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2018-19年 全点カタログ 

No.2019-037 

2019年2月 

慶應義塾大学出版会は、総合学術出版社として大学の社会的使命である 

「文明の継承」 を実現する一翼を担うとともに、 

「知的生産」 の成果である学術文化情報を時宜を捉えて 

広く社会に伝えていくことを基本的な使命としています。 

さらに、一学塾の枠にとらわれず、グローバルな視野に立って、 

大学における研究成果を社会に普及させることを任務としています。 
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3 2018～19年新規配信タイトル 

10 好評配信中タイトル 

11 福在諭吉著作集 

12 ストラテジック コミュニケーション 

13 シリーズ・遺伝子から探る生物進化 

14 政治学・政治思想関連 

15 経済・経営関連 

17 法律・法学関連 

18 外交・国際問題・国際事情関連 

19 社会学関連 

21 社会福祉・社会保障関連 

22 環境問題を考える/まちづくりを考える 

23 歴史を読み解く～日本史関連 

24 歴史を読み解く～世界史関連 

25 哲学関連 

26 文学（日本文学関連） 

27 文学（世界の文学） 

28 芸術・文化関連 

29 自然科学関連/情報科学関連 

30 教育・学習・研究 

31 教育・学習・研究/スポーツ関連 

32 教育関連～特別支援教育にかかわる～ 

33 医学・健康 
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2018-19年新規配信タイトル  

2019年2月 

自治体行動の政治経済 
学 ―地方財政制度と政府間関係
のダイナミズム― 

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 9784766425710  

著編者名 宮﨑 雅人 発行年 2018 商品コード 1029342011 

地方税や地方交付税などの一般財源をめぐる中央政府の政策誘導と自治体の意思決定との
ダイナミックな関係を明らかにし、自治体の自立的で地域性に富む多様な取組みを生むための
地方財政制度のあり方に示唆を与える。 

クルアーン 
 ―神の言葉を誰が聞くのか― 
（世界を読み解く一冊の本） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,820 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,230 

冊子版ISBN 9784766425550  

著編者名 大川 玲子 発行年 2018 商品コード 1029342010 

極めて難解とされるイスラームの聖典『クルアーン』。ではどう読めばよいのか？ 聖典を読む
困難と楽しさを、丁寧に解説。信徒のみならず、人類にとっての「聖典」となる可能性を問う。 

制度とは何か 
 ―社会科学のための制度論― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,850 

冊子版ISBN 9784766425659  

著編者名 フランチェスコ・グァラ 発行年 2018 商品コード 1029342009 

社会における習慣、ルール、貨幣、結婚といった「制度」はなぜ「存在」するのか。経済学、社会
学、人類学等の社会科学が独自に分析してきた「制度」という問題を、ゲーム理論、分析哲学
といったツールを駆使して、共通の土台を作ることを目指した気鋭の科学哲学者による野心的
な試み。 
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2018-19年新規配信タイトル  

2019年2月 

文学発生論・物語史論  
（精選折口信夫 2） 

同時1アクセス（本体） ¥8,690 

同時3アクセス（本体） ¥13,090 

冊子版ISBN 9784766425499  

著編者名 折口 信夫 発行年 2018 商品コード 1029342008 

折口信夫の生涯のテーマであった「日本文学の発生論」。日本人の心の始原の言葉とはなにか、文学を押し動
かしてきた力とはなにか、を重層的に問い続けた折口の展開を、本『精選Ⅱ』では「貴種流離譚」や「笑いの文
学」、「源氏物語論」などの物語史とともにとらえるものである。 

異郷論・祭祀論  
（精選折口信夫 1） 

同時1アクセス（本体） ¥8,690 

同時3アクセス（本体） ¥13,090 

冊子版ISBN 9784766425482  

著編者名 折口 信夫 発行年 2018 商品コード 1029342007 

日本人の神観念を一新させた折口信夫の「まれびと」。日本列島に住み着いた祖先の異郷への憧憬と、その異
郷から時を定めて来訪する神は、人にして神なるものであり、人の扮した神であるから「まれひと」である、とい
う発見への道程を、本『精選Ⅰ』では「文学以前」「芸能以前」とも言うべき南方論を含む「異郷論」、「聖水信仰
論」、「祭祀論」などでとらえるものである。 

神戸闇市からの復興 
 ―占領下にせめぎあう都市空間― 

同時1アクセス（本体） ¥12,980 

同時3アクセス（本体） ¥19,470 

冊子版ISBN 9784766425666  

著編者名 村上 しほり 発行年 2018 商品コード 1029342006 

「日本一の大闇市場」とも称された神戸 三宮の闇市。 1945年夏以降、戦災復興とGHQによる占領政策が同時
期に進むなか、多様な人びとがひしめき、せめぎあって、神戸の都心は形成された。 語り継がれてこなかった
当時の人びとの活動を、新聞記事の引用と聞き取り調査、豊富な視覚資料にもとづき生き生きと描く、新たな都
市空間の近現代史。 

カントの批判的法哲学 = Kants 
kritische Rechtsphilosophie 

同時1アクセス（本体） ¥46,200 

同時3アクセス（本体） ¥69,300 

冊子版ISBN 9784766425314  

著編者名 松本 和彦 発行年 2018 商品コード 1029342005 

カントの最晩年の著作である『法論』、すなわち『法論の形而上学的基礎論』は、従来カント哲学研究によって
『純粋理性批判』や『実践理性批判』において樹立された超越論的哲学ないし批判哲学とは矛盾するもの、また
カントの老衰の作であると否定的に評価されていた。 しかし、果してそれは真に正しい評価なのか？ 最新の
ドイツ・カント哲学研究を精査し無窮の問いに挑む。カントの『法論』、法哲学の現代的意義を解明する大作が遂
に刊行。 
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2018-19年新規配信タイトル  

2019年2月 

ビデオゲームの美学 
同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784766425673  

著編者名 松永 伸司 発行年 2018 商品コード 1029161072 

産業規模の拡大とともに、文化的重要性が増しつつあるビデオゲーム。 本書は、ビデオゲームを一つの芸術形式
として捉え、その諸特徴を明らかにすることを試みる。スペースインベーダー、ドンキーコング、テトリス、パックマン、
スーパーマリオブラザーズ、ドラゴンクエスト、電車でGO！――多くの事例をとりあげながら、ビデオゲームを芸術哲
学の観点から考察し、理論的枠組みを提示する画期的な一冊。 

サイバーセキュリティ入門 
 ―図解×Q&A― 

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 9784766425475  

著編者名 羽室 英太郎 発行年 2018 商品コード 1029161071 

スマホのアプリ、テレワークのセキュリティ、クラウドの個人情報……。個人や家庭、企業や組織のセキュリティ管理
を的確に行うためには何が必要なのか？ スマホやパソコンのユーザー、企業の経営者、セキュリティ部門担当者、
これからセキュリティ担当を勉強しようと思う方などなど…。すべての立場の方を対象に、Q&A と豊富なイラストで、
押さえておくべきセキュリティのポイントと基本を視覚的に理解しながらやさしく解説。スマートフォン、IoT、仮想通貨、
フィンッテックなどなど、急速に普及が進むITサービスなど、最新のトピックもお 

フランツ・ローゼンツヴァイク 
 ―生と啓示の哲学― 

同時1アクセス（本体） ¥21,560 

同時3アクセス（本体） ¥32,340 

冊子版ISBN 9784766425680  

著編者名 丸山 空大 発行年 2018 商品コード 1029161070 

43歳で他界したドイツのユダヤ人思想家、フランツ・ローゼンツヴァイク。 彼の若年期から晩年までの思想的展開と
その到達点を明らかにする。 初期におけるドイツ近代史への関心、キリスト教への改宗の断念、主著『救済の星』
における独自の救済史的思想の展開――。 さらに後期思想における、一人ひとりの日常の生と宗教の関係の追究、
自ら力を傾けたユダヤ教の宗教教育の実践等から、彼の思考の深化と全体像を解明する、注目作。 

大学生が知っておきたい消費 
生活と法律 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766425697  

著編者名 細川 幸一 発行年 2018 商品コード 1029161069 

▼18歳はもう大人？▼「賢い」消費者へのパスポート！▼消費者教育に最適の一冊！18歳成人はもう近い！ 大学
生をとりまく消費社会を理解し、陥りやすい消費トラブルを解決する「法律の知恵」を身に付ける。「賢い消費者」への
パスポート！ 

大槻文彦『言海』 
 ―辞書と日本の近代― 
（世界を読み解く一冊の本） 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766425543  

著編者名 安田 敏朗 発行年 2018 商品コード 1029161068 

言葉の海へ、漕ぎ出そう！国語学者・大槻文彦が、明治期に編纂した日本初の近代的国語辞典 『言海』。大槻は 
『言海』 を通して、世界をどのように切り分けようとしたのか。辞書が社会的に果たした役割とともに描き出す。 
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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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2018-19年新規配信タイトル  

2019年2月 

ノーベル賞に二度も輝いた不思
議な生物 ―テトラヒメナの魅力― 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766425383  

著編者名 沼田 治 発行年 2018 商品コード 1029161067 

▼テトラヒメナをご存知ですか？テトラヒメナとは、ノーベル賞に輝いたリボザイムとテロメアの発見に導いた研究材
料のこと。ダイニン、テロメア、リボザイム、ヒストンアセチラーゼ、テロメアRNA、スキャンRNAと、次々と重要な発見
に結びついた、優れた生物の魅力を紹介する。 

日本会計史 
同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784766425468  

著編者名 友岡 賛 発行年 2018 商品コード 1029161066 

▼天下の事、会計より重きはなし▼奈良時代の納税管理から江戸期・豪商たちが編み出した日本固有の帳合法を
経て、明治期・西洋式複式簿記の受容、そして会計原則と監査制度をめぐる昭和期の挑戦と挫折…。経済と商業の
変遷を背景に、会計制度・会計学の発展過程をたどった、初めての日本会計通史！ 

