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● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

No.2018-297 

著編者名 大谷 謙治 発行年 2014年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 冊子版ISBN 9784762024849  

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,425 商品コード 1017522714 

就活生、および会社で働く若手社員を読者対象としてイメー
ジ、会社に関わる基本的な事柄、仕事にあたっての大切な
心構えを掲載。経済および経営のこれまでとこれから、仕事
の基本的な作法、職種別の実際の仕事のあらましといった、
３編に分けてわかりやすく解説する実践的仕事論。 

これから働き始める人のための実践
的仕事論  

学生におすすめ！ 
就活前に読んでおきたいこの1冊！ 

著編者名 古閑 博美 発行年 2015年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,270 冊子版ISBN 9784762025297  

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,405 商品コード 1018696126 

インターンシップ ―キャリア形成に資
する就業体験―第2版  

インターンシップの理論について、最新情報を盛り込み
ながら解説し、職能に資する知識や技能、マナーなどを
具体的に紹介する。礼状の書き方やEQチェック、書き込
み式の演習なども収録。  

就活対策！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzm_PXyenbAhXFkpQKHeRNBzYQjRx6BAgBEAU&url=https://baseconnect.in/companies/01c5b32e-1182-49e3-8c18-dfdf97bd9e58&psig=AOvVaw26Ep28sYHiKa9qNgOFDMTk&ust=1529836032084380


● 表示価格は税抜きです。 

グローバル人材を育てます = Bring up 
global talented person 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,590 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,385 

冊子版ISBN 9784762024252  

著編者名 全国ビジネス系大学教育会議 発行年 2014年 商品コード 1018822793 
グローバル人材の育成に大学がどのようにかかわっているかを小樽商科大学、早稲田大学などの事例をもとに
紹介。さらに、企業側の取り組みや考え方、韓国のサムスングループのグローバル人材育成の実態なども明ら
かにする。 

社会人になる前に知っておきたいビジネ
スパーソンの常識とマナー 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,940 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,910 

冊子版ISBN 9784762026287  

著編者名 白川 美知子 発行年 2016年 商品コード 1022212590 
ビジネスの基礎、ＴＢＬ（Team Based Learning）：チーム基盤型学習、ビジネス実務から構成。ビジネスを学習す
る学生や新社会人を対象に、ビジネスパーソンとして、仕事に対するとらえ方や、ビジネス実務に関する知識と
その活用を紹介。ビジネスの基本、ビジネスマナーを習得することで、就職の際の面接試験などにも役立ち、社
会人として即戦力になるように構成。 

ビジネス系大学教育における質保証 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,940 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,910 

冊子版ISBN 9784762023330  

著編者名 全国ビジネス系大学教育会議 発行年 2012年 商品コード 1018822790 
平成23年8月開催の全国ビジネス系大学教育会議第28回研究会議の成果をまとめる。大学教育の大衆化と学
生の多様化の中で、質の確保と保証のために行っていることを、和歌山大学、小樽商科大学などの事例とともに
紹介する。 

ビジネス系大学教育における初年次教育 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,250 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,375 

冊子版ISBN 9784762022470  

著編者名 全国ビジネス系大学教育会議 発行年 2012年 商品コード 1018822791 
初年次教育を具体的にどのように行うべきかについて、九州産業大学、立正大学などビジネス系5大学の事例
を用いて解説。特別な配慮を要する学生への支援、高校教科書の改善などによる高大連携の推進にも言及す
る。 

社会人基礎力の育成とビジネス系大学教
育 = Adult basic skills training and 
business education in university 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,900 

冊子版ISBN 9784762021282  

著編者名 全国ビジネス系大学教育会議 発行年 2010年 商品コード 1018822792 
大学教育において社会人基礎力の育成をはかるための各大学の取り組みを提示。社会人基礎力が求められる
背景、現在の学生の状況や大学の対応等も紹介する。2009年8月開催の全国四系列教育会議第26回大会をも
とに書籍化。 

日本の若者を世界に通用する人材に ―
サブプライム後のビジネス教育のゆくえ
― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,900 

冊子版ISBN 9784762019012  

著編者名 久原 正治 発行年 2009年 商品コード 1022212595 
サブプライム後の日本の再生はグローバル人材を生む教育にかかる。危機をチャンスに、世界3大陸でビジネス
教育経験のある著者が、教育開国により日本の大学を世界中から優秀な若者をひきつける場にし、それを通じ
て日本がアジアのそして世界のビジネスリーダーを生む可能性を議論する。 

