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2019年 新規配信タイトル 

国際介護保険用語辞典 ―介護保険の国際化― 

著編者名 住居広士 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 同時3アクセス（本体） ¥8,360 

冊子版ISBN 9784864291194  商品コード 1030183785 

近年における変革の中で、国際的にも介護保険に関して学術交流を深めながら実践していくこと
が今後ますます必要となっている。本書が、専門的な国際学術交流を円滑に行うための学問的共
通基盤として、介護保険に関する用語の標準化と専門性の架け橋となることを期待する。 

看護学生のための精神看護学概論 第2版 

著編者名 東中須恵子 発行年 2019 

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 9784866920139 商品コード 1030183791 

精神看護学の対象は拡大され、精神に障害がある人だけではなく、精神の健康保持・増進、
疾病の予防を中心に精神保健看護の看護実践が求められている。本書は、看護学生が総
合的に精神看護を学習するためのテキストの改訂版。 

未来をひらくビジネスマナー 
 ―就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに―第4版 

著編者名 長江由美子 発行年 2018 

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 9784864295352  商品コード 1030189299 

初めてビジネスマナーを学習する学生の方、基本的なビジネスマナーを身に着けたい方に最適の書。ファーストコンタクトをとり、実
際に訪問するまでをシーンごとに学習できます。また本書には、社内外の方と関係を築くための、聞き方、伝え方などのコミュニケー
ションに関する内容も含まれています。新刊にはＳＮＳのマナーを追加掲載。ＳＮＳを通じた人間関係の構築と情報の受発信のマ
ナーを学ぶことができます。このテキストを通じて、基本的なビジネスマナーの根底にある、他者への思いやりの視点を身に着けてい
ただけるよう、配慮しています。 

新しい視点から見た教職入門 

著編者名 中田正浩 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784864295093  商品コード 1030189303 

教職を目指す学生が教職課程で最初に学ぶ「教職入門」のテキスト。教育実践を経験してき
た実務家教員ができる限り平易な言葉で具体的に詳説。理解を助けるために各章の初めに
は要約を、各章末には学習課題を設けた。 
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2019年 新規配信タイトル 
日本とフィンランドの出会いとつながり ―100年にわたる関係史― 

著編者名 ユハ・サウナワーラ 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 同時3アクセス（本体） ¥6,160 

冊子版ISBN 9784866920351  商品コード 1030939867 

2019年にフィンランドと日本が国交樹立100周年を迎えたことを記念して、本書は出版された。政治、経済、文化といった
様々な分野の研究者・専門家が集まり、両国の100年間の交流の歴史と未来への展望を論じる。 

Social Innovation Scaling Process in East Asia  ―Bridging the gaps between stakeholders― 

著編者名 青尾 謙 発行年 2019 

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 9784866920252  商品コード 1030939868 

本書は近年用いられるようになったソーシャル・イノベーションの政策と理論について、海外の展開を含めて紹介し、更に
日本・中国・韓国・インドネシアにおけるケーススタディを通じて、個別の事例が社会に定着していく過程とその理論的枠組
を提示したものである。 

大学生のためのセーフティーネット ―学生生活支援を考える― 

著編者名 
全国大学生活協同組合連合会

教職員委員会 
発行年 2019 

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 9784866920313  商品コード 1030939869 
今日の学生を取り巻く状況と親世代の就業環境の変化、さらには障がいをもつ学生を取り巻く状況の変化なかで、支援を必要とす
ることが増えている。そこで、全国教職員セミナーと同名のテーマで、その内容と大学生を支援する活動事例をはじめてまとめたも
のである。 

環境にお金を払う仕組み ―PES(生態系サービスへの支払い)が分かる本― 

著編者名 柴田 晋吾 発行年 2019 

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 9784866920245 商品コード 1030939870 

環境を守りつつ、同時に持続可能な発展を実現するための革新的な取り組みとして注目されているPES(生態系サービス
への支払い)の台頭の背景と世界各地での取り組み状況を分かりやすく解説する。 

バドミントンの理論と実技 ―初歩から基本技術の指導まで― 

著編者名 岸 一弘 発行年 2019 

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 9784864299992  商品コード 1030939871 