刑の一部執行猶予 
 ―犯罪者の改善更生と再犯防止―改訂増補版 

同時1アクセス（本体） ¥14,190 

同時3アクセス（本体） ¥21,340 

冊子版ISBN 9784766425437  

著編者名 太田 達也 発行年 2018 商品コード 1029161065 

▼再犯防止の切り札となるか？▼新章を追加・増補を行った改訂増補版！ 2016年から施行された刑の一部執行
猶予制度。その本来の在り方を模索しながら、全部執行猶予の一部取消制度を検討する新章を追加し、今後の制
度設計をも提唱する。 研究者はもちろん実務家にも必携の書籍、改訂増補版。 

井筒俊彦の東洋哲学 
同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784766425390  

著編者名 澤井 義次 発行年 2018 商品コード 1028700588 

▼国内外の気鋭の研究者13名らによる、過去３年にわたる井筒思想研究の成果として結実した論文集。▼イスラー
ム・ユダヤ教・仏教・中国思想・キリスト教の宗教研究者ほか、宗教哲学者、批評家といった多様な執筆陣が集結。
▼『意識と本質』にて井筒俊彦が提唱した思想事業「東洋哲学の共時的構造化」の現代的可能性を、批判的に問い
直す。 

折口信夫秘恋の道 
同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784766425321  

著編者名 持田 叙子 発行年 2018 商品コード 1028700587 

学問と創作を稀有なかたちで一体化させた、折口信夫。かれの思考とことばには、燃えさかる恋情が隠されていた。
大阪の少年時代から、若き教師時代、そして晩年まで、歓びと悲しみに彩られた人生をたどる、渾身の評伝／物語。 
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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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● 表示価格は税抜きです。 2019年2月 

戦後国際関係史 
 ―二極化世界から混迷の時代へ― 

同時1アクセス（本体） ¥10,780 

同時3アクセス（本体） ¥16,170 

冊子版ISBN 9784766425345  

著編者名 モーリス・ヴァイス 発行年 2018 商品コード 1028700586 

第二次世界大戦後、世界は二極化を経て、なぜ現在のような混迷する時代になったのか――。国際政治史の世界
的権威が、激動の戦後史を外交や軍事のみならず、経済・社会・文化の広い視点からダイナミックに描き出す。日本
や中国を含む東アジア地域についての記述を大幅に追加した最新版の翻訳。 

パーソナルファイナンス教育の理論
と実証 ―大学生の消費者市民力の育成― 

同時1アクセス（本体） ¥21,010 

同時3アクセス（本体） ¥31,570 

冊子版ISBN 9784766425406  

著編者名 橋長 真紀子 発行年 2018 商品コード 1028506630 

▼個人の経済的自立と自然社会と共生する豊かな消費行動のために。適切な金融行動を通じて社会的価値行動
の醸成を目指す国際比較に基づくパーソナルファイナンス教育の理論と実証。 

多様な花が生まれる瞬間 
 （シリーズ・遺伝子から探る生物進化 6） 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784766423006  

著編者名 奥山 雄大 発行年 2018 商品コード 1028506629 

▼チャルメルソウ類の研究からたどり着いたのは、進化生物学で最古のテーマでもある「種の起原」という最も挑戦
的な問題だった。▼花とその花粉を運ぶ虫との共生関係から、種の分化という謎に迫る。 

遺伝学辞典 
同時1アクセス（本体） ¥46,200 

同時3アクセス（本体） ¥69,300 

冊子版ISBN 9784766425253  

著編者名 Robert C. King 発行年 2018 商品コード 1028506628 

▼OUP刊“A Dictionary of Genetics、 Eighth edition”の全訳。▼遺伝学やライフサイエンス関連事項7、340項目を収
録。▼有用なデータを盛り込んだ充実の6つの付録を用意。▼遺伝学上重要な1、036件の歴史的出来事を年表とし
て収録。▼日本遺伝学会などが見直しを進める新和名を併記。▼日本語索引（英語付き）は和英辞典としても使用
できる。 

選挙干渉と立憲政治 
同時1アクセス（本体） ¥21,560 

同時3アクセス（本体） ¥32,340 

冊子版ISBN 9784766425307  

著編者名 末木 孝典 発行年 2018 商品コード 1028301473 

立憲政治は機能していたのか？ 第2回衆議院選挙（明治25年）における選挙干渉事件を徹底的に掘り下げ、藩閥
政府 対 民党の権力構造を剔抉する力作。 

2018-19年新規配信タイトル  
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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。 

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 

私は自由なのかもしれない  
―<責任という自由>の形而上学― 

斎藤 慶典 2018 9784766425284 ¥8,690  ¥13,090  1028301474 

スペイン語の世界 岡本 信照 2018 9784766425338 ¥4,950  ¥7,480  1028301475 

万葉の史的世界 川﨑 晃 2018 9784766425291 ¥26,180  ¥39,270  1028301476 

災害復興法学 = An encouragement of disaster 
recovery and revitalization law 2 

岡本 正 2018 9784766425369 ¥8,690  ¥13,090  1028301477 

レポート・論文の書き方入門 第4版 河野 哲也 2018 9784766425277 ¥3,080  ¥4,620  1028301478 

なぜ科学はストーリーを必要としているのか 
 ―ハリウッドに学んだ伝える技術― 

ランディ・オルソン 2018 9784766425239 ¥8,690  ¥13,090  1028301479 

現代中国の政治制度 ―時間の政治と共産党支配―
（慶應義塾大学東アジア研究所叢書） 

加茂 具樹 2018 9784766425055 ¥12,320  ¥18,480  1028063224 

朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道 朴 敬珉 2018 9784766425208 ¥15,400  ¥23,100  1028063225 

歴史は実験できるのか 
 ―自然実験が解き明かす人類史― 

ジャレド・ダイアモ
ンド 

2018 9784766425192 ¥8,690  ¥13,090  1028063226 

アジア都市の成長戦略 
 ―「国の経済発展」の概念を変えるダイナミズム― 

後藤 康浩 2018 9784766425246 ¥7,700  ¥11,550  1028063227 

収縮経済下の公共政策 四方 理人 2018 9784766425017 ¥12,980  ¥19,470  1027882433 

中国現地法人の労務管理Q&A 尹 秀鍾 2018 9784766425215 ¥9,240  ¥13,860  1027882434 

インドネシアのイスラーム改革主義運動 
 ―アラブ人コミュニティの教育活動と社会統合― 

山口 元樹 2018 9784766425178 ¥19,800  ¥29,700  1027882435 

アメリカのナボコフ ―塗りかえられた自画像― 秋草 俊一郎 2018 9784766425222 ¥8,690  ¥13,090  1027882436 

大学生のための交渉術入門 野沢 聡子 2017 9784766424874 ¥4,950  ¥7,480  1027659328 

中国「強国復権」の条件 
 ―「一帯一路」の大望とリスク― 

柯 隆 2018 9784766425093 ¥6,160  ¥9,240  1027659329 

どれがほんと? ―万太郎俳句の虚と実― 高柳 克弘 2018 9784766425130 ¥4,950  ¥7,480  1027659330 

工学部生のための研究の進めかた 
 ―"使いやすさ"の追究と倫理的配慮― 

西山 敏樹 2018 9784766425031 ¥6,160  ¥9,240  1027441245 

格差社会と労働市場 
 ―貧困の固定化をどう回避するか― 

樋口 美雄 2018 9784766425079 ¥11,110  ¥16,720  1027441246 

グレアム・グリーンある映画的人生 佐藤 元状 2018 9784766425109 ¥8,690  ¥13,090  1027441247 

日本文学全集の時代  
―戦後出版文化史を読む― 

田坂 憲二 2018 9784766425116 ¥7,480  ¥11,220  1027441248 

デザイン科学概論  
 ―多空間デザインモデルの理論と実践― 

加藤 健郎 2018 9784766425024 ¥7,480  ¥11,220  1027441249 

外国判決の承認 芳賀 雅顯 2018 9784766425062 ¥23,100  ¥34,650  1027441250 

ルールなき省察  
 ―経済学方法論と現代科学論― 

D.ウェイド・ハン
ズ 

2018 9784766425086 ¥18,480  ¥27,720  1027441251 

心理学が描くリスクの世界  
 ―行動的意思決定入門―第3版 

広田 すみれ 2018 9784766423341 ¥7,480  ¥11,220  1027296190 

2019年2月 
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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 
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。 

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 

視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える 猪平 眞理 2018 9784766424973 ¥6,160  ¥9,240  1027296191 

