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2020年 新規配信タイトル

大学生のためのアルバイト・
就活トラブルQ&A

同時1アクセス（本体） ¥3,036

同時3アクセス（本体） ¥4,554

冊子版ISBN 9784845114993 

著編者名 石田 眞 発行年 2017 商品コード 1031986276

ワークルールを学び トラブルに備えよう！ 大学生が直面する労働問題を具体的なＱ＆Ａで解決。先生も親も
知っておきたい仕事のルール

学生のためのワークルール入門
―アルバイト・インターンシップ・就活で
トラブルにならないために―第2版

同時1アクセス（本体） ¥2,310

同時3アクセス（本体） ¥3,465

冊子版ISBN 9784845116324 

著編者名 道幸 哲也 発行年 2020 商品コード 1031986277

だれもが経験する労働トラブル。学生の経験に基づく具体的な設問に、専門家が分かりやすく答えます。

伝え方教室―調べる・発表する―

同時1アクセス（本体） ¥4,125

同時3アクセス（本体） ¥6,187

冊子版ISBN 9784845114276 

著編者名 大重 史朗 発行年 2015 商品コード 1031986278

「文章を書くのが苦手」「人前で発表するのは緊張する……」こんな声に、「伝え方」の基礎からわかりやすい
ノウハウ

伝える技法
―プロが教える苦手克服文章術―

同時1アクセス（本体） ¥4,125

同時3アクセス（本体） ¥6,187

冊子版ISBN 9784845114009 

著編者名 高田 昌幸 発行年 2015 商品コード 1031986279

なぜあなたの文章は伝わらないのか？ 新聞記者として取材班を率いて新聞協会賞、菊池寛賞などを受賞し
た著者が文章の書き方を伝授！

ワークルール教育のすすめ

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 9784845116300 

著編者名 道幸 哲也 発行年 2020 商品コード 1031986280

学校で、職場で「ワークルール」はどう教え、学べばよいのか？いま、社会的な関心が高まっている「ワークルー
ル教育」。豊富な経験をもとに、①ワークルール教育の必要性、②働く者の権利実現の仕組み、③ワークルー
ル教育の具体的な内容と方法を、明らかにする。
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2020年 新規配信タイトル

福島の記憶―3.11で止まった町―

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 9784845115761 

著編者名 飛田 晋秀 発行年 2019 商品コード 1031986281

“この悲劇を絶対に忘れ去られないようにしてほしい”事故直後から撮り続けた250点を超える写真が訴える地域の現実。

SURVIVING THE 2011 TSUNAMI
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 9784845113514 

著編者名 Editorial Office of The IshinomakiKahokuA Daily Newspaper of SanrikuKahokuShimpo 発行年 2014 商品コード 1031986282

三陸河北新報社「石巻かほく」編集局編『津波からの生還』（2012年刊行）を完全英語化。巨大な波に翻弄されたあの日、何が
生死をわけたのか。東日本大震災の被災者のインタビューによって、津波の真実を明らかにする。沿岸部各地の被災前と被災
後がわかる航空写真も収録。

防災福祉先進国・スイス
―災害列島・日本の歩むべき道―

同時1アクセス（本体） ¥5,280

同時3アクセス（本体） ¥7,920

冊子版ISBN 9784845116362 

著編者名 川村 匡由 発行年 2020 商品コード 1032290717

自然豊かな観光国、スイス。世界有数の防災先進国でありながら、 あまり知られることのなかった防災・福祉政策を解説。コロ
ナ・ショック、首都直下・南海トラフ地震の脅威にさらされる日本。今こそ、スイスの危機管理に学ぼう！

犯罪からの社会復帰を問いなおす
―地域共生社会におけるソーシャルワークのかたち―

同時1アクセス（本体） ¥6,875

同時3アクセス（本体） ¥10,312

冊子版ISBN 9784845116331 

著編者名 掛川 直之 発行年 2020 商品コード 1032290718

刑事司法と社会福祉の連携とは？ 従来の「犯罪者処遇」の枠組みから、地域を基盤とした福祉的な「社会復帰支援」へのパラ
ダイム転換を提唱。あたらしい視点のソーシャルワーク論。

インドネシア
―民主化とグローバリゼーションへの挑戦―
（アジア法整備支援叢書）

同時1アクセス（本体） ¥19,250

同時3アクセス（本体） ¥28,875

冊子版ISBN 9784845116393 

著編者名 島田 弦 発行年 2020 商品コード 1032290716

インドネシア法における諸外国の影響、法の発展、社会と法の関係を、法学、法実務、政治学、人類学、社会学という多彩な分
野の専門家が明らかにする共同研究の成果！

部活動の論点
―「これから」を考えるためのヒント―

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 9784845116164 

著編者名 青柳 健隆 発行年 2019 商品コード 1031830185

部活動の現状を教育論、スポーツ科学のほか、倫理学、社会学、メディア論、ジェンダー論など多角的にアプローチし、これから
の在り方や子どもの将来を考えるときに必要な視角を提示する。部活動についての今後を考えたい教師、親、地域活動家など
は必読の一冊。