2018年6月 

その他、キャリア関連 おすすめ多数 

おすすめ！ 

おすすめ！ 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

著編者：日本マネジメント学会機関誌委員会 

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 

経営教育研究vol.11-no.1 2008年 9784762017605 ¥6,600 ¥9,900 1017522697 

経営教育研究vol.11-no.2 2008年 9784762018534 ¥6,600 ¥9,900 1017522698 

経営教育研究vol.12-no.1 2009年 9784762019005 ¥6,600 ¥9,900 1017522699 

経営教育研究vol.12-no.2 2009年 9784762019739 ¥6,600 ¥9,900 1017522700 

経営教育研究vol.13-no.1 2010年 9784762020124 ¥6,600 ¥9,900 1017522701 

経営教育研究vol.13-no.2 2010年 9784762020964 ¥6,600 ¥9,900 1017522702 

経営教育研究vol.14-no.1 2011年 9784762021350 ¥6,600 ¥9,900 1017522703 

経営教育研究vol.14-no.2 2011年 9784762021893 ¥6,600 ¥9,900 1017522704 

経営教育研究vol.15-no.1 2012年 9784762022463 ¥6,600 ¥9,900 1017522705 

経営教育研究vol.15-no.2 2012年 9784762022975 ¥6,600 ¥9,900 1017522706 

経営教育研究vol.16-no.1 2013年 9784762023392 ¥6,600 ¥9,900 1017522707 

経営教育研究vol.16-no.2 2013年 9784762023910 ¥6,600 ¥9,900 1017522708 

経営教育研究vol.17-no.1 2014年 9784762024276 ¥6,600 ¥9,900 1017522709 

経営教育研究vol.17-no.2 2014年 9784762024689 ¥6,600 ¥9,900 1017522710 

経営教育研究vol.18-no.1 2015年 9784762025082 ¥6,600 ¥9,900 1017741730 

経営教育研究vol 18-no.2 2015年 9784762025549 ¥6,600 ¥9,900 1018822769 

経営教育研究vol.19-no.1 2016年 9784762025884 ¥6,600 ¥9,900 1022212593 

経営教育研究vol.19-no.2 2016年 9784762026607 ¥6,600 ¥9,900 1023668749 

経営教育研究vol.20-no.1 2017年 9784762026928 ¥6,600 ¥9,900 1025110979 

経営教育研究vol.20-no.2 2017年 9784762027314 ¥6,600 ¥9,900 1025435681 

経営教育研究 20冊揃価格 
 

同時1アクセス（本体） ¥132,000 

同時3アクセス（本体） ¥198,000 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

動物園マネジメント  
―動物園から見えてくる経営学―
  

日本各地の動物園や水族館が取り組んできた
改革の歩みを経営学という視点から取り上げた
本。動物園・水族館の組織学習・イノベーション
の現状や、社会教育・青少年教育の場としての

動物園の役割等を紹介する。 

著編者名 児玉 敏一 発行年 2013年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 冊子版ISBN 9784762024009  

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,870 商品コード 1018822782 

著編者名 山口 有次 発行年 2015年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 冊子版ISBN 9784762025099  

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,870 商品コード 1022212594 

新ディズニーランドの空間科学  

―夢と魔法の王国のつくり方― 

新版  

ゲストをもてなし楽しませるディズニーランドの
“集客技術”を空間科学的に徹底分析。さらに進
化する空間的仕掛けづくりは、さまざまなサービ
ス産業にも役立つ知識の宝庫。この驚きのノウ
ハウを知れば知るほどますます夢と魔法の王国
に魅了される改訂増補版。 

経営を学ぶ 

おすすめ！ 



● 表示価格は税抜きです。 

ファッション・コミュニケーション・エンタテイ
ンメント ―ローカル百貨店の挑戦― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,870 

冊子版ISBN 9784762024788  
著編者名 成澤 五一 発行年 2014年 商品コード 1017741719 

ファッション、コミュニケーション、エンタテインメントを軸とした店舗運営を行う、ローカル百貨店「マリーン5清水屋」から発信す
るメディア文化としてのメディア環境が、どのように地域社会に浸透しているのかを分析する。 

H・ブルーマーの集合行動論  
―流行理論を軸として― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,890 

同時3アクセス 
（本体） 

¥16,335 

冊子版ISBN 9784762025334  
著編者名 仲川 秀樹 発行年 2015年 商品コード 1018696125 

流行に関する基礎論文を発表し、古典的な理論に対し、あらたに現代的な理論を模索したアメリカの社会学者ブルーマー。そ
の集合行動論から流行理論を中心に論じ、ブルーマーの研究スタイルの源流にある論点を明らかにする。 

アジア地域のモノづくり経営  
（工業経営研究学会20周年記念 1） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,240 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,860 

冊子版ISBN 9784762019913  
著編者名 野村 重信 発行年 2009年 商品コード 1018822794 

グローバル環境の中で各国の企業はどのようなモノづくり経営を行ってきているのか、どのように変化して経営を維持し、発展
してきているのか。アジア地域を中心とした実地検証をもとに解説する。 

