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大学教育出版 

2018年10月 

No.2018-542 

名木田薫著作集１８タイトル  

書名 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 

1 経済｢合理｣化 （第1巻） 2018 9784864299367 ¥1,980 ¥3,960 1027509745 

2 人が上がるか神が降りるか （第2巻） 2018 9784864299374 ¥1,980 ¥3,960 1027509746 

3 無碍・良心・人 （第3巻） 2018 9784864299381 ¥1,980 ¥3,960 1027509747 

4 無碍即良心へ ―キリスト教信仰―（第4巻） 2018 9784864299398 ¥1,980 ¥3,960 1027509748 

5 聖書に示す罪と赦し 上 （第5巻） 2018 9784864299404 ¥1,980 ¥3,960 1027509749 

6 聖書に示す罪と赦し 下 （第6巻） 2018 9784864299411 ¥1,980 ¥3,960 1027509750 

7 神の名ヤハウェと終末信仰 （第7巻） 2018 9784864299428 ¥1,980 ¥3,960 1027509751 

8 新約・旧約両聖書の一体性 （第8巻） 2018 9784864299435 ¥1,980 ¥3,960 1027509752 

9 主題主なる神 （信仰詩想 ; 1 第9巻） 2018 9784864299442 ¥1,320 ¥2,640 1027509753 

10 主題人なる生命 （信仰詩想 ; 2 第10巻） 2018 9784864299459 ¥1,320 ¥2,640 1027509754 

11 主題イエスへの信 （信仰詩想 ; 3 第11巻） 2018 9784864299466 ¥1,320 ¥2,640 1027509755 

12 主題間にある （信仰詩想 ; 4 第12巻） 2018 9784864299473 ¥1,320 ¥2,640 1027509756 

13 イエス信日記 1 （第13巻） 2018 9784864299480 ¥1,320 ¥2,640 1027509757 

14 イエス信日記 2 （第14巻） 2018 9784864299497 ¥1,320 ¥2,640 1027509758 

15 イエス信日記 3 （第15巻） 2018 9784864299503 ¥1,320 ¥2,640 1027509759 

16 
個主体の民主制「実体」化 （名木田薫著作集 
1） 

2018 9784864294928 ¥2,420 ¥4,840 1027327766 

17 「実体」化 （名木田薫著作集 2） 2018 9784864294911 ¥2,420 ¥4,840 1027327767 

18 
天地人 ―世からイエス固着へ―（名木田薫著
作集 3） 

2018 9784864294935 ¥2,200 ¥4,400 1027327768 

名木田 薫（なぎた かおる、1939年 - ） 

神学者。岡山県生まれ。1962年京都大学経済学部卒業、

武田薬品工業勤務。1965年京都大学文学部学士編入学

基督教学専攻。1972年同大学院博士課程単位取得退学、

和歌山工業高等専門学校講師。1985年岡山理科大学教

授。1995年倉敷芸術科学大学教授。2003年退職。 

著者による長年の聖書との関わりの中で、その思索は信

仰的次元から人間的次元を経て社会科学的領域へと及ぶ。 
18冊揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥32,120 ¥64,240 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

2018年 新規配信タイトル！ 

  幼児体育 中級 ―理論と実践 : 日本

幼児体育学会認定幼児体育指導員養
成テキスト―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784864294997  

著編者名 日本幼児体育学会 発行年 2018 商品コード 1027509760 

日本幼児体育学会認定、幼児体育指導員養成テキストの中級編第2版。幼児のかかえるさまざまな健康
問題や指導者養成におけるニーズを考慮し、幼児体育のあり方や基本理念、体育指導の計画と指導方法
や内容の基本を解説。 

乳幼児の健康 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥1,980 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864294980  

著編者名 前橋 明 発行年 2018 商品コード 1027509761 

子どもたちが抱える問題の背景には生活習慣の悪さとそのリズムの乱れ、家族とのコミュニケーションの
弱さがある。乳幼児期からの子ども本来の健康的な生活を送ることの大切さを基礎理論と時事的なトピッ
クの両面から述べる。第3版刊行。 