新小学校学習指導要領解説体育編でバドミントンが初めて例示された。本書では理論と実技を解説すると共に、学習指
導内容の系統性を踏まえた授業の単元計画等を紹介する。指導者や学校教師、教師を目指す学生のための必携書。 

福祉職・保育者養成教育におけるICT活用への挑戦 
 ―より深い学びと質の高い支援スキル獲得をめざして― 

著編者名 坂本 毅啓 発行年 2019 

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 9784866920337  商品コード 1030939872 

福祉職・保育者養成教育におけるICT活用を活用した教材作成、教育実践など踏まえて、考え方から具体的な教材設計
まで紹介する。また、福祉関係の実習や演習担当教員に対して、より効果的な教育の展開を支援できるように解説する。 

法律学概要 改訂版 

著編者名 大西 斎 発行年 2019 

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 9784866920238  商品コード 1030939873 

憲法・民法・刑法を初学者向けにわかりやすく解説した法律学入門書である。特に憲法の人権に関わる事柄については、
学説や判例を事例に即して解説し、これから本格的に法律の勉強をする方にもお勧めである。 
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2019年 新規配信タイトル 

書名 著編者名 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 

はじめての人のための小学校理科の『学び合い』 三崎隆 2018 9784864295383 ¥1,760  ¥3,520  1028650403 

はじめての人のための中学校理科の『学び合い』 三崎隆 2018 9784864295390 ¥1,760  ¥3,520  1028650404 

理科教育法 ―理論をふまえた理科の授業実践―第3版 秋吉博之 2018 9784864299879 ¥2,420  ¥4,840  1028650405 

健康を科学する実践研究 ―読めばできる!養護教諭の研究ガイド― 大野泰子 2018 9784864295406 ¥2,200  ¥4,400  1028650406 

実践的指導力をつける家庭科教育法 多々納道子 2018 9784864299886 ¥2,420  ¥4,840  1028650407 

入門GDP統計と経済波及効果分析 第2版 李潔 2018 9784864295369 ¥1,980  ¥3,960  1028650408 

農ある世界と地方の眼力 ―平成末期漫筆集― 小松泰信 2018 9784864299893 ¥2,200  ¥4,400  1029052034 

現象学的スポーツ運動観察論 佐藤徹 2018 9784864295376 ¥6,050  ¥12,100  1029052035 

子育ては生涯学習の原点 ―親キャリアをアップする支援― 中野由美子 2018 9784864299923 ¥1,980  ¥3,960  1029052036 

現代社会教育・生涯学習の諸相 第3巻: 実践編 益川浩一 2014 9784864293075 ¥1,980  ¥3,960  1030183786 

現場からみた学校保健 川崎裕美 2013 9784864292276 ¥3,080  ¥6,160  1030183787 

裏切り者の発見から解放へ ―コンラッド前期作品における道徳的問題― 山本薫 2010 9784864290081 ¥2,200  ¥4,400  1030183788 

憲法9条2項を知っていますか? ―"戦力"と"交戦権"のナンセンス― 佐々木憲治 2019 9784864299985 ¥1,980  ¥3,960  1030183789 

幼児体育 ―理論と実践 : 日本幼児体育学会認定幼児体育指導員養成
テキスト概要版―第2刷 

前橋明 2008 9784887307124 ¥2,200  ¥4,400  1030183790 

人と組織を活性化させる46の強みの活用術 松岡孝敬 2018 9784864299916 ¥1,980  ¥3,960  1030189298 

防災福祉コミュニティ形成のために 実践編 
 ―公助をベースとした自助・互助・共助― 

川村匡由 2018 9784864299909 ¥1,980  ¥3,960  1030189300 

基本を大切にした国語科授業づくり 赤木雅宣 2018 9784864299961 ¥1,980  ¥3,960  1030189301 

情報教育ジャーナル = Journal of informatics education 第1巻第1号 
 ―日本情報教育学会誌― 

日本情報教育学会 2018 9784864299954 ¥2,200  ¥4,400  1030189302 

教育原理 ―事始め― 中田正浩 2018 9784864295109 ¥2,420  ¥4,840  1030189304 

幼儿体育与健康 ―让孩子运动、心动、感动― 前橋明 2018 9784864295345 ¥2,200  ¥4,400  1030189305 

現代社会教育・生涯学習の諸相 第1巻: 歴史編 益川浩一 2015 9784864293198 ¥1,980  ¥3,960  1030189306 

幼児体育 専門 ―日本幼児体育学会認定幼児体育指導員養成テキスト― 日本幼児体育学会 2009 9784887309395 ¥3,300  ¥6,600  1030189307 