工業経営における人・組織と技術  
（工業経営研究学会20周年記念 3） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,870 

冊子版ISBN 9784762021183  
著編者名 羽石 寛寿 発行年 2010年 商品コード 1018822796 

工業経営研究に関わる全般的な思考と教育にかかわるものについて論じるほか、企業における人間と組織のあり方や行動、
管理技術や固有技術と経営との関係ならびに経営での情報技術の活用の諸問題を考察する。 

フォードシステムともの作りの原理 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,270 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,405 

冊子版ISBN 9784762026430  
著編者名 坂本 清 発行年 2016年 商品コード 1022212589 

ヘンリー・フォードが構築した生産システムであるフォードシステムを以下の三つの基本命題にそって論じていく。「何のために
作るのか、誰のために作るのか」「何を作るのか、どのようにして作るのか」「どこで作るのか、誰が作るのか」フォードのもの作
りの思想と原理を、現代の企業経営、もの作りのあり方に投射したときに何が見えてくるのか、何が問題となるのか、そのヒン
トを提供する１冊。 

経営学と組織論の探究  
―松本芳男論文集― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥16,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥24,750 

冊子版ISBN 9784762026096  
著編者名 松本 芳男 発行年 2016年 商品コード 1022212591 

経営学研究方法論、マネジメントと組織デザイン、経営教育の諸課題などの十五編の論文を収録した。著者の四十年に渡る
経営学や経営組織論の研究の軌跡。 

コンパクトシティと百貨店の社会学  
―酒田「マリーン5清水屋」をキーにした中
心市街地再生― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,870 

冊子版ISBN 9784762022494  
著編者名 仲川 秀樹 発行年 2012年 商品コード 1022212598 

コンパクトシティ機能をもつ「酒田の中心市街地・中町」を対象モデルとし、中心市街地のシンボルである地方百貨店「マリーン
5清水屋」を取り上げ、コンパクトシティと中心市街地再生の可能性を探っていく。地方都市の百貨店トピックに関する大学生
1000人調査や、百貨店の重要性とメディア環境を検証したフィールドワーク、「2011年中町シンポジウム」の記録など多角的に
百貨店問題を検証する。 

2018年6月 

その他、経営関連タイトル 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

食ビジネスのおもてなし学 

観光まちづくりの力学 

 ―観光と地域の社会学的研究― 

湯布院と長浜の２つの事例から観光まち
づくりの経過をたどり、力学の理念型を構
成。そこから誘導される実践のさいの基本
指針を提供。観光まちづくりが「新しい時
代」と「新しい社会」につながる可能性を明
示する。 

おもてなしの目線、クレームの背景、観光
資源、日本人の伝統的な食文化の特徴、
イスラム教のハラルの認証制度…。食ビ

ジネスのおもてなしに関する諸問題をわ
かりやすく解説する。 

おもてなしを学ぶ 

著編者名 山上 徹 発行年 2015年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,590 冊子版ISBN 9784762024955  

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,385 商品コード 1017741726 

著編者名 安村 克己 発行年 2006年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,270 冊子版ISBN 9784762014758  

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,405 商品コード 1018822780 



● 表示価格は税抜きです。 2018年６月 

観光とサービスの心理学  
―観光行動学序説―第2版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,250 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,375 

冊子版ISBN 9784762025068  

著編者名 前田 勇 発行年 2015年 
商品
コード 

1018822777 

観光行動を心理学の視点からとらえ消費者行動論の一環として観光を分析するとともに、観光とサービス
一般とを同時に心理学的に考察。さらに、観光行動研究課題の方法論的問題を述べる。 

食文化とおもてなし 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,590 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,385 

冊子版ISBN 9784762022548  

著編者名 山上 徹 発行年 2012年 
商品
コード 

1018822778 

四季折々の年中行事、冠婚葬祭、日本の伝統文化にいきづくおもてなしの心を読み解く。日本の風土と食
文化、食生活の変貌と地域の食材なども収録する。 

観光の京都論 第2版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,590 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,385 

冊子版ISBN 9784762020513  

著編者名 山上 徹 発行年 2010年 
商品
コード 

1018822779 

現代人にとって観光の意義とは何か。京都の観光資源とはどのようなものか。さらにどのような施策が京
都の観光振興になるのか。「モノ・コト・ヒト」という複合的な要素を三位一体化し、京都らしい観光のあり方
を提案する。 

今日からあなたも日本通 = 从今天开始你也是
日本通 = 從今天開始妳也是日本通 = From 
today, you too, will be an expert on Japan = 

오늘부터 당신도 일본을 잘아는 사람 = Desde 
hoy, ya, eres un experto en Japón 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,425 