  
道徳科初めての授業づくり ―ね
らいの8類型による分析と探究― 

同時1アクセス(本体) ¥1,980 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864295062  

著編者名 吉田 誠 発行年 2018 商品コード 1027509762 

教員を目指す大学生と若手教員を主な対象に、大学の道徳教育の授業や初任者研修等に使えるテキスト。
道徳授業方法を類型化してそれぞれの長所・短所を示すことで、自分の授業スタイルを確立し、改善し続
けていくためのガイドブック。 

道徳教育の理論と実践 
同時1アクセス(本体) ¥1,980 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864295024  

著編者名 石村 秀登 発行年 2018 商品コード 1027514852 

道徳教育を理論編と実践編に分けて解説。理論編では、主に教育哲学の研究者が道徳や倫理の基本的
な思想、道徳的発達や道徳の歴史を取り扱い、実践編では、主に経験豊富な学校教諭が初等中等教育
における道徳教育の実際と課題を示す。 

  Understanding international 
relations ―the world and Japan―2nd ed

（ASシリーズ no. 10） 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥4,400 

冊子版ISBN 9784864295185  

著編者名 竹内 俊隆 発行年 2018 商品コード 1027514853 

英語で講義を行うことを前提とした、国際関係論・国際政治学を学ぶ人のための、全編英語による入門テ
キスト。国際認識を高めるための一環として、国際政治理論や歴史を概観し、現代の国際社会が直面する
問題を学ぶ。 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

2018年 新規配信タイトル！ 

  

テキスト法学 第4版 
同時1アクセス(本体) ¥1,980 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864295178  

著編者名 中西 俊二 発行年 2018 商品コード 1027514854 

法学を学ぶ初学者を対象としたテキスト。法律用語の説明や重要箇所の図示など、初学者の理解をたす
けるための配慮を施した。一般的理解を身に付け、「法と法の解釈」「憲法」「民法」「刑法」をしっかりと学ぶ 

過疎地域再生の戦略 ―地方創生から

地域再生へ―改訂版 

同時1アクセス(本体) ¥2,750 

同時3アクセス(本体) ¥5,500 

冊子版ISBN 9784864295130  

著編者名 中藤 康俊 発行年 2018 商品コード 1027514855 

日本経済は1960年代以降、重化学工業化で高度経済成長を達成する中で、地方の人口は首都圏に流出
して過疎化が進行した。繰り返される対策であるが、この度の「地方創生」事業が地方の活性化にはたして
役立つであろうか。経済地理学の視点から問題を提起する。 

  
サイトオルガニズム発生説 3 ―人

工細胞（自己再生）誕生の軌跡― 

同時1アクセス(本体) ¥1,320 

同時3アクセス(本体) ¥2,640 

冊子版ISBN 9784864295123  

著編者名 猪岡 尚志 発行年 2018 商品コード 1027514856 

本書では、卵を用いて作製される人工細胞は、表面がDNAで覆われている（DNA冠細胞）であること、DNA
冠細胞が、スフィンゴシン・DNA・アデノシン・モノラウリン酸の化学物質から簡単に合成できることを紹介し
ている。 

中国経済とビジネスがわかる本 
同時1アクセス(本体) ¥1,760 

同時3アクセス(本体) ¥3,520 

冊子版ISBN 9784864295222  

著編者名 王 玉 発行年 2018 商品コード 1027514857 

本書は、中国ビジネス基礎講座をもとに、中国の経済事情とビジネストレンドについて解説する。特に中国
経済の現状、経済改革、産業構造、IT産業の勃興、巨大市場とその潜 在的消費力等を取り上げ、その難
しさとビジネスチャンスを示す。 

  
温度と熱のはなし ―科学の眼で見る日

常の疑問― 

同時1アクセス(本体) ¥1,980 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864294904  

著編者名 稲場 秀明 発行年 2018 商品コード 1027514858 

風邪を引くとなぜ発熱するか？ 温度と熱に関する日常のちょっとした92の疑問を取り上げて、科学の眼で
見ることを意図する。それぞれ疑問と解説とまとめで構成されているため、どこからでも読め、身近な現象
から自然への好奇心が広がる。 