迷わず書ける記者式文章術  
―プロが実践する4つのパターン― 

松林 薫 2018 9784766424966 ¥4,400  ¥6,600  1027296192 

「茨の国」の言語  
―マダガスカル南部タンルイ語の記述― 

西本 希呼 2018 9784766424508 ¥14,850  ¥22,330  1027296193 

少子高齢時代の女性と家族  
―パネルデータから分かる日本のジェンダーと親子
関係の変容― 

津谷 典子 2018 9784766424980 ¥13,860  ¥20,790  1027296194 

日中終戦と戦後アジアへの展望  
（日中戦争の国際共同研究 6） 

波多野 澄雄 2017 9784766424867 ¥12,980  ¥19,470  1027116498 

入門メディア・コミュニケーション  
―media communication― 

山腰 修三 2017 9784766424447 ¥7,700  ¥11,550  1027116499 

仮釈放の理論 
 ―矯正・保護の連携と再犯防止― 

太田 達也 2017 9784766424850 ¥16,060  ¥24,090  1027116500 

帝政ロシアからソ連崩壊まで 
 （ロシアの対日政策 上） 

齋藤 元秀 2018 9784766424249 ¥14,190  ¥21,340  1027116501 

新生ロシアからプーチンまで  
（ロシアの対日政策 下） 

齋藤 元秀 2018 9784766424256 ¥14,190  ¥21,340  1027116502 

多様化する日本人の働き方  
―非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る― 

阿部 正浩 2018 9784766424942 ¥12,980  ¥19,470  1027116503 

民法総則 （新・考える民法 1） 平野 裕之 2018 9784766424751 ¥8,690  ¥13,090  1027116504 

銀河の中心に潜むもの  
―ブラックホールと重力波の謎にいどむ― 

岡 朋治 2018 9784766424928 ¥5,610  ¥8,470  1027116505 

ディスカッションを科学する  
―人間と人工知能の共生― 

長尾 確 2018 9784766424935 ¥11,110  ¥16,720  1027116506 

中国の公共性と国家権力 ―その歴史と現在― 
（慶應義塾大学東アジア研究所・現代中国研究シ
リーズ） 

小嶋 華津子 2017 9784766424065 ¥10,560  ¥15,840  1026888892 

日本帝国の崩壊  
―人の移動と地域社会の変動― 

柳沢 遊 2017 9784766424300 ¥19,800  ¥29,700  1026888893 

戦時日本の国民生活  
（『写真週報』とその時代 上） 

玉井 清 2017 9784766424355 ¥10,560  ¥15,840  1026888894 

戦時日本の国防・対外意識 
 （『写真週報』とその時代 下） 

玉井 清 2017 9784766424362 ¥10,560  ¥15,840  1026888895 

「軍」としての自衛隊  
―PSI参加と日本の安全保障政策― 

津山 謙 2017 9784766424676 ¥16,720  ¥25,080  1026888896 

ライヒャルト ―ゲーテ時代の指導的音楽家― 滝藤 早苗 2017 9784766424898 ¥43,120  ¥64,680  1026888897 

漱石の書斎  
―外国文学へのまなざし : 共鳴する孤独― 

飛ケ谷 美穂子 2017 9784766424904 ¥7,700  ¥11,550  1026888898 

マニラ・ガレオン貿易  
―陶磁器の太平洋貿易圏― 

宮田 絵津子 2017 9784766424713 ¥15,400  ¥23,100  1026634669 

正規の世界・非正規の世界  
―現代日本労働経済学の基本問題― 

神林 龍 2017 9784766424829 ¥14,850  ¥22,330  1026634670 

杉田玄白晩年の世界 ―『鷧斎日録』を読む― 松崎 欣一 2017 9784766422498 ¥25,960  ¥38,940  1026634671 

好古の瘴気  
―近代奈良の蒐集家と郷土研究― 

黒岩 康博 2017 9784766424805 ¥19,800  ¥29,700  1026634672 

2019年2月 
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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 
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。 

アカデミックスキルズシリーズ 

クリティカル・リーディング入門  
―人文系のための読書レッスン― 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766422740  

著編者名 大出 敦 発行年 2015 商品コード 1019748795 

レポート、論文、試験の答案を作成するために、まず必要となる「テキストを読む力」を身につけよう。人文系の例題を
使って、「どうやって読んだらいいのか」「感想文ではなぜ駄目なのか」といった大学生の疑問に答える。 

学生による学生のためのダメレポート脱
出法 

同時1アクセス（本体） ¥3,696 

同時3アクセス（本体） ¥5,544 

冊子版ISBN 9784766421774  

著編者名 慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員 発行年 2014 商品コード 1016972249 

知識ゼロからのレポート作成 “超” 入門！ 大学1、2 年生から実際に、大学の学習相談に寄せられた質問を元に、レ
ポート・論文執筆のポイント／学生であれば知っておきたい学習テクニックを、大学の学生相談員が「学生の目線」か
ら易しく解説。この一冊で、“ダメなレポート”から脱出せよ！ 

大学生のための知的技法入門 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784766419603  

著編者名 佐藤 望 発行年 2012 商品コード 1018720212 

大学の授業における学びの技法の基本を紹介。研究テーマの決め方、情報の探し方、レポート・論文の書き方、プレ
ゼンテーションの方法などをわかりやすく伝授する。各章末にテスト付き。 

好評配信中タイトル  

大学で学ぶ英語の教科書 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766423105  

著編者名 奥田 暁代 発行年 2016 商品コード 1020782071 

英語力を身につけながら「大学で学ぶ」ことを学び、発見し、自ら学んでいくことを楽しむためのテキスト。ひとつ上のレベルの
リーディング力、アカデミックな論文を書く力、フォーマルなスピーチができる力を得られるよう解説。 

学びなおしEnglish 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766423013  

著編者名 小宮 繁 発行年 2016 商品コード 1020782072 

英語を学びなおしたい人のために、基礎となる英文法を説明したうえで、実際の英語エッセイを題材に「英文解釈」のポイント
を解説。押さえておきたい英語の学び方や、さまざまなツールを活用した英語の学び方も紹介します。 

アカデミックライティング入門  
―英語論文作成法―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766422122  

著編者名 吉田 友子 発行年 2015 商品コード 1017973135 

日本人学習者が、英語で論文が書けるよう導くことを目的としたテキスト。論文の準備の各段階や構成の方法など、論文を
書くために必要な具体的な技術を英語と日本語で説明する。書き込み式の練習問題あり。 

３冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥12,386 ¥18,634 

2019年2月 
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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 
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。 

福澤諭吉著作集  

福澤諭吉 

新時代を生きる指針として
福澤諭吉の代表著作を網羅
しました。読みやすい表記、
わかりやすい「語注」「解説」
による新編集です。 

No. 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 西洋事情 2002 9784766408775 ¥7,920 ¥11,880 1018720199 

2 世界国尽 ; 窮理図解 2002 9784766408782 ¥8,448 ¥12,672 1018720200 

3 学問のすゝめ 2002 9784766408799 ¥5,280 ¥7,920 1018720201 

4 文明論之概略 2002 9784766408805 ¥7,920 ¥11,880 1018720202 

5 学問之独立 ; 慶應義塾之記 2002 9784766408812 ¥6,864 ¥10,296 1018720203 

6 民間経済録 ; 実業論 2003 9784766408829 ¥8,448 ¥12,672 1018720204 

7 通俗民権論 ; 通俗国権論 2003 9784766408836 ¥6,864 ¥10,296 1018720205 

8 時事小言 ; 通俗外交論 2003 9784766408843 ¥6,864 ¥10,296 1018720206 

9 丁丑公論 ; 瘠我慢の説  2002 9784766408850 ¥7,920 ¥11,880 1018720207 

10 日本婦人論 ; 日本男子論 2003 9784766408867 ¥6,864 ¥10,296 1018720208 

11 福翁百話 2003 9784766408874 ¥8,448 ¥12,672 1018720209 

12 福翁自伝 ; 福澤全集緒言 2003 9784766408881 ¥8,448 ¥12,672 1018720210 

全12巻 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥90,288 ¥135,432 1018720197 

2019年2月 
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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 
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。 

ストラテジック  コミュニケーション  

プレゼンテーション、社内折衝などでの説得力のあるコミュニケーション能力が、 

「戦略家」（=成功者）になるためのカギを握る。若手ビジネスパースンにコミュニケーションの

全体像を示し、実践的に解説していく新シリーズ。 

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 

戦略家への道 （1） 岩下 貢 2002 9784766409376 ¥4,224 ¥6,336 1013985144 

戦略的プレゼンテーション （2） 岩下 貢 2002 9784766409383 ¥4,224 ¥6,336 1013985145 

グループミーティングの戦略 （3） 岩下 貢 2003 9784766409390 ¥4,224 ¥6,336 1013985146 

戦略的ネゴシエーション （4） 岩下 貢 2003 9784766409406 ¥4,224 ¥6,336 1013985147 

論理的コミュニケーション戦略 （5） 岩下 貢 2004 9784766409413 ¥4,224 ¥6,336 1013985148 

ディベート戦略 （6） 岩下 貢 2004 9784766409420 ¥4,224 ¥6,336 1013985149 

戦略的マネジメント （7） 岩下 貢 2005 9784766409437 ¥4,224 ¥6,336 1013985150 

全７巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥29,568 ¥44,352 

2019年2月 
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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 
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。 

シリーズ・遺伝子から探る生物進化  

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 

クジラの鼻から進化を覗く （1） 岸田 拓士 2016 9784766422955 ¥6,160 ¥9,240 1020782079 

胎児期に刻まれた進化の痕跡 （2） 入江 直樹 2016 9784766422962 ¥6,160 ¥9,240 1020782080 

植物の世代交代制御因子の発見 （3） 榊原 恵子 2016 9784766422979 ¥6,820 ¥10,230 1020782081 

新たな魚類大系統 
―遺伝子で解き明かす魚類3万種の由来と現在―（4） 

宮 正樹 2016 9784766422986 ¥7,480 ¥11,220 1023891719 

植物はなぜ自家受精をするのか （5） 土松 隆志 2017 9784766422993 ¥7,480 ¥11,220 1025881704 

かつて生物の形や機能の差異をもとに論じてきた進化学は、ゲノムや遺伝子解析の発展

により、いま大きく塗り替えられようとしています。「遺伝子から探る生物進化」シリーズで

は、こうした背景から分野のトップランナーたちの取り組みとその魅力的なキャラクターに

フォーカスしながら、遺伝子が明かす進化の最前線へと案内します。 

全５巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥34,100 ¥51,150 

2019年2月 
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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 
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。 

政治学・政治思想関連  

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 

アーレントと二〇世紀の経験 川崎 修 2017 9784766424409 ¥11,110 ¥16,720 1026405261 

擬制の論理自由の不安 ―近代日本政治思想論― 松田 宏一郎 2016 9784766423532 ¥17,930 ¥26,950 1022698985 

元老院の研究 久保田 哲 2014 9784766421866 ¥16,016 ¥24,024 1016824324 

ネット選挙が変える政治と社会 
―日米韓に見る新たな「公共圏」の姿― 

清原 聖子 2013 9784766420678 ¥7,392 ¥11,088 1016671120 

自治体ICTネットワーキング 
―3.11後の災害対応・情報発信・教育・地域活性化― 

櫻井 美穂子 2012 9784766419955 ¥5,940 ¥8,910 1018720214 

原理主義と民主主義 根岸 毅 2003 9784766409918 ¥4,752 ¥7,128 1013985154 

リベラリズムの再生 ―可謬主義による政治理論 = A rebirth of 
liberalism : deriving a political theory from fallibilism― 

施 光恒 2003 9784766410020 ¥12,672 ¥19,008 1013985156 

政治学と国家 根岸 毅 1990 9784766404463 ¥12,144 ¥18,216 1013985112 
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経済・経営関連  