冊子版ISBN 9784762022739  

著編者名 三橋 勇 発行年 2012年 
商品
コード 

1018822781 

外国人旅行者に向けて、温泉の入り方、そばや回転すしなどの日本食の食べ方、旅館でのマナー、ゆか
たの着方、神社やお寺の参拝の仕方、公共マナーを紹介。英語、中国語、スペイン語、ハングル語に対応。 

新しい視点の観光戦略  
―地域総合力としての観光― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,590 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,385 

冊子版ISBN 9784762019180  

著編者名 油川 洋 発行年 2009年 
商品
コード 

1022212596 

＊ 「地域の総合力」としての新たな視点から直近の観光業界を分析。＊ 国内外のさまざまな実践および
諸施策の展開経過を検討。＊ 観光の政策と現場を踏まえての観光戦略をわかりやすく解説。＊ 観光を取
り巻く諸情勢を的確に詳述した座右の書 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

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 

開発教育で実践するESDカリキュラム ―地域を掘り下げ,世界とつなが
る学びのデザイン― 

(特活)開発教育協会内
ESD開発教育カリキュ
ラム研究会 

2010 9784762021022 ¥7,920 ¥11,880 1018696128 

私立大学の教師教育の課題と展望 ―二一世紀の教師教育の創造的
発展をめざして―（武蔵大学研究叢書 . 人文叢書 ; No.30 No.111） 

黒沢 英典 2006 9784762015250 ¥11,880 ¥17,820 1018822772 

戦後教育の源流 黒沢 英典 1994 9784762005329 ¥11,533 ¥17,300 1018822773 

日米体育交流に関する実証的研究 ―アマースト方式の導入と日本近
代体育の成立― 

大櫃 敬史 2015 9784762025570 ¥12,540 ¥18,810 1018822775 

開発教育 ―持続可能な世界のために― 田中 治彦 2008 9784762017513 ¥7,920 ¥11,880 1018822783 

ペダゴジーの社会学 ―バーンスティン理論とその射程― 久冨 善之 2013 9784762023781 ¥9,240 ¥13,860 1018853725 

子どもの姿で探る問題解決学習の学力と授業 ―実感的なわかり方と
基礎・基本― 

市川 博 2015 9784762025624 ¥9,240 ¥13,860 1022049489 

道徳教育の根拠を問う ―大自然の摂理に学ぶ― 中西 真彦 2015 9784762025662 ¥6,930 ¥10,395 1022049490 

近代日本キリスト教主義幼稚園の保育と園舎 ―遺愛幼稚園における
幼児教育の展開― 

永井 理恵子 2011 9784762021312 ¥15,510 ¥23,265 1022049493 

近代日本幼稚園建築史研究 ―教育実践を支えた園舎と地域― 永井 理恵子 2005 9784762014673 ¥25,080 ¥37,620 1022049494 

「大学における教員養成」の歴史的研究 ―戦後「教育学部」史研究― TEES研究会 2001 9784762010057 ¥19,140 ¥28,710 1024547683 