米国法適用下における商取引契約書 瀬川一真 2019 9784866920030 ¥2,200  ¥4,400  1030447093 

新入職員のための病院・診療所経営入門 
 ―ゼロから学ぶレセプトと簿記・経営分析― 

太田佑馬 2019 9784866920177 ¥2,200  ¥4,400  1030447094 

国際地域研究 1 
北海道教育大学函
館校国際地域研究
編集委員会 

2019 9784866920061 ¥2,420  ¥4,840  1030447096 

アクティブ・ラーニングで学ぶ小学校体育の授業づくり ―読書を通して― 鈴木直樹 2019 9784866920122 ¥1,980  ¥3,960  1030483170 

スヌーズレンの理論と実践方法 ―スヌーズレン実践入門― 姉崎弘 2019 9784866920092 ¥2,860  ¥5,720  1030483171 

儿童健康教育指南 前橋明 2019 9784866920085 ¥1,980  ¥3,960  1030483172 

社会教育と福祉と地域づくりをつなぐ 
 ―日本・アジア・欧米の社会教育職員と地域リーダー― 

松田武雄 2019 9784866920207 ¥2,750  ¥5,500  1030483173 

女性の健康とライフスタイル ―ビジネス目線と学際的な視座から― 並木幸久 2019 9784866920115 ¥1,650  ¥3,300  1030483174 

物語の力 ―物語の内容分析と表現分析― 高田明典 2019 9784866920283 ¥2,200  ¥4,400  1030483175 

幼児体育指導ガイド 2 前橋明 2019 9784866920016 ¥1,980  ¥3,960  1030483176 

実証的教育研究の技法 ―これでできる教育研究―第3版 西川純 2019 9784866920344 ¥1,650  ¥3,300  1030499484 
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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 

第1号(2012年12月) 2012 9784864291910 ¥2,750  ¥5,500  1022311832 

第2号(2013年11月) 2013 9784864292481 ¥2,750  ¥5,500  1023902565 

第3号(2014年11月) 2014 9784864292948 ¥2,750  ¥5,500  1022311834 

第4号(2015年12月) 2015 9784864293846 ¥2,750  ¥5,500  1023902566 

第5号(2016年11月) 2016 9784864294294 ¥2,750  ¥5,500  1030189308 

第6号(2017年12月) 2017 9784864294874 ¥2,750  ¥5,500  1030189309 

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 

2005年版 2009 9784887308596 ¥10,560  ¥13,728  1016496793 

2006年版 2009 9784887309203 ¥10,560  ¥13,728  1016496794 

2007年版 2011 9784864290067 ¥10,560  ¥13,728  1016496795 

2008年版 2011 9784864290340 ¥10,560  ¥13,728  1016496796 

2009年版 2013 9784864291965 ¥10,560  ¥13,728  1016496797 

2010年版 2013 9784864291972 ¥10,560  ¥13,728  1016496798 

2011年版 2013 9784864291989 ¥10,560  ¥13,728  1016496799 

2012年版 2013 9784864292252 ¥10,560  ¥13,728  1016496800 

2013年版 2014 9784864292832 ¥10,560  ¥13,728  1022064439 

2014年版 2016 9784864293891 ¥10,560  ¥13,728  1022064440 

2015年版 2017 9784864294355 ¥10,560  ¥13,728  1028515634 

2016年版 2018 9784864295031 ¥10,560  ¥13,728  1028515635 

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 

最新進路指導論  神野 建 2015 9784864293778 ¥1,650  ¥3,300  1022311853 

最新生徒指導論  神野 建 2015 9784864293761 ¥1,650  ¥3,300  1022311864 

最新特別活動論 改訂版（3） 原田恵理子 2019 9784866920153 ¥1,980  ¥3,960  1030447095 

教員の在り方と資質向上 （4） 田邊昭雄 2018 9784864295291 ¥1,650  ¥3,300  1028515639 

歴史言語学 日本歴史言語学会 著編 

前橋明研究室 著編 子どもの生活白書 

基礎基本シリーズ 

6冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥16,500 ¥33,000 

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 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥6,930 ¥13,860 
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図書館の基本を求めて  