地域福祉への挑戦者たち 
同時1アクセス(本体) ¥2,420 

同時3アクセス(本体) ¥4,840 

冊子版ISBN 9784864295215  

著編者名 中西 雅子 発行年 2018 商品コード 1027514859 

兵庫県内で地域福祉の推進に当たり、活躍してきた社会福祉協議会・共募事務局退職会のメンバーの経
験や知見を紹介する一冊。 

  
笹山周作・勝則兄弟 ―社会福祉法人の経営
を論じ合う―（社会福祉を牽引する人物 2） 

同時1アクセス(本体) ¥1,100 

同時3アクセス(本体) ¥2,200 

冊子版ISBN 9784864295055  

著編者名 笹山 周作 発行年 2018 商品コード 1027514860 

社会福祉法人及び社会福祉施設の独立性・自立性が強く求められるようになり、社会福祉法人の経営論
が注目されてきた。そこで、これらの非営利組織とは何か、その本質を笹山兄弟と塚口の鼎談で論じ合う。 



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） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

アメリカ研究シリーズ 

語学シリーズ  

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 

アメリカを知るための18章 ―超大国を読み解く―（アメリカ研究シリー
ズ No.2） 

杉田 米行 2013 9784864292375 ¥2,200  ¥4,400  1022311847 

英語で知るアメリカ ―8つのテーマで超大国の実情に迫る―（アメリカ
研究シリーズ No.1） 

杉田 米行 2013 9784864292313 ¥2,200  ¥4,400  1023373698 

アメリカ観の変遷 上巻: 人文系 （アメリカ研究シリーズ no. 3） 杉田 米行 2014 9784864292894 ¥1,980 ¥3,960 1023668743 

アメリカ観の変遷 下巻: 社会科学系 （アメリカ研究シリーズ no. 4） 杉田 米行 2014 9784864292900 ¥1,980 ¥3,960 1023668744 

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 

15週間で英語力倍増 （1） 山西 敏博 2014 9784864292641 ¥2,200  ¥4,400  1023668745 

アメリカ合衆国の連邦休日を英語で学ぼう （2） M. Scott Brooks 2014 9784864292917 ¥1,650 ¥3,300 1023668746 

ボイス・オブ・アメリカ (VOA) 
ニュースで学ぶ英語レベル1 （3） 

佐藤 晶子 2014 9784864292726 ¥1,980 ¥3,960 1023668747 

ボイス・オブ・アメリカ (VOA) 
ニュースで学ぶ英語レベル2 （4） 

佐藤 晶子 2017 9784864294515 ¥2,200  ¥4,400  1027327777 

早稲田大学人間科学学術院 
前橋明研究室 編 

4冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥8,360 ￥16,720 

4冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥8,030 ￥16,060 

子どもの生活白書シリーズ 

書名 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 

子どもの生活白書 2005年版 2009 9784887308596 ¥10,560 ¥13,728 1016496793 

子どもの生活白書 2006年版 2009 9784887309203 ¥10,560 ¥13,728 1016496794 

子どもの生活白書 2007年版 2011 9784864290067 ¥10,560 ¥13,728 1016496795 

子どもの生活白書 2008年版 2011 9784864290340 ¥10,560 ¥13,728 1016496796 

子どもの生活白書 2009年版 2013 9784864291965 ¥10,560 ¥13,728 1016496797 

子どもの生活白書 2010年版 2013 9784864291972 ¥10,560 ¥13,728 1016496798 

子どもの生活白書 2011年版 2013 9784864291989 ¥10,560 ¥13,728 1016496799 

子どもの生活白書 2012年版 2013 9784864292252 ¥10,560 ¥13,728 1016496800 

子どもの生活白書 2013年版 2014 9784864292832 ¥10,560 ¥13,728 1022064439 

子どもの生活白書 2014年版 2016 9784864293891 ¥10,560 ¥13,728 1022064440 

子どもの生活白書 2015年版 2018  9784864294355 ¥10,560 ¥13,728 1028515634 

子どもの生活白書 2016年版 2018 9784864295031 ¥10,560 ¥13,728 1028515635 

12冊揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥126,720 ￥164,736 


	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