日本経済史1600-2015  
―歴史に読む現代― 

同時1アクセス（本体） ¥8,690 

同時3アクセス（本体） ¥13,090 

冊子版ISBN 9784766423358  

著編者名 浜野 潔 発行年 2017 商品コード 1025599542 

▼太閤検地、幕藩経済、近代産業社会化、そして高度成長と経済の成熟17世紀から現代へ、歴史に学ぶ日本経済社会の読み方（詳細な年表付） 近世の経済学的
遺産が近代的工業化に果たした役割を重視しながら近世から現代までを鳥瞰する、日本経済史の定番テキストの改訂版。各章末尾に新たな視点でのトピックを追
加したほか、アベノミクス等の経済動向についても増補・改稿。 

ビギナーのための経済英語  
―経済・金融・証券・会計の基本用例320―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766424522  

著編者名 日向 清人 発行年 2017 商品コード 1025599544 

▼国際金融・海外マーケットなどで、グローバルな活躍を目指すビジネスパーソンが、業務で必要な情報を英語で得るために役立つ重要表現を収録。ひととおり目を
通せば、英字新聞の経済・金融面や企業の英文業績報告書を難なく読めるレベルに到達することができる。金融業界への就職を目指す学生も必読の1冊。▼業務
で必要な情報を英語で得るために役立つ計320の重要表現を収録した好評書。 

井筒俊彦の学問遍路  
―同行二人半― 

同時1アクセス（本体） ¥12,320 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784766424652  

著編者名 井筒 豊子 発行年 2017 商品コード 1026405259 

昭和34（1959）年、ロックフェラー基金で海外研究生活をはじめた井筒俊彦。それ以降20年に及ぶ海外渡航生活のなかでの研究者との出会い、マギル大学、エラノス
学会、イラン王立哲学アカデミー等での研究と生活を豊子夫人が語るインタビュー、エッセイ、論文を通して、鮮やかに蘇らせる。 

戦略・起業・イノベーション  
（アントレプレナーの経営学 1） 

同時1アクセス（本体） ¥11,110 

同時3アクセス（本体） ¥16,720 

冊子版ISBN 9784766422917  

著編者名 エリック・ボール 発行年 2016 商品コード 1021588056 

アントレプレナー育成やベンチャー経営に必要な経営学の重要理論と必須知識を徹底した実務志向で解説。経営学理論を体系化し、重要文献の概要と論点をコン
パクトに整理。1は、戦略論、起業論、イノベーション論を収録。 

リーダーシップ・組織・新トピックス  
（アントレプレナーの経営学 2） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784766422924  

著編者名 エリック・ボール 発行年 2016 商品コード 1021588057 

アントレプレナー育成やベンチャー経営に必要な経営学の重要理論と必須知識を徹底した実務志向で解説。経営学理論を体系化し、重要文献の概要と論点をコン
パクトに整理。2は、リーダーシップ論、組織論、新トピックスを収録。 

国際ビジネス・ファイナンス  
（アントレプレナーの経営学 3） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784766422931  

著編者名 エリック・ボール 発行年 2016 商品コード 1021588058 

アントレプレナー育成やベンチャー経営に必要な経営学の重要理論と必須知識を徹底した実務志向で解説。経営学理論を体系化し、重要文献の概要と論点をコン
パクトに整理。3は、国際ビジネス論、ファイナンス論を収録。 

会計学の基本問題 
同時1アクセス（本体） ¥13,310 

同時3アクセス（本体） ¥20,020 

冊子版ISBN 9784766423440  

著編者名 友岡 賛 発行年 2016 商品コード 1022028546 

利益の意義や簿記と会計の関係を問い直し、会計および会計学の歴史過程を辿りながら、これからの会計研究の在り方を示唆する。会計本質論のエッセンスが凝
縮された論攷集。 

マルクス経済学 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784766422481  

著編者名 大西 広 発行年 2015 商品コード 1020083497 

マルクスの経済理論を明快に解説。現代経済学の中にマルクス経済学を位置付け直すことで、今日の経済現象を把握し、諸課題に取り組むための有効な思考・分
析枠組みとして再構成する。進化経済学の成果等も取り入れた第2版。 
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経済・経営関連  

マクロ経済の分析 
同時1アクセス（本体） ¥7,392 

同時3アクセス（本体） ¥11,088 

冊子版ISBN 9784766416336  

著編者名 石橋 春男 発行年 2010 商品コード 1013985185 

家計部門の消費、貯蓄、投資行動に関する分析モデルから、貨幣論、財市場と資産市場の市場分析モデル、金融政策、そしてオープンマクロ・
モデルへと、マクロ金融経済の基本モデルが学べる中級テキスト。 

はじめて学ぶ経済学 
同時1アクセス（本体） ¥4,752 

同時3アクセス（本体） ¥7,128 

冊子版ISBN 9784766415131  

著編者名 石橋 春男 発行年 2008 商品コード 1013985183 

大学1年生向けの経済学「超」入門テキスト。マクロ／ミクロ経済学の基礎知識が身につくよう、事例を交えてわかりやすく説明。新聞・雑誌に登
場する経済資料を読み解くために最低限必要な統計・数学知識を解説。 

マクロ経済と金融 （入門編） 
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 9784766409260  

著編者名 石橋 春男 発行年 2002 商品コード 1013985142 
マクロ・金融・国際経済を関連づけながら体系的に学習することを目的としたニュータイプのマクロ経済学テキスト。各算式をその導出過程から
応用まで、ていねいに展開。数学の苦手な人にも理解できる。近年の金融・国際経済への関心の高まりに応えた一冊。2色刷で、図表も豊富。
はじめて経済学を学ぶ学生、公務員試験をはじめ証券アナリスト試験、経済学検定試験など各種資格試験受験者の必携入門書。 

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 

いのちに国境はない ―多文化「共創」の実践者たち― 川村 千鶴子 2017 9784766423938 ¥6,160 ¥9,240 1024943430 

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田 有史 2017 9784766424072 ¥6,160 ¥9,240 1024943435 

歴史としての大衆消費社会 ―高度成長とは何だったのか?―（総合研究現代日本経済分析） 寺西 重郎 2017 9784766424478 ¥13,860 ¥20,790 1025599547 

日本的雇用慣行は変化しているのか ―本社人事部の役割―（慶應義塾大学産業研究所叢書） 一守 靖 2016 9784766423211 ¥14,190 ¥21,340 1020782077 

幕藩制転換期の経済思想 小室 正紀 2016 9784766423327 ¥15,400 ¥23,100 1022028540 

失業なき雇用流動化 ―成長への新たな労働市場改革― 山田 久 2016 9784766423457 ¥7,700 ¥11,550 1022028545 

金融政策の「誤解」 ―"壮大な実験"の成果と限界― 早川 英男 2016 9784766423563 ¥7,700 ¥11,550 1022698987 

多文化「共創」社会入門 ―移民・難民とともに暮らし、互いに学ぶ社会へ― 小泉 康一 2016 9784766423716 ¥6,820 ¥10,230 1024019655 

システムデザイン・マネジメントとは何か 
慶應義塾大学大学院システム 
デザイン・マネジメント研究科 

2016 9784766423785 ¥7,480 ¥11,220 1024019658 

21世紀のマルクス経済学 延近 充 2015 9784766422221 ¥8,690 ¥12,980 1018441464 

よくわかる!マクロ経済学入門 石橋 春男 2015 9784766421514 ¥5,610 ¥8,360 1018683927 

日本経済の課題と針路 ―経済政策の理論・実証分析― 吉野 直行 2015 9784766422047 ¥13,640 ¥20,460 1018683929 

米作農業の政策効果分析 （総合研究現代日本経済分析 第2期） 黒田 誼 2015 9784766422412 ¥13,860 ¥20,790 1018683933 

改善活動のマネジメント ―問題発見・解決能力を組織に蓄積する― 坂爪 裕 2015 9784766422467 ¥8,360 ¥12,540 1019023627 

グローバルプロジェクトチームのまとめ方 ―リーダーシップの新たな挑戦― ルス・マルティネリ 2015 9784766422450 ¥11,110 ¥16,610 1019314875 

数理経済学の源流と展開 武藤 功 2015 9784766422535 ¥15,400 ¥23,100 1019314878 

多文化都市・新宿の創造 ―ライフサイクルと生の保障― 川村 千鶴子 2015 9784766422665 ¥16,940 ¥25,410 1019532987 

経済学ではこう考える 中島 隆信 2014 9784766421330 ¥4,620 ¥6,930 1016605978 

北海道経済の多面的分析 ―TPPによる所得増加への道筋― 遠藤 正寛 2014 9784766421613 ¥12,936 ¥19,404 1016671123 

ネットワーク・メディアの経済学 春日 教測 2014 9784766421583 ¥12,320 ¥18,480 1017162592 

経済学の歴史 小畑 二郎 2014 9784766421750 ¥8,008 ¥12,012 1017819730 

中国哲学と現代科学 ―気と理に導かれた「正しい経営」― 唐澤 昌敬 2013 9784766420494 ¥4,752 ¥7,128 1016418909 

経営人材を育てる! ―CEO人材欠乏症の日本を変える― 慶應義塾大学ビジネス・スクール 2013 9784766420968 ¥5,544 ¥8,316 1016671122 

備えるBCMから使えるBCMへ ―持続的な企業価値の創造に向けて― 安井 肇 2013 9784766420524 ¥5,808 ¥8,712 1017973012 

セル生産方式の編成原理 坂爪 裕 2012 9784766419092 ¥12,144 ¥18,216 1016418894 

戦後食糧行政の起源 ―戦中・戦後の食糧危機をめぐる政治と行政― 小田 義幸 2012 9784766420005 ¥15,312 ¥22,968 1016418907 

日本の資本主義とフクシマ ―制度の失敗とダイナミック・ケイパビリティ― 谷口 和弘 2012 9784766419917 ¥10,780 ¥16,170 1018720213 

