩一 2014 9784750340821 1018831498 

オーストラリアを知るための58章  第3版
第2刷（7） 

越智 道雄 2011 9784750331195 1016391805 

アメリカの歴史を知るための62章  第2版
（10） 

富田 虎男 2009 9784750329673 1016391798 

現代フィリピンを知るための61章  第2版
（11） 

大野 拓司 2009 9784750330563 1016391797 

ブラジルを知るための56章  第2版（14） アンジェロ イシ 2010 9784750331386 1016391796 

シンガポールを知るための65章  第3版
（17） 

田村 慶子 2013 9784750338217 1016391813 

現代ロシアを知るための60章  第2版（21） 下斗米 伸夫 2012 9784750336794 1016391801 

タイを知るための72章 第2版（30） 綾部 真雄 2014 9784750340371 1018831495 

イギリスを知るための65章 第2版（33） 近藤 久雄 2014 9784750341033 1016391800 

現代台湾を知るための60章  第2版（34） 亜州奈 みづほ 2012 9784750335285 1016391793 

マラウィを知るための45章 第2版（36） 栗田 和明 2010 9784750333113 1018831507 

現代イタリアを知るための44章 （49） 村上 義和 2005 9784750321004 1016391799 

アルゼンチンを知るための54章 （50） アルベルト 松本 2005 9784750321851 1016391808 

ミクロネシアを知るための60章 第2版（51） 印東 道子 2015 9784750341378 1018831501 

カンボジアを知るための62章  第2版（56） 上田 広美 2012 9784750335858 1016391814 

タンザニアを知るための60章 第2版（58） 栗田 和明 2015 9784750341774 1018831502 

オランダを知るための60章 （62） 長坂 寿久 2007 9784750325187 1016391807 

サウジアラビアを知るための63章 第2版
（64） 

中村 覚 2015 9784750342221 1018831503 

現代インドを知るための60章 （67） 広瀬 崇子 2007 9784750326429 1016391809 

ベルギーを知るための52章 （71） 小川 秀樹 2009 9784750329246 1018831505 

スウェーデンを知るための60章 （75） 村井 誠人 2009 9784750329987 1016391806 

セネガルとカーボベルデを知るための60章 
（78） 

小川 了 2010 9784750331553 1018831491 

南アフリカを知るための60章 （79） 峯 陽一 2010 9784750331836 1016391804 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

現代カナダを知るための57章 （83） 飯野 正子 2010 9784750333076 1016391795 

ラオスを知るための60章 （85） 菊池 陽子 2010 9784750333090 1016391803 

中国の歴史を知るための60章 （87） 並木 頼壽 2011 9784750333434 1016391802 

現代メキシコを知るための60章 （91） 国本 伊代 2011 9784750334288 1016391794 

ガーナを知るための47章 （92） 高根 務 2011 9784750334394 1018831506 

ケニアを知るための55章 （101） 松田 素二 2012 9784750336237 1016391792 

イスラエルを知るための60章 （104） 立山 良司 2012 9784750336411 1016391817 

中国のムスリムを知るための60章 （106） 中国ムスリム研究会 2012 9784750336459 1018831492 

エストニアを知るための59章 （111） 小森 宏美 2012 9784750337371 1016391819 

現代インドネシアを知るための60章 
（113） 

村井 吉敬 2013 9784750337487 1016391791 

ハワイを知るための60章 （114） 山本 真鳥 2013 9784750337531 1018831500 

現代スペインを知るための60章 （116） 坂東 省次 2013 9784750337838 1016391790 

スリランカを知るための58章 （117） 杉本 良男 2013 9784750337906 1018831493 

シリア・レバノンを知るための64章 （123） 黒木 英充 2013 9784750338767 1016391818 

EU(欧州連合)を知るための63章 （124） 羽場 久美子 2013 9784750339009 1016391815 

ミャンマーを知るための60章 （125） 田村 克己 2013 9784750339146 1016391816 

スイスを知るための60章 （128） スイス文学研究会 2014 9784750339788 1016391810 

東南アジアを知るための50章 （129） 今井 昭夫 2014 9784750339795 1018831494 

ノルウェーを知るための60章 （132） 大島 美穂 2014 9784750340470 1016391811 

現代モンゴルを知るための50章 （133） 小長谷 有紀 2014 9784750340432 1018831496 

カザフスタンを知るための60章 （134） 宇山 智彦 2015 9784750340623 1018831497 

内モンゴルを知るための60章 （135） 
ボルジギン・ブ
レンサイン 

2015 9784750342238 1018831499 

スコットランドを知るための65章 （136） 木村 正俊 2015 9784750342252 1018831504 

ウェールズを知るための60章 （175） 吉賀 憲夫 2019 9784750348650 1030884508 

世界各国（地域）の概要をわかりやすく解説した 
入門書のシリーズです。 

グローバル化時代の必携シリーズ！ 