教材にみる岡山秀吉の手工科教育論の特質と意義 ―戦前日本の手
工科教育論の到達水準の探究― 

平舘 善明 2016 9784762026768 ¥27,060 ¥40,590 1025110976 

多文化間共修 ―多様な文化背景をもつ大学生の学び合いを支援する
― 

坂本 利子 2017 9784762027086 ¥6,270 ¥9,405 1025110978 

教育を考える 



● 表示価格は税抜きです。 2018年６月 

著編者：日本マス・コミュニケーション学会 

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 

マス・コミュニケーション研究 （64） 2004年 9784762012914 ¥9,900 ¥14,850 1017522674 

マス・コミュニケーション研究 （65） 2004年 9784762013409 ¥9,900 ¥14,850 1017522675 

マス・コミュニケーション研究 （66） 2005年 9784762013768 ¥9,900 ¥14,850 1017522676 

マス・コミュニケーション研究 （67） 2005年 9784762014482 ¥9,900 ¥14,850 1017522677 

マス・コミュニケーション研究 （68） 2006年 9784762014802 ¥9,900 ¥14,850 1017522678 

マス・コミュニケーション研究 （69） 2006年 9784762015809 ¥9,900 ¥14,850 1017522679 

マス・コミュニケーション研究 （70） 2007年 9784762016387 ¥9,900 ¥14,850 1017522680 

マス・コミュニケーション研究 （71） 2007年 9784762017193 ¥9,900 ¥14,850 1017522681 

マス・コミュニケーション研究 （72） 2008年 9784762017506 ¥9,900 ¥14,850 1017522682 

マス・コミュニケーション研究 （73） 2008年 9784762018626 ¥9,900 ¥14,850 1017522683 

マス・コミュニケーション研究 （74） 2009年 9784762019029 ¥9,900 ¥14,850 1017522684 

マス・コミュニケーション研究 （75） 2009年 9784762019784 ¥9,900 ¥14,850 1017522685 

マス・コミュニケーション研究 （76） 2010年 9784762020230 ¥9,900 ¥14,850 1017522686 

マス・コミュニケーション研究 （77） 2010年 9784762021039 ¥9,900 ¥14,850 1017522687 

マス・コミュニケーション研究 （78） 2011年 9784762021404 ¥9,900 ¥14,850 1017522688 

マス・コミュニケーション研究 （79） 2011年 9784762022043 ¥9,900 ¥14,850 1017522689 

マス・コミュニケーション研究 （80） 2012年 9784762022517 ¥9,900 ¥14,850 1017522690 

マス・コミュニケーション研究 （81） 2012年 9784762022999 ¥9,900 ¥14,850 1017522691 

マス・コミュニケーション研究 （82） 2013年 9784762023446 ¥9,900 ¥14,850 1017522692 

マス・コミュニケーション研究 （83） 2013年 9784762023927 ¥9,900 ¥14,850 1017522693 

マス・コミュニケーション研究 （84） 2014年 9784762024214 ¥9,900 ¥14,850 1017522694 

マス・コミュニケーション研究 （85） 2014年 9784762024672 ¥9,900 ¥14,850 1017522695 

マス・コミュニケーション研究 （86） 2015年 9784762025006 ¥9,900 ¥14,850 1017741720 

マス・コミュニケーション研究 （87） 2015年 9784762025532 ¥9,900 ¥14,850 1018822768 

マス・コミュニケーション研究 
 

24冊揃価格   同時1アクセス（本体） ¥237,600 

同時3アクセス（本体） ¥356,400 



● 表示価格は税抜きです。 

リスク社会のフレーム分析  
―福島第一原発事故後の「新しいリス
ク」を事例とした実証的研究― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥24,750 

冊子版ISBN 9784762025518  

著編者名 柳瀬 公 発行年 2015年 商品コード 1018822774 

現代社会は、社会の変容とともにリスクの形態が変化し、原発事故など「新しいリスク」が潜在しているリスク社会であ
る。メディアが「新しいリスク」を顕在化する過程で、人びとのリスク認識に与える影響を明らかにする。 

犯罪報道におけるジェンダー問題に関
する研究  
―ジェンダーとメディアの視点から― 

同時1アクセス（本体） ¥18,150 

同時3アクセス（本体） ¥27,225 

冊子版ISBN 9784762024818  

著編者名 四方 由美 発行年 2014年 商品コード 1018245751 

女性被害者や女性被疑者に対して、報道においてどのようなラベリングが行われているか。そのラベリングをジェン
ダーとメディア研究、とくに構築主義的な立場からみると、どのように解釈できるかをまとめる。 

マスメディアと社会生活  
―ジェンダー・地方・ダイバーシティの視
座から― 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784762023170  

著編者名 四方 由美 発行年 2012年 商品コード 1018696127 

マス・コミュニケーションの効果研究の概略的歴史と主な理論を解説。また、ジェンダーとメディア研究の流れと展開、
今日の課題、日本の犯罪報道における女性被疑者・被害者の取り扱いなど、著者が研究してきたものをまとめる。 

コミュニティメディアの新展開  
―東日本大震災で果たした役割をめ
ぐって― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784762025853  

著編者名 松本 恭幸 発行年 2016年 商品コード 1022212588 

地域コミュニティに依拠した地域メディア、ネットでつながった機能型コミュニティに依拠した市民メディアの双方を合わ
せたコミュニティメディアについて、「3.11」前後の状況を中心に整理。「3.11」以降、東北3県の被災地を中心とした地域
メディア、及び被災地の内外に被災地の情報を伝えた市民メディアについて、メディアのカテゴリーごとにそれぞれが
担った役割を、具体的な事例をもとに見ていく。 

ソーシャル化と放送メディア 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784762026454  

著編者名 日本民間放送連盟研究所 発行年 2016年 商品コード 1022212599 

ソーシャルメディアの発展による社会全体のいわゆる“ソーシャル化”は、急速にインターネットとの親和性を高めようと
している放送メディアにどのような影響を与えているか、あるいは今後与えるであろうか。今後の放送メディアの発展を
支えるためにかかせない１冊。 

メジャー・シェア・ケアのメディア・コミュニ
ケーション論 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784762022593  

著編者名 小玉 美意子 発行年 2012年 商品コード 1023649060 

人間の意識や行動は、メディア・コミュニケーションと深いつながりを持つ。新聞・テレビなどのジャーナリズムを取り上
げ、人、メディア、社会、コミュニケーションについて考察する。東日本大震災とメディア報道も分析。 