経済学わが道 福岡 正夫 2011 9784766418613 ¥10,032 ¥15,048 1016418890 

ヒックスと時間 ―貨幣・資本理論と歴史理論の総合― 小畑 二郎 2011 9784766418200 ¥12,672 ¥19,008 1017972997 

経済戦略のためのモデル分析入門 藤田 康範 2011 9784766418538 ¥7,392 ¥11,088 1017973000 

現代日本農業の政策過程 3（総合研究現代日本経済分析） 本間 正義 2010 9784766417302 ¥10,032 ¥15,048 1017972993 

インテリジェンス入門 ―利益を実現する知識の創造― 第2版 北岡 元 2009 9784766416824 ¥6,336 ¥9,504 1013985187 

組織自律力 ―マネジメント像の転換― 佐藤 剛 2006 9784766413076 ¥7,392 ¥11,088 1013985179 

HRMマスターコース ―人事スペシャリスト養成講座― 須田 敏子 2005 9784766412079 ¥8,448 ¥12,672 1013985193 

現代ロシアの経済構造 塩原 俊彦 2004 9784766410679 ¥15,840 ¥23,760 1013985164 

日本型賃金制度の行方 ―日英の比較で探る職務・人・市場― 須田 敏子 2004 9784766410884 ¥10,560 ¥15,840 1013985165 

現代社会と労働 菊野 一雄 2003 9784766410228 ¥7,392 ¥11,088 1013985159 

株式持合と日本型経済システム 岡部 光明 2002 9784766408942 ¥5,808 ¥8,712 1013985138 

創発型組織モデルの構築  
―構造によって支配された静態的秩序から、人間の意志によって支配された動態的秩序へ― 

唐澤 昌敬 2002 9784766409208 ¥12,408 ¥18,612 1013985141 

地方財政論 ―受益と負担関係明確化へのシナリオ― 平野 正樹 2002 9784766409642 ¥6,336 ¥9,504 1013985191 

公益学のすすめ 小松 隆二 2000 9784766407938 ¥6,336 ¥9,504 1013985131 

19世紀アメリカの法と経済 折原 卓美 1999 9784766407587 ¥12,144 ¥18,216 1013985126 

協同組合論集 白井 厚 1991 9784766404821 ¥8,712 ¥13,068 1013985114 
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法律・法学関連  

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 

入門講義会社法 第2版 鈴木 千佳子 2017 9784766424270 ¥8,690 ¥13,090 1024775742 

戦後法制改革と占領管理体制 出口 雄一 2017 9784766424331 ¥21,010 ¥31,570 1025193937 

軍法会議のない「軍隊」 ―自衛隊に軍法会議は不要か― 霞 信彦 2017 9784766424539 ¥5,610 ¥8,470 1025599545 

債権法改正を読む ―改正論から学ぶ新民法― 松尾 弘 2017 9784766424744 ¥8,360 ¥12,540 1026405265 

明治初期伺・指令裁判体制の一掬 霞 信彦 2016 9784766422948 ¥18,480 ¥27,720 1020083502 

大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川 幸一 2016 9784766423204 ¥5,610 ¥8,470 1020782073 

法学講義ノート 第6版 霞 信彦 2016 9784766423112 ¥5,610 ¥8,470 1020782074 

独仏指図の法理論 ―資金移動取引の基礎理論― 隅谷 史人 2016 9784766423587 ¥22,880 ¥34,320 1023366693 

未遂犯と実行の着手 佐藤 拓磨 2016 9784766423792 ¥20,020 ¥30,030 1023891718 

民法の体系 ―市民法の基礎―第6版 松尾 弘 2016 9784766422771 ¥16,060 ¥24,090 1023891722 

大正期日本法学とスイス法 小沢 奈々 2015 9784766422016 ¥21,560 ¥32,340 1017819732 

新世紀民法学の構築 ―民と民との法を求めて― 池田 真朗 2015 9784766422238 ¥6,490 ¥9,790 1017973137 

倒産法実務の理論研究 （民事法実務の理論研究 1） 岡 伸浩 2015 9784766422184 ¥19,800 ¥29,700 1018194095 

工藤北斗の司法試験予備試験最速の「合格り方」 工藤 北斗 2015 9784766422320 ¥4,950 ¥7,370 1018683932 

特別刑法入門 ―刑事法実務の基礎知識― 安冨 潔 2015 9784766422788 ¥10,780 ¥16,170 1019314880 

イギリス取引法入門 島田 真琴 2014 9784766421125 ¥11,704 ¥17,556 1016605977 

慈悲と正直の公共哲学 ―日本における自生的秩序の形成― 桂木 隆夫 2014 9784766421743 ¥16,016 ¥24,024 1016824321 

法典とは何か 岩谷 十郎 2014 9784766421873 ¥8,008 ¥12,012 1017522740 

宋代民事法の世界 青木 敦 2014 9784766421606 ¥24,640 ¥36,960 1018683928 

入門講義会社法 鈴木 千佳子 2013 9784766419986 ¥7,392 ¥11,088 1016418906 

民法改正を読む ―改正論から学ぶ民法― 松尾 弘 2012 9784766419542 ¥6,336 ¥9,504 1017973004 

ボワソナードとその民法 池田 真朗 2011 9784766416282 ¥15,312 ¥22,968 1016418878 
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外交、国際事情・国際問題関連  

中国対外行動の源泉  
（慶應義塾大学東アジア研究所・現代中国研究シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥12,320 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784766424089  

著編者名 加茂 具樹 発行年 2017 商品コード 1025193935 

▼現代中国の対外行動を国際的要因、および統治構造による国内政治的要因からその源泉を明らかにする。▼中国の外交路線は「特色ある
大国外交」。日本は、そうした中国の新しい変化に極めて間近な距離で向き合っている。▼大きく変化してきた中国の対外行動について、それ
を形作っている国際政治的要因と国内政治的要因という構造的レベルに腑分けし、その源泉を見出すことを試みる。 

アジア主義と近代日中の思想的交錯 
同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784766423488  

著編者名 嵯峨 隆 発行年 2016 商品コード 1022295598 

アジア主義は、アジア諸国の連帯を標榜しつつ、結果として日本においては帝国主義の正当化に利用され、中国においては国内の政治・軍事
目的に利用された、いわば同床異夢の「幻視」であった。本書は、第一次世界大戦前後から日中戦争期に至るまでのアジア主義の思想的展
開を、宮崎滔天、孫文らとその継承者を軸に考察し、日中の政治的帰結とともにその意味を再検討する。 

迷走するイギリス  
―EU離脱と欧州の危機― 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766423730  

著編者名 細谷 雄一 発行年 2016 商品コード 1023366698 

これから孤高の道を歩むイギリスがめざす方向は? また連合王国としてのイギリスは解体に向かうのか? イギリス外交史の第一人者が“EU離
脱”までの深層と、分裂に揺れるイギリスを読み解く。 

日本の比較優位  
―国際貿易の変遷と源泉― 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784766423747  

著編者名 清田 耕造 発行年 2016 商品コード 1023891717 

日本がもう一度世界経済の中でプレゼンスを取り戻すには何が必要か。貿易理論とデータを駆使してわが国の比較優位の変遷と現状を解明
し、今後の発展に向けての方向性を探る。 

中国外交と台湾  
―「一つの中国」原則の起源― 

同時1アクセス（本体） ¥17,952 

同時3アクセス（本体） ¥26,928 

冊子版ISBN 9784766420104  

著編者名 福田 円 発行年 2013 商品コード 1017973008 

朝鮮戦争停戦から文革前夜へと至る、台湾問題をめぐる中国の政治外交史を、「一つの中国」原則の起源という視点から論じる。台湾開放か
ら一つの中国へと移行する毛沢東外交のプラグマティックな側面を浮き彫りにする。 

消費するインドネシア 
同時1アクセス（本体） ¥9,504 

同時3アクセス（本体） ¥14,256 

冊子版ISBN 9784766420159  

著編者名 倉沢 愛子 発行年 2013 商品コード 1017973010 

急激な経済発展を遂げるインドネシア。近代的なショッピングモールと路地裏の露天商が共存する空間で、伝統と現代をともにライフスタイル
に取り込む中間層のたくましさを、詳細な現地調査によって描き出す。 

サンゴ礁と人間  
―ポリネシアのフィールドノート― 

同時1アクセス（本体） ¥8,448 

同時3アクセス（本体） ¥12,672 

冊子版ISBN 9784766419832  

著編者名 近森 正 発行年 2012 商品コード 1017973007 

青い海に浮かぶ小さな島の人々の営みは、苛酷な自然環境のなかで厳しくも優しい。地球上の人類生存のフロンティアであったサンゴ礁に暮
らす人々の生活とその変化の一端を紹介する。 
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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 

インドネシア国家と西カリマンタン華人 ―「辺境」からのナショナリズム形成― 松村 智雄 2017 9784766423860 ¥17,930 ¥26,950 1024322135 

秩序変動と日本外交 ―拡大と収縮の七〇年―（慶應義塾大学東アジア研究所叢書） 添谷 芳秀 2016 9784766423150 ¥13,310 ¥20,020 1022028539 

東アジア生産ネットワークと経済統合 （慶應義塾大学東アジア研究所叢書） 木村 福成 2016 9784766423334 ¥12,980 ¥19,470 1022295594 

帝国日本の記憶 ―台湾・旧南洋群島における外来政権の重層化と脱植民地化― 三尾 裕子 2016 9784766423594 ¥18,480 ¥27,720 1023668617 

中国外交とプラグマティズム ―一九五〇年代における中国の対英政策― 廉 舒 2016 9784766423761 ¥15,400 ¥23,100 1023668619 

環境税の日独比較 ―財政学から見た租税構造と導入過程― 佐藤 一光 2016 9784766423808 ¥14,850 ¥22,330 1024019657 

イスタンブル交易圏とイラン ―世界経済における近代中東の交易ネットワーク― 坂本 勉 2015 9784766422078 ¥19,404 ¥29,106 1017819734 

被爆者はなぜ待てないか ―核/原子力の戦後史― 奥田 博子 2015 9784766422337 ¥8,360 ¥12,540 1018441466 

国連と帝国 ―世界秩序をめぐる攻防の20世紀― マーク マゾワー 2015 9784766422436 ¥8,690 ¥12,980 1018683934 

現代インドのカーストと不可触民 ―都市下層民のエスノグラフィー― 鈴木 真弥 2015 9784766422825 ¥18,480 ¥27,720 1019532988 

戦後アジア・ヨーロッパ関係史 ―冷戦・脱植民地化・地域主義―（慶應義塾大学東アジア研究所叢書） 細谷 雄一 2015 9784766422894 ¥12,320 ¥18,480 1020083501 