パラスポーツ・ボランティア入門
―共生社会を実現するために―

同時1アクセス（本体） ¥3,850

同時3アクセス（本体） ¥5,775

冊子版ISBN 9784845116126 

著編者名 松尾 哲矢 発行年 2019 商品コード 1031830186

パラリンピックとパラスポーツの歴史・現状、支援の意義、日常生活とスポーツ場面で障がい者をどう支援すればよいかをわかり
やすく図解!スポーツジャーナリスト・増田明美さん推薦 「 この本には、あなたの力で社会を変えるヒントがいっぱいあります」
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2020年 新規配信タイトル

労働法の基本概念
―雇用終了と労働基本権―
（日韓比較労働法 1.2）

同時1アクセス（本体） ¥27,500

同時3アクセス（本体） ¥41,250

冊子版ISBN 9784845113422 

著編者名 西谷 敏 発行年 2014 商品コード 1031830182

日韓の労働法の基本概念を比較し、共通の課題である非正規雇用・リストラなどの法的な問題を明らか
にする。現代とこれからの労働のあり方を問い直すための格好の資料。日韓の労働法の第一線の研究
者総勢24名による共同研究の成果!

韓国労働法の展開
（日韓比較労働法 3）

同時1アクセス（本体） ¥13,750

同時3アクセス（本体） ¥20,625

冊子版ISBN 9784845116140 

著編者名 脇田 滋 発行年 2019 商品コード 1031830183

朴政権・文政権下の韓国における労働法改革をひもとく。大きな改革が進められた韓国の立法経過や
議論の内容、最賃の引き上げや労働時間規制のあり方、労働者派遣法の改正は、日本にとっても示唆
に富む。

労働法・社会保障法の
持続可能性

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 9784845116225 

著編者名 和田 肇 発行年 2020 商品コード 1031830184

雇用社会の危機を労働法のみならず社会保障法との連続性をもつ、総合的な生活保障体系として捉
える新しい視点。ドイツ法と比較し、高齢化・少子化社会、非正規雇用の増加といった共通点と、ワー
ク・ライフ・バランスや生活主権・労働主権が定着し、日本のモデルともなり得る法制度を構築している
点に注目。今後の日本の労働法や社会保障法の検討課題も明らかにする。

労働六法 2020

同時1アクセス（本体） ¥15,125

同時3アクセス（本体） ¥22,687

冊子版ISBN 9784845116201 

著編者名 石田 眞 発行年 2020 商品コード 1031830187

毎年刊行。2020年版は「同一労働同一賃金」を規定する「パート・有期労働法」、「改正労働者派遣法」、
パワハラ防止に関する法改正に対応。ILO「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶に関する条
約」も掲載。
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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
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2020年 新規配信タイトル

2020年10月

新世界の社会福祉第1期 （6巻）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥165,000 ¥247,500
＜商品コード：1031830189＞

新世界の社会福祉第2期 （6巻）

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥165,000 ¥247,500
＜商品コード：1031830190＞

電子書籍版

【シリーズ構成】２０２０年３月完結
第I期6巻セット（分売不可） 第Ⅱ期6巻セット（分売不可）

2019年発行 冊子版ISBN：9784845115976 2020年発行 冊子版ISBN：9784845115983

1巻 イギリス／アイルランド 7巻 東アジア

2巻 フランス／ドイツ／オランダ 8巻 東南アジア

3巻 北欧 9巻 南アジア

4巻 南欧 10巻 中南米

5巻 旧ソ連／東欧 11巻 アフリカ／中東

6巻 アメリカ合衆国／カナダ 12巻 国際社会福祉

[編集代表]

宇佐見耕一 (同志社大学教授)

岡 伸一 (明治学院大学教授)

金子光一 (東洋大学教授)

小谷眞男 (お茶の水女子大学教授)

後藤玲子 (一橋大学教授)

原島 博 (ルーテル学院大学教授)

新世界の社会福祉 第1期・第2期 全12巻揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥330,000 ¥495,000

ヨーロッパの社会福祉先進国から、急激な発展を遂げるアジア・アフリカ諸国まで全67カ国
日本の社会福祉の羅針盤となる新シリーズ！

待望の完結！シリーズ全12巻 比類なきレファレンス誕生
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