2018年6月 

マス・メディア関連 

おすすめ！ 



● 表示価格は税抜きです。 

eビジネス&マーケティング
の教科書  
―ビジネスからみた情報活
用学― 

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥9,900 

冊子版ISBN 9784762024795  

著編者名 大嶋 淳俊 発行年 2014年 
商品
コード 

1017522712 

情報活用によるeビジネスの重要なポイントと最新動向を概説。eビジネスとマーケティ
ングの双方を合わせて学べる教科書。情報化社会のトレンドからIT政策や産業の動向、
eビジネスの最新展開まで平易に解説。 

情報活用学入門 
 ―情報化社会の「攻め
方」・「守り方」― 

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥7,590 

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥11,385 

冊子版ISBN 9784762023118  

著編者名 大嶋淳俊 発行年 2012年 
商品
コード 

1017522713 

情報リテラシー、ネットの活用に関するあらゆる知識を整理し、現代社会のでICTの知
識をどう活用していけばいいのかを解説。また企業における情報化戦略のあり方、そ
の最前線の事情も解明する。 

情報倫理の挑戦 
 ―「生きる意味」へのアプ
ローチ― 

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥9,900 

冊子版ISBN 9784762025501  

著編者名 竹之内 禎 発行年 2015年 
商品
コード 

1018822789 

情報社会におけるよりよき生き方を探求するという姿勢（＝情報倫理）から、現代社会
における人間の生き方の問題に接近し、考えていく。それぞれの専門分野から情報倫
理的な諸問題を取り上げ、情報社会における私たち人間の生きる意味の探求とそれを
支える仕組みについて考える。 

2018年6月 

情報とどうつきあうか？ 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

1からわかる図書館の障害者サービス  

―誰もが使える図書館を目指して―  

著編者名 佐藤 聖一 発行年 2015年 

同時 
1アクセス 
（本体） 

¥6,270 
冊子版 
ISBN 

9784762025211  

同時 
3アクセス 
（本体） 

¥9,405 
商品 
コード 

1018245747 

図書館の障害者サービスとは、障害者のための特別なあるいは対
象別サービスではなく、高齢者・施設入所者・入院患者・妊産婦・外
国人等を含んだ「図書館利用に障害のある人々へのサービス」をさ
す。 

「すべての人にすべての図書館サービス・資料を提供すること」、す
なわちだれもが使える図書館を目指す。 

障害者の情報環境や障害者に対する図書館の役割を明らかにした
うえで、障害者サービスの基本的な考え方から、対象となる利用者、
障害者サービス用資料、主なサービス、著作権法等の関連法規等、
サービスを行う上で必要な基本知識を簡潔にまとめた。 

福祉関連タイトルも多数 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

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 

青年期に福祉を学ぶ 
―福祉系高校の職業的及び教育的レリバンス― 

岡 多枝子 2015年 9784762024962 ¥13,200 ¥19,800 1017522717 

児童虐待時代の社会的養護 鈴木 崇之 2015年 9784762025389 ¥9,900 ¥14,850 1018696131 

臨床社会福祉学の展開 足立 叡 2015年 9784762025426 ¥7,590 ¥11,385 1018696132 

日本の社会事業施設史  
―「救護法」「社会事業法」期の個別施設史― 

井村 圭壯 2015年 9784762025488 ¥7,260 ¥10,890 1018822770 

問われることに応える私たち （ケアの原点 2） 佐藤 俊一 2015年 9784762025525 ¥5,940 ¥8,910 1018822771 

発達障害児とその家族を支える  
―香川県丸亀市の挑戦― 

あいざわ いさお 2015年 9784762025556 ¥7,920 ¥11,880 1018822776 

安全・安心革新戦略  
―地域リスクとレジリエンス―（地域デザイン学会叢書 3） 

原田 保 2015年 9784762025587 ¥10,230 ¥15,345 1018822787 

海外の介護保障を学ぶ  
―オランダ、ドイツ、デンマーク、フィンランド― 

成清 美治 2015年 9784762025655 ¥3,300 ¥4,950 1018822788 

社会事業施設団体の形成史  
―戦前期の県社会課の『社会事業概要』を基盤として― 

井村 圭壯 2015年 9784762025600 ¥7,920 ¥11,880 1022049492 

デンマークに学ぶ介護専門職の養成 成清 美治 2016年 9784762026737 ¥5,280 ¥7,920 1025110973 

クオリティを高める福祉サービス  
―「苦情」から学ぶクオリティマネジメント― 

倉田 康路 2017年 9784762027307 ¥6,270 ¥9,405 1025435678 

福祉関連タイトルも多数 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

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 

消費者事故調 ―その実像と将来像― 鶴岡 憲一 2014 9784762024894 ¥6,105 ¥9,157 1017522716 

現代日本の企業組織再編と労働組合の課題 坂 幸夫 2015 9784762025464 ¥6,600 ¥9,900 1018696129 

環境新時代と循環型社会 
 （工業経営研究学会20周年記念 2） 

浅野 宗克 2009 9784762019920 ¥10,230 ¥15,345 1018822795 

応用社会学原論 ―現代社会学と社会調査はどのよう
に役立つか = Applied sociology― 

齋藤 吉雄 2015 9784762025723 ¥9,900 ¥14,850 1022049491 

"おしゃれ"と"カワイイ"の社会学  
―酒田の街と都市の若者文化― 

仲川 秀樹 2010 9784762020926 ¥8,250 ¥12,375 1022212597 

倫理的市場の経済社会学 = Economic sociology of 
ethical market : spontaneous order and fair trade ―自
生的秩序とフェアトレード― 