越境的な規範の形成と執行 杉浦 章介 2014 9784766421705 ¥21,560 ¥32,340 1016671125 

冷戦期日韓安全保障関係の形成 崔 慶原 2014 9784766421392 ¥13,244 ¥19,866 1016824318 

中国の経済成長と土地・債務問題 ―政府間財政システムにおける「競争」と「調整」― 徐 一睿 2014 9784766421576 ¥8,316 ¥12,474 1017162591 

アジア主義思想と現代 長谷川 雄一 2014 9784766421309 ¥10,560 ¥15,840 1017973133 

池田政権と高度成長期の日本外交 鈴木 宏尚 2013 9784766420692 ¥12,936 ¥19,404 1016671121 

世界史の中の近代日韓関係 長田 彰文 2013 9784766420586 ¥6,336 ¥9,504 1017973013 

近代東アジア世界と憲法思想 國分 典子 2012 9784766419368 ¥17,952 ¥26,928 1016418895 

中国共産党の支配と権力 ―党と新興の社会経済エリート― 鈴木 隆 2012 9784766419511 ¥17,952 ¥26,928 1016418898 

語られなかった戦後日本外交 池井 優 2012 9784766419948 ¥6,600 ¥9,900 1016418905 

名誉としての議席 ―近世イングランドの議会と統治構造― 仲丸 英起 2011 9784766418330 ¥11,088 ¥16,632 1016418885 

中国の自転車産業 ―「改革・開放」と産業発展― 駒形 哲哉 2011 9784766418521 ¥11,088 ¥16,632 1016418888 

インターネットが変える選挙 ―米韓比較と日本の展望― 清原 聖子 2011 9784766417999 ¥6,336 ¥9,504 1017972995 

現代中東情報探索ガイド  改訂版 長場 紘 2006 9784766412574 ¥5,808 ¥8,712 1013985176 

台湾における一党独裁体制の成立 松田 康博 2006 9784766413267 ¥18,480 ¥27,720 1013985180 

旧ソ連地域と紛争 ―石油・民族・テロをめぐる地政学― 廣瀬 陽子 2005 9784766411928 ¥11,088 ¥16,632 1013985170 

現代中国の政治と官僚制 国分 良成 2004 9784766410549 ¥8,976 ¥13,464 1013985163 

太平洋問題調査会の研究 ―戦間期日本IPRの活動を中心として― 片桐 庸夫 2003 9784766410334 ¥15,312 ¥22,968 1013985161 

インターネットを武器にした「ゲリラ」 ―反グローバリズムとしてのサパティスタ運動― 山本 純一 2002 9784766409529 ¥10,032 ¥15,048 1013985151 

東アフリカ農耕民社会の研究 ―社会人類学からのアプローチ― 坂本 邦彦 2001 9784766408416 ¥37,714 ¥56,573 1013985136 

南極条約体制と国際法 ―領土、資源、環境をめぐる利害の調整― 池島 大策 2000 9784766408218 ¥15,840 ¥23,760 1013985132 

現代国際法 栗林 忠男 1999 9784766407747 ¥12,672 ¥19,008 1013985128 

ヴェトナム戦争の起源 ―アイゼンハワー政権と第一次インドシナ戦争― 赤木 完爾 1991 9784766404784 ¥7,656 ¥11,484 1013985189 

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 

環境 （1） 井上 真 2017 9784766423945 ¥11,110 ¥16,720 1024943431 

社会 （2） 宮原 曉 2017 9784766423952 ¥11,110 ¥16,720 1024943432 

政治 （3） 山本 信人 2017 9784766423969 ¥11,110 ¥16,720 1024943433 

東南アジア地域研究入門  ▼東南アジア地域研究ガイドの決定版！▼欧米とは異なる独自の発展と変容をとげつつある東南ア
ジア。その研究シーンのフロントランナーたちが執筆陣に集結、重要研究をわかりやすく紹介しながら、
歴史的背景から地域が直面する課題までを新たな切り口で明快に示す。▼東南アジアを「研究した
い」「知りたい」学部・大学院生はもちろん、アジアを舞台に活躍するビジネスパーソン、メディア関係
者なども必読のシリーズ。 

外交、国際事情・国際問題関連  

韓国知識人との対話 

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 

日韓の未来をつくる（1） 若宮 啓文 2015 9784766422269 ¥7,700 ¥11,600 1018194096 

米中の狭間を生きる（2） 添谷 芳秀 2015 9784766422276 ¥7,700 ¥11,600 1018194097 

韓流ブームからなぜ嫌韓ムードへ？元外相が語る日韓国交正常化、ナショナリズムの克服と知識人
の役割。活性化する日韓の自治体交流。ＩＴでつなぐアジアの大学ほか、私たちは、次の世代に何を
残すのか？ 

３冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥33,330 ¥50,160 

2冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥15,400 ¥23,100 

2019年2月 

19 



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。 

社会学関連  

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 

批判する/批判されるジャーナリズム 大石 裕 2017 9784766423976 ¥5,610 ¥8,470 1024118120 

Fukuzawa Yukichi on women and the family （The thought of Fukuzawa 3） 福沢 諭吉 2017 9784766424140 ¥21,560 ¥32,340 1024589441 

分断と対話の社会学 ―グローバル社会を生きるための想像力― 塩原 良和 2017 9784766424232 ¥7,700 ¥11,550 1024775743 

消費者教育学の地平 西村 隆男 2017 9784766424119 ¥13,860 ¥20,790 1025193934 

水俣の記憶を紡ぐ ―響き合うモノと語りの歴史人類学― 下田 健太郎 2017 9784766424836 ¥15,400 ¥23,100 1026405263 

失踪の社会学 ―親密性と責任をめぐる試論― 中森 弘樹 2017 9784766424812 ¥12,980 ¥19,470 1026405264 

新しい消費者教育 ―これからの消費生活を考える― 神山 久美 2016 9784766423075 ¥5,610 ¥8,470 1020782075 

メディアの公共性 ―転換期における公共放送― 大石 裕 2016 9784766423778 ¥7,700 ¥11,550 1023668618 

実地調査入門 ―社会調査の第一歩―（アカデミック・スキルズ） 西山 敏樹 2015 9784766422566 ¥4,950 ¥7,480 1020083498 

ジャーナリズムの国籍 ―途上国におけるメディアの公共性を問う― 
慶応義塾大学メディア・ 
コミュニケーション研究所 

2015 9784766422832 ¥11,770 ¥17,710 1020083500 

福沢諭吉とフリーラヴ 西澤 直子 2014 9784766421163 ¥8,624 ¥12,936 1017522738 

ニュースの普及過程分析 青池 愼一 2012 9784766419641 ¥8,976 ¥13,464 1017973005 

公智と実学 猪木 武徳 2012 9784766419689 ¥6,336 ¥9,504 1017973006 

自省する知 ―人文・社会科学のアクチュアリティー― 慶應義塾大学三田哲学会 2011 9784766418217 ¥10,032 ¥15,048 1017972998 

社会システム理論 ―不透明な社会を捉える知の技法 = Social systems theory― 
（リアリティ・プラス = Reality +） 

井庭 崇 2011 9784766418927 ¥6,336 ¥9,504 1017973001 

福澤諭吉と女性 西澤 直子 2011 9784766419078 ¥6,600 ¥9,900 1017973002 

現代語訳文明論之概略 = An outline of a theory of civilization 福沢 諭吉 2010 9784766417449 ¥9,240 ¥13,860 1016418880 

複雑性の科学の原理 ―企業や社会を劇的に変える方法論― 唐澤 昌敬 2009 9784766416534 ¥6,336 ¥9,504 1013985186 

消費者法の新展開 宗田 貴行 2009 9784766416947 ¥12,672 ¥19,008 1013985194 

団体訴訟の新展開 宗田 貴行 2006 9784766412321 ¥10,032 ¥15,048 1013985175 

国際比較調査の方法と解析 真鍋 一史 2003 9784766409567 ¥18,480 ¥27,720 1013985152 

心の健康を求めて ―現代家族の病理― 牛島 定信 1998 9784766407228 ¥6,072 ¥9,108 1013985190 

環境コミュニケーション論 藤江 俊彦 1997 9784766406757 ¥6,864 ¥10,296 1013985121 

社会・世論調査のデータ解析 真鍋 一史 1993 9784766405248 ¥13,728 ¥20,592 1013985116 

世論とマス・コミュニケーション ―その理論と調査―（関西学院大学研究叢書 第42篇） 真鍋 一史 1983 9784766402810 ¥10,032 ¥15,048 1013985110 
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社会福祉・社会保障関連  

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 

医療介護の一体改革と財政 （再分配政策の政治経済学 6） 権丈 善一 2015 9784766421958 ¥14,190 ¥21,340 1020083495 

年金、民主主義、経済学 （再分配政策の政治経済学 7） 権丈 善一 2015 9784766421965 ¥14,190 ¥21,340 1020083496 

社会保障費用統計の理論と分析 
―事実に基づく政策論議のために―（国立社会保障・人口問題研究所研究叢書） 

国立社会保障・ 
人口問題研究所 

2014 9784766421262 ¥13,860 ¥20,790 1016480077 

社会保護政策論 ―グローバル健康福祉社会への政策提言― 真屋 尚生 2014 9784766421095 ¥14,168 ¥21,252 1016824317 

コミュニティのちから ―"遠慮がちな"ソーシャル・キャピタルの発見― 今村 晴彦 2010 9784766417524 ¥7,700 ¥11,550 1019486118 

ヒューマンサービスと信頼 ―福祉NPOの理論と実証― 宮垣 元 2003 9784766410303 ¥10,032 ¥15,048 1013985160 

福祉技術と都市生活  
―高齢者・障がい者・外国人・子どもと親への配慮― 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784766424133  

著編者名 西山 敏樹 発行年 2017 商品コード 1024775741 

「福祉技術」とは、誰もが快適に過ごせる環境をつくり上げるための数々の技術の総称。従前の福祉技術は「高齢者」「障
がい者」にスポットライトを当ててきたが、本書では東京オリンピック2020も視野に入れて、「子どもとその親」「外国人」の目
線も重視し、4つの視座で都市環境をとらえ直した。それこそが、真のユニバーサルデザイン化に必要なことであり、現代に
生きるわれわれの都市を見るべき重要な視座だと考える。 

国民視点の医療改革  
―超高齢社会に向けた技術革新と制度― 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784766424416  