5冊揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥8,250 ¥16,500 

田井 郁久雄 著 

  リフロー版コンテンツ 23タイトル 好評配信中！ 

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 

『風』『三角点』2001-2003より （1） 2008 9784887308077 ¥1,650  ¥3,300  1028020422 

『風』『三角点』2004-2006より （2） 2008 9784887308756 ¥1,650  ¥3,300  1028020423 

『風』『談論風発』2006-2007より （3） 2009 9784887309579 ¥1,650  ¥3,300  1028020424 

『風』『談論風発』2008-2009より （4） 2011 9784864290401 ¥1,650  ¥3,300  1028020425 

『風』『談論風発』2009-2010より （5） 2012 9784864291590 ¥1,650  ¥3,300  1028020426 

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 

生きている働いている ―障がい者の就労を地域で支える― 目黒 輝美 2012 9784864291309 ¥1,100  ¥2,200  1028020427 

直感の原型 ―「神話」と「民話」― 渡辺 佳明 2012 9784864291569 ¥2,200  ¥4,400  1028020429 

「行動」と「身体」の領域（直感分析論 続）  渡辺 佳明 2011 9784864290708 ¥1,980  ¥3,960  1028020431 

「直感分析法」の原点と拠点  渡辺 佳明 2010 9784887309975 ¥2,200  ¥4,400  1028020413 

「言葉」と「心」の領域（直感分析論 正）  渡辺 佳明 2009 9784887309074 ¥1,980  ¥3,960  1028020430 

「心の問題」と直感論  渡辺 佳明 2008 9784887308367 ¥1,980  ¥3,960  1028020412 

非敗の思想と農ある世界  小松 泰信 2009 9784887309289 ¥2,090  ¥4,180  1028020433 

ペナン ―マラッカ海峡のコスモポリス― 重松 伸司 2012 9784864291187 ¥1,980  ¥3,960  1028020417 

徳富蘇峰が観た三人の校祖 ―福澤諭吉・大隈重信・新島襄― 志村 和次郎 2011 9784864290326 ¥2,090  ¥4,180  1028020432 

ヒップホップの政治学 
 ―若者文化によるアメリカの再生―（ASシリーズ 第3巻）  

川村 亜樹 2012 9784864291088 ¥1,760  ¥3,520  1028020416 

塩尻公明 ―求道者・学者の生涯と思想― 中谷 彪 2012 9784864291040 ¥3,080  ¥6,160  1028020418 

西洋文化の鼓動と近代京都 ―蘇った古都の開化伝― 志村 和次郎 2011 9784864290999 ¥1,760  ¥3,520  1028020428 

幼少期の育ちと大学教育 ―感じる力が扉をひらく― 松岡 信義 2011 9784864290739 ¥1,320  ¥2,640  1028020434 

現代アメリカ小説研究  竹本 憲昭 2011 9784864290548 ¥3,080  ¥6,160  1028020419 

豪州読本  

著編者名 田中 豊裕 
発行年 2011 

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 9784864290319  
商品コード 1028020420 

混迷の時代を生きる君へ  

著編者名 土屋 廣幸 
発行年 2011 

同時1アクセス（本体) ¥1,540 
同時3アクセス（本体） ¥3,080 

冊子版ISBN 9784864290319  
商品コード 1028020420 

スコラ・ピロムーソールム  
 ―心愛楽神学院―  

著編者名 原 正幸 
発行年 2010 

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 9784864290135  
商品コード 1028020414 

新島襄と下村孝太郎  
 ―倜儻不羈の事業家― 

著編者名 志村 和次郎 
発行年 2008 

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 9784887308671  
商品コード 1028020415 
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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　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 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  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆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。

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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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