畑山 要介 2016 9784762026799 ¥18,150 ¥27,225 1025110975 

地域の持続可能性 ―下関からの発信― 難波 利光 2017 9784762027161 ¥16,500 ¥24,750 1025110980 

スピリチュアリティによる地域価値発現戦略  
（地域デザイン学会叢書 4） 

原田 保 2017 9784762026904 ¥11,550 ¥17,325 1025435679 

クリエイティブビジネス論 ―大都市創造のためのビジネ
スデザイン―（地域デザイン学会叢書 5） 

原田 保 2017 9784762027277 ¥11,550 ¥17,325 1025435680 

社会学関連 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

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 

総合人間学の試み ―新しい人間学に向けて―（シリーズ総合人間学 1） 小林 直樹 2006年 9784762016066 ¥6,600 ¥9,900 1018696112 

生命・生活から人間を考える （シリーズ総合人間学 2） 小原 秀雄 2006年 9784762016073 ¥6,600 ¥9,900 1018696113 

現代の教育危機と総合人間学 （シリーズ総合人間学 3） 柴田 義松 2006年 9784762016080 ¥6,600 ¥9,900 1018696114 

人間はどこにいくのか （総合人間学 1） 総合人間学会 2007年 9784762016981 ¥9,240 ¥13,860 1018696116 

自然と人間の破壊に抗して （総合人間学 2） 総合人間学会 2008年 9784762018541 ¥8,580 ¥12,870 1018696117 

科学技術を人間学から問う （総合人間学 3） 総合人間学会 2009年 9784762019708 ¥8,580 ¥12,870 1018696118 

戦争を総合人間学から考える （総合人間学 4） 総合人間学会 2010年 9784762020896 ¥9,240 ¥13,860 1018696119 

人間にとっての都市と農村 （総合人間学 5） 総合人間学会 2011年 9784762021756 ¥8,250 ¥12,375 1018696120 

進化論と平和の人間学的考察 （総合人間学 6） 総合人間学会 2012年 9784762022913 ¥9,900 ¥14,850 1018696121 

3・11を総合人間学から考える （総合人間学 7） 総合人間学会 2013年 9784762023811 ¥6,270 ¥9,405 1018696122 

人間関係の新しい紡ぎ方 ―3・11を受けとめて―（総合人間学 8） 総合人間学会 2014年 9784762024597 ¥6,270 ¥9,405 1018696123 

「居場所」の喪失、これからの「居場所」  
―成長・競争社会とその先へ―（総合人間学 9） 

総合人間学会 2015年 9784762025495 ¥6,270 ¥9,405 1018696124 

コミュニティと共生 ―もうひとつのグローバル化を拓く―（総合人間学 10） 総合人間学会 2016年 9784762026515 ¥6,270 ¥9,405 1022212592 

総合人間学 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

西洋の都市と日本の都市どこが違うのか 
―比較都市史入門― 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784762024948  

著編者名 斯波 照雄 発行年 2015年 商品コード 1017741727 
現在のヨーロッパ都市はどのような環境や経過の中で作られてきたのか、その構造はどのようであったのか。ヨーロッパ都
市の歴史的形成過程と発展要因を解き明かし、日本の都市の復活のための提言をまとめる。 

チョウクライロ ―古代出羽国の謎のこと
ば― 

同時1アクセス（本体） ¥6,105 

同時3アクセス（本体） ¥9,157 

冊子版ISBN 9784762024832  

著編者名 長瀬 一男 発行年 2014年 商品コード 1017522715 
秋田県にかほ市に鎮座する金峰神社に伝わる神事の舞チョウクライロ。謎のことば「チョウクライロ」はどういう意味で名付け
られたのか。チョウクライロ舞の目的と意味、謎のことばの語源を解明していく。 

「解釈」と「分析」の統合をめざす文学教
育 ―新しい解釈学理論を手がかりに― 

同時1アクセス（本体） ¥59,400 

同時3アクセス（本体） ¥89,100 

冊子版ISBN 9784762020360  

著編者名 鶴田 清司 発行年 2010年 商品コード 1017741722 
文学教育において、「理論」と「実践」との疎隔は大きい。ガダマーやリクールらの解釈学を手がかりに、これまで異質の世界
に属していた新しい解釈学理論と文学教育実践との間を架橋する試み。 