著編者名 翁 百合 発行年 2017 商品コード 1025881707 

▼“利用者本位”の制度設計を考える  従来の医師・病院、薬局など医療提供者側からの視点だけでなく、利用者＝患者
側の便益にも、より配慮した制度設計――医療提供体制、保険外併用療養費制度、遠隔診療、医療情報の医療機関間で
の共有、今後の薬局のあり方など――の推進によって健康寿命延伸、健康関連産業の発展、医療費増加抑制へと結びつ
けることを提言する。 

災害復興法学 

同時1アクセス（本体） ¥8,624 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784766421637  

著編者名 岡本 正 発行年 2014 商品コード 1016605980 

東日本大震災直後から無料法律相談を通じて集められた４万人を超える被災者の「声」。法律家は、地域や時間の経過に
よって変化するこの多様な「声」を集約・分析し、被災地の真のリーガル・ニーズに基づいた立法・制度構築を提言してきた。
この法律的課題の発見から政策提言までの軌跡を解説することで、巨大災害時の生活再建支援、被災地域の災害復旧・
復興支援に必要となる公共政策上のノウハウの伝承を目指す。 

イギリスの児童福祉 

同時1アクセス（本体） ¥5,808 

同時3アクセス（本体） ¥8,712 

冊子版ISBN 9784766404333  

著編者名 小松 隆二 発行年 1989 商品コード 1013985111 

改正社会保障法の実施により転換点に直面したイギリス社会福祉のうち児童福祉について、過去の足跡を含め全般的な
紹介・分析を試みており、最新の情報や現場の動向も可能な限り紹介する。 
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環境問題を考える  

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 

地球温暖化シミュレーション ―地質時代の炭素循環― 柏木 洋彦 2015 9784766422023 ¥9,856 ¥14,784 1017819733 

水資源の国際経済学 ―気候・人口問題と水利用のネットワーク化― 
（総合研究現代日本経済分析 第2期） 

佐藤 正弘 2015 9784766422146 ¥15,400 ¥23,100 1018194093 

森林資源の環境経済史 ―近代日本の産業化と木材― 山口 明日香 2015 9784766422429 ¥13,860 ¥20,790 1019748792 

排出権取引 ―理論と実験による制度設計― 
（総合研究現代日本経済分析） 

西條 辰義 2013 9784766418637 ¥12,936 ¥19,404 1016671119 

スマートネットワークの未来 ―EVNOが作る新エネルギービジネス― 山中 直明 2012 9784766419856 ¥5,280 ¥7,920 1016418902 

日本石炭産業の戦後史 ―市場構造変化と企業行動― 島西 智輝 2011 9784766418873 ¥14,256 ¥21,384 1016418892 

宇宙樹 竹村 真一 2004 9784766410037 ¥6,336 ¥9,504 1013985192 

エネルギー・ガバナンスの行政学 大山 耕輔 2002 9784766409284 ¥7,656 ¥11,484 1013985143 

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 

法学・経済学・自然科学から考える 
環境問題 

青木 淳一 2017 9784766424461 ¥5,610 ¥8,470 1025599543 

スーパーバイオマス 
 ―植物に学ぶ、植物を活かす― 

福田 裕穂 2016 9784766423037 ¥9,900 ¥14,850 1020598896 

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 

「人」という視点から （1） 六車 明 2017 9784766424041 ¥8,030 ¥12,100 1024589442 

企業と人とのあいだから （2） 六車 明 2017 9784766424058 ¥8,030 ¥12,100 1024589443 

まちづくりを考える  

2冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥16,060 ¥24,200 

環境法の考え方 

その他関連書籍 

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 

総合研究日本のタクシー産業 ―現状と変革に向けての分析― 太田 和博 2017 9784766424393 ¥12,320 ¥18,480 1025376209 

交通サービスの革新と都市生活 ―行動の意思決定を有効に支援する技術― 西山 敏樹 2017 9784766424782 ¥8,360 ¥12,540 1026405262 

近未来の交通・物流と都市生活 ―ユニバーサルデザインとエコデザインの融合― 西山 敏樹 2016 9784766423044 ¥8,360 ¥12,540 1020598897 

公益とまちづくり文化 ―「公益の故郷」山形から― 小松 隆二 2003 9784766409925 ¥6,336 ¥9,504 1013985155 

東京のグランドデザイン ―都市経営フォーラム講演録―（Keio UP選書） 伊藤 滋 2000 9784766407839 ¥5,808 ¥8,712 1013985130 
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歴史を読み解く～日本史関連  
  

幕府海軍の興亡 
 ―幕末期における日本の海軍建設― 

同時1アクセス（本体） ¥20,020 

同時3アクセス（本体） ¥30,030 

冊子版ISBN 9784766424218 

著編者 金澤, 裕之 発行年 2017 商品コード 1025193936 

伊勢の豪商竹川竹斎、幕臣勝麟太郎（海舟）ら近世日本人の海軍認識、咸臨丸米国派遣の成果と課題、鑑船運用や経費執行の
状況、人事システムの構築、第二次幕長戦争における戦闘の様相、明治政府への移管など、幕末期に江戸幕府が創設した近代
海軍、いわゆる幕府海軍の軍事組織としての活動実態を、広範な史料を駆使して明らかにする。 

  

空海の座標 ―存在とコトバの深秘学― 
同時1アクセス（本体） ¥8,690 

同時3アクセス（本体） ¥13,090 

冊子版ISBN 9784766423099 

著編者 高木, 訷元 発行年 2016 商品コード 1020598895 

空海の生きた時代背景にそくしつつ、代表著作を精緻に読み解くことで、その思想の核心たるマンダラ思想が、どのようにして生ま
れ、体系化されていったのかを、迫力ある筆致で描き出す。 

  

南方熊楠 ―複眼の学問構想― 
同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784766423624 

著編者 松居, 竜五 発行年 2016 商品コード 1024118118 

アメリカ、キューバ、ロンドン、那智――。世界各地を自ら踏破し、古今東西の膨大な時空に拡がる文献を駆使して、Nature や
Notes and Queries に400篇近い英文論考を発表。西欧の知的潮流に正面から向き合い、独創的な知を紡いだ学者・南方熊楠の
多様性と集束力の織り成すダイナミズムを精緻に描く労作。 

  

法制と社会の古代史 
同時1アクセス（本体） ¥26,180 

同時3アクセス（本体） ¥39,270 

冊子版ISBN 9784766422306 

著編者 三田古代史研究会 発行年 2015 商品コード 1018683930 

三田古代史研究会の創設25周年を期して作成した論文集。日本古代の法と秩序、政務と人物、生活と信仰など、法制と社会に関
わる問題を多角的かつ実証的に解明する。 

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 

西南戦争と自由民権 小川原 正道 2017 9784766424348 ¥9,900 ¥14,850 1025376211 

醬油醸造業と地域の工業化 ―高梨兵左衛門家の研究― 井奥 成彦 2016 9784766423495 ¥21,010 ¥31,570 1022698986 

近代日本の金・外貨政策 齊藤 壽彦 2015 9784766418910 ¥123,200 ¥184,800 1017522737 

幕末維新期の米国留学 ―横井左平太の海軍修学― 高木 不二 2015 9784766422504 ¥20,020 ¥30,030 1019023628 

馬場辰猪日記と遺稿 馬場 辰猪 2015 9784766422580 ¥20,020 ¥30,030 1019532986 

伝記小泉信三 神吉 創二 2014 9784766421590 ¥7,392 ¥11,088 1016824320 

自由・民権・平和 ―日本近代史研究と私― 松永 昌三 2014 9784766421767 ¥46,200 ¥69,300 1016824322 

監獄行政官僚と明治日本 ―小河滋次郎研究― 小野 修三 2012 9784766419146 ¥10,032 ¥15,048 1017973003 

徳富蘇峰とアメリカ （拓殖大学研究叢書 . 社会科学 36） 澤田 次郎 2011 9784766418064 ¥21,120 ¥31,680 1013985188 

現代日本の産業集積研究 ―実態調査研究と論理的含意― 渡辺 幸男 2011 9784766418514 ¥11,880 ¥17,820 1016418887 

歴史学との出会い 速水 融 2010 9784766417432 ¥6,336 ¥9,504 1016418879 

昭和戦前期立憲政友会の研究 ―党内派閥の分析を中心に― 奥 健太郎 2004 9784766410921 ¥12,144 ¥18,216 1013985166 

第一次世界大戦と日本海軍 ―外交と軍事との連接― 平間 洋一 1998 9784766406870 ¥10,560 ¥15,840 1013985122 

禁衞府の研究 ―幻の皇宮衞士總隊― 藤井 徳行 1998 9784766407273 ¥10,560 ¥15,840 1013985125 

律令外古代法の研究 長谷山 彰 1990 9784766404531 ¥7,656 ¥11,484 1013985113 
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歴史を読み解く～世界史関連  

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 

世界史のなかの近世 （青山学院大学総合研究所叢書） 青木 敦 2017 9784766424096 ¥13,860 ¥20,790 1024943434 

暴政 ―20世紀の歴史に学ぶ20のレッスン― ティモシー・スナイダー 2017 9784766424386 ¥3,740 ¥5,610 1025376210 

第一次世界大戦への道 ―破局は避けられなかったのか― ウィリアム・マリガン 2017 9784766424454 ¥9,900 ¥14,850 1025599549 

現代中国産業発展の研究 ―製造業実態調査から得た発展論理― 渡辺 幸男 2016 9784766423174 ¥13,860 ¥20,790 1020782076 

ブラックアース 上 ―ホロコーストの歴史と警告― ティモシー・スナイダー 2016 9784766423501 ¥8,690 ¥13,090 1022698988 

ブラックアース 下 ―ホロコーストの歴史と警告― ティモシー・スナイダー 2016 9784766423518 ¥9,240 ¥13,860 1022698989 

古代からドレフュス事件まで （フランス・ユダヤの歴史 上） 菅野 賢治 2016 9784766423600 ¥15,400 ¥23,100 1023366694 

二〇世紀から今日まで （フランス・ユダヤの歴史 下） 菅野 賢治 2016 9784766423617 ¥13,860 ¥20,790 1023366695 

ブワイフ朝の政権構造 ―イスラーム王朝の支配の正当性と権力基盤― 橋爪 烈 2016 9784766423693 ¥27,720 ¥41,580 1023366697 