ヨーロッパ学への招待 ―地理・歴史・政
治からみたヨーロッパ―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784762024108  

著編者名 加賀美 雅弘 発行年 2014年 商品コード 1017741728 
EUという壮大な地域統合の試みに着目しつつも、地理、歴史、政治の観点から現代ヨーロッパを考察し、ヨーロッパの人びと
と社会の成り立ちの多様性を描く。最新のデータに改めた第2版。 

多摩学 = THE TAMA STUDY 
同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784762025563  

著編者名 帝京大学文学部社会学科『多摩学』執筆委員会 発行年 2015年 商品コード 1018822786 
東京都26市3町1村で構成された多摩地域を、総合的に分析・検討。多摩地域の過去・現在・未来を分かりやすく解説し、多
摩地域への理解を深めることのできる内容になっている。前半は歴史、人口、環境、教育、地域ブランド戦略の5つの分野を
分析し、後半は事例研究として、地域メディア、立川市による取り組み、多摩信用金庫による地域活性化への取り組みに焦
点を当てて考察した。多摩地域が抱える諸問題にも言及。各章の最後に英文要約も掲載。 

生者と死者を結ぶネットワーク ―日本的
死生観に基づく生き方に関する考察― 

同時1アクセス（本体） ¥11,550 

同時3アクセス（本体） ¥17,325 

冊子版ISBN 9784762026263  

著編者名 郷堀 ヨゼフ 発行年 2016年 商品コード 1022212600 
日本の高齢者が、亡くなった大切な人とのつながりをいかに意識し、この死者に対していかなる行動をみせているかについ
て分析し、生者と死者を結ぶネットワークの構造やその具体的な様相を明らかにした。また日本的死者観を西洋文化とも比
較し、日本における死者とのつながりの特徴も明確にした。 

日中の道天命なり ―松本亀次郎研究― 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784762026775  

著編者名 二見 剛史 発行年 2016年 商品コード 1025110974 
戦前、中国人留学生の日本語教育に献身した教育者、松本亀次郎。日本語学習のバイブルとなった教科書の編纂や、東亜
高等予備学校の創設をはじめとする業績や、彼の生涯について考察する論文を、総論的考察、特論的考察の二部構成とし
て、参考資料とともに掲載。「日中の道 共存共栄は天命なり」松本亀次郎の高く深い意志を探究する。 

人文学関連 

おすすめ！ 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

顧みられない熱帯病と国際協力  
―ブルーリ潰瘍支援における小規模
NGOのアプローチ― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,540 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,810 

冊子版ISBN 9784762024733  

著編者名 新山 智基 発行年 2014年 
商品 
コード 

1018696130 

「顧みられない熱帯病」のひとつである、ブルーリ潰瘍を素材とし、感染症に対する地球規模での取り組
み(国際協力)の現状とグローバルな感染症対策ネットワークの構築可能性について明らかにする。 

青年期食行動異常と認知行動的セ
ルフモニタリング 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,870 

冊子版ISBN 9784762025471  

著編者名 山崎 洋史 発行年 2015年 
商品 
コード 

1018822785 

青年期の食行動異常のうち過食行動に対して、認知行動的セルフモニタリング下位因子が与える影響を
明らかにし、過食事例の認知行動的セルフモニタリングにおけるモニタリング認知の変容事例を提示す
る。 

科研費採択に向けた効果的なアプ
ローチ 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,240 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,860 

冊子版ISBN 9784762026683  

著編者名 塩満 典子 発行年 2016年 
商品 
コード 

1023649061 

科研費獲得のための基本と重要ポイントをはじめ、人文・社会科学研究・異分野融合研究の科研費申請
書の書き方などを具体的に解説。不採択事例に基づいた向上点の分析も行う。 

ロシア製鉄業史論 

同時1アクセス 
（本体） 

¥29,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥44,550 

冊子版ISBN 9784762026867  

著編者名 山縣 弘志 発行年 2017年 
商品 
コード 

1025110977 

ソ連経済体制、更に現代ロシアの社会経済的特質の歴史的前提をいかにとらえるべきか。ウラル製鉄
業からの視点を提起した。 

高校生に知ってほしい心理学  
―どう役立つ?どう活かせる?― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,950 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,425 

冊子版ISBN 9784762026584  

著編者名 宮本 聡介 発行年 2016年 
商品 
コード 

1025435676 

「心理学」の面白さ、学問的な意義、そして今現在の本当の姿をできるだけわかりやすく伝える。心理学
とは何か、大学でどういったことを学べるのか、学ぶことでどう活かせるのか？など「心理学」に興味を抱
き始めた方、主にこれから「心理学」の学習を考える高校生のための１冊。 

その他タイトルも好評配信中 
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