ジャン=ジョゼフ・スュラン ―一七世紀フランス神秘主義の光芒― 渡辺 優 2016 9784766423686 ¥23,100 ¥34,650 1023668615 

ユリアヌスの信仰世界 ―万華鏡のなかの哲人皇帝― 中西 恭子 2016 9784766423822 ¥23,100 ¥34,650 1023891720 

実験国家アメリカの履歴書 ―社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡―第2版 鈴木 透 2016 9784766423907 ¥7,700 ¥11,550 1024118117 

入門講義キリスト教と政治 田上 雅徳 2015 9784766421835 ¥7,392 ¥11,088 1017819731 

アルスター長老教会の歴史 ―スコットランドからアイルランドへ― 松井 清 2015 9784766422108 ¥16,720 ¥25,080 1017973134 

エリアーデ=クリアーヌ往復書簡 ―1972-1986― ミルチャ・エリアーデ 2015 9784766422474 ¥16,940 ¥25,410 1019314876 

熱狂と動員 ―一九二〇年代中国の労働運動― 衛藤 安奈 2015 9784766422856 ¥21,560 ¥32,340 1019748796 

神女列伝 （比較神話学試論 2） 森 雅子 2013 9784766420906 ¥18,480 ¥27,720 1016480079 

宗教改革と農奴制 ―スイスと西南ドイツの人格的支配 = Reformation und Leíbeigenschaft : zur 
Geschichte der persönlichen Herrschaften in der Schweiz und im Deutschen Südwesten― 

野々瀬 浩司 2013 9784766420609 ¥18,480 ¥27,720 1017973014 

情報による安全保障 ―ネットワーク時代のインテリジェンス・コミュニティ― 土屋 大洋 2007 9784766414172 ¥11,880 ¥17,820 1013985181 

インテリジェンスの歴史 ―水晶玉を覗こうとする者たち― 北岡 元 2006 9784766413007 ¥6,600 ¥9,900 1013985178 

アメリカ革命とジョン・ロック 大森 雄太郎 2005 9784766411607 ¥12,672 ¥19,008 1013985168 

西王母の原像 ―比較神話学試論― 森 雅子 2005 9784766411782 ¥15,840 ¥23,760 1013985169 

イスタンブル ―歴史と現代の光と影― 長場 紘 2005 9784766411959 ¥6,336 ¥9,504 1013985171 

蔣介石と南京国民政府 家近 亮子 2002 9784766408966 ¥13,200 ¥19,800 1013985139 

伝クセノポン「アテーナイ人の国制」の研究 真下 英信 2001 9784766408379 ¥18,480 ¥27,720 1013985134 

近代トルコ見聞録 （Keio UP選書） 長場 紘 2000 9784766407792 ¥5,280 ¥7,920 1013985129 

近代日本人のアメリカ観 ―日露戦争以後を中心に― 澤田 次郎 1999 9784766407662 ¥10,560 ¥15,840 1013985127 

第二次世界大戦の政治と戦略 赤木 完爾 1997 9784766406658 ¥10,032 ¥15,048 1013985120 

中国国民党左派の研究 山田 辰雄 1980 9784766400564 ¥10,032 ¥15,048 1013985109 
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哲学関連  
  知覚と判断の境界線 

 ―「知覚の哲学」基本と応用― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 
同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784766424263 

著編者 源河 亨 発行年 2017 商品コード 1024943436 

20世紀はじめにセンスデータ説によって興隆をみせた「知覚の哲学」。一度は忘れ去られたこの領域が一世紀を経て、意識の自然
化の問題に注目が集まったことにより、新たに息を吹き返した。 分析哲学、現象学、心の哲学、美学、認知科学、認識論や存在
論を総動員した最新の「知覚の哲学」から、事物の種類、他者の情動、音の不在、美的性質など、一見すると「理解」「判断」される
と思われるものが、実は知覚されうる可能性を探る、野心的な試み。 

  ライプニッツの創世記 
 ―自発と依存の形而上学― 

同時1アクセス（本体） ¥17,270 
同時3アクセス（本体） ¥25,960 

冊子版ISBN 9784766424553 

著編者 根無 一信 発行年 2017 商品コード 1025599546 

ライプニッツ研究において、これまで「矛盾」とみなされてきた、被造物の「自発性」と「依存性」。この両概念の並存可能性を立証す
るとともに、予定調和の世界でも人間は自由であることを示す力作。被造物における「自発性」と「神への依存性」という矛盾する二
つの根本性格は、いかにして両立しうるのか。本書は、ライプニッツ哲学の「神と被造物の関係性」、「世界創造の始源」に焦点を合
わせ、哲学史上の大問題を解決することを試みる。 

  ベンサムの言語論 
 ―功利主義とプラグマティズム― 

同時1アクセス（本体） ¥26,180 
同時3アクセス（本体） ¥39,270 

冊子版ISBN 9784766424492 

著編者 高島 和哉 発行年 2017 商品コード 1025599548 

本書は、彼の思想体系の基礎にプラグマティックな言語論があることを初めて明らかにし、心理学、倫理学、法学、政治学など、人
間とその秩序全般にわたる彼の厖大な思索を詳細に読み解く。「法の科学」にもとづく若き日の法治国家構想から、包括的な社会
改革理論の構築とその実践に邁進する晩年にいたるまで、〈フィクションの発明を通じた、実在世界のよりよき組織化〉をめざし続
けた彼の理論的成果を統一的に把握する視座を確立し、道徳理論としての功利主義研究に新境地をひらく大著。 

  

判断の論理学 
同時1アクセス（本体） ¥7,392 
同時3アクセス（本体） ¥11,088 

冊子版ISBN 9784766410198 

著編者 藤川 吉美 発行年 2003 商品コード 1013985158 

21世紀の複雑な社会を生きていくためには、「問題の合理的な発見・分析・解決」が不可欠である。それには、言葉によって、「論理
的な思考」の訓練をつむことが、必要になってくる。本書は、日常生活にも役立つような視点から、わかりやすい事例で論理的思考
方法を説明していく。 

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 

評伝レヴィナス ―生と痕跡― サロモン・マルカ 2016 9784766422870 ¥12,980 ¥19,470 1020598894 

感じるスコラ哲学 ―存在と神を味わった中世― 山内 志朗 2016 9784766423198 ¥6,160 ¥9,240 1022028543 

シャンカラ派の思想と信仰 澤井 義次 2016 9784766423570 ¥24,640 ¥36,960 1023366692 

アウトテイクス ―小熊英二論文集― 小熊 英二 2015 9784766422399 ¥8,030 ¥11,990 1019023626 

ソロヴィヨフ ―生の変容を求めて― 谷 寿美 2015 9784766422573 ¥13,860 ¥20,790 1019532985 

トマス・アクィナス肯定の哲学 山本 芳久 2014 9784766421712 ¥8,624 ¥12,936 1016671126 

アランの情念論 新田 昌英 2014 9784766421729 ¥21,560 ¥32,340 1017522739 

フーコーの闘争 ―「統治する主体」の誕生― 箱田 徹 2013 9784766420661 ¥7,700 ¥11,550 1016605974 

プラトン理想国の現在 納富 信留 2012 9784766419481 ¥7,392 ¥11,088 1016418897 

ヒューム希望の懐疑主義 ―ある社会科学の誕生― 坂本 達哉 2011 9784766418798 ¥10,032 ¥15,048 1016418891 

Language and magic ―studies in the magical function of speech― 
（The collected works of Toshihiko Izutsu 1） 

Toshihiko, Izutsu 2011 9784766418095 ¥13,860 ¥20,790 1018720211 

井筒俊彦 ―叡智の哲学― 若松 英輔 2011 9784766418118 ¥10,472 ¥15,708 1020416666 

中世の春 ―ソールズベリのジョンの思想世界― 柴田 平三郎 2002 9784766409031 ¥13,200 ¥19,800 1013985140 

新しい時代の社会像 ―博愛主義の世紀― 藤川 吉美 1993 9784766405262 ¥5,016 ¥7,524 1013985117 

新しい時代の価値観 ―平和共存への途― 藤川 吉美 1992 9784766405149 ¥5,016 ¥7,524 1013985115 
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文学（日本文学関連）  

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 

世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ 2017 9784766423914 ¥7,480 ¥11,220 1024322132 

小林秀雄と河上徹太郎 坂本 忠雄 2017 9784766424225 ¥9,240 ¥13,860 1024775740 

美しき闘争 タナハシ・コーツ 2017 9784766424379 ¥8,360 ¥12,540 1025376208 

源氏物語の政治と人間 田坂 憲二 2017 9784766424737 ¥26,180 ¥39,270 1025881708 

小林秀雄 ―越知保夫全作品―新版 越知 保夫 2016 9784766422603 ¥10,560 ¥15,840 1020598893 

詩心をつなぐ ―井上輝夫詩論集― 井上 輝夫 2016 9784766423020 ¥11,110 ¥16,720 1021588053 

『沈黙』をめぐる短篇集 遠藤 周作 2016 9784766423433 ¥9,240 ¥13,860 1023366691 

意志薄弱の文学史 ―日本現代文学の起源― 坂口 周 2016 9784766423662 ¥11,770 ¥17,710 1023668614 

吉行淳之介 ―抽象の閃き― 加藤 宗哉 2016 9784766423815 ¥8,690 ¥13,090 1023668616 

久保田万太郎 ―その戯曲、俳句、小説― 中村 哮夫 2015 9784766422191 ¥8,690 ¥13,090 1017973136 

それでも神はいる ―遠藤周作と悪― 今井 真理 2015 9784766422542 ¥5,610 ¥8,360 1018858744 

叡知の詩学小林秀雄と井筒俊彦 若松 英輔 2015 9784766422696 ¥6,160 ¥9,240 1019748794 

展望台のある島 山川 方夫 2015 9784766422733 ¥9,240 ¥13,860 1020083499 

福田恆存 岡本 英敏 2014 9784766421286 ¥8,008 ¥12,012 1016480080 

荷風と市川 秋山 征夫 2012 9784766419429 ¥6,336 ¥9,504 1016418896 

泉鏡花 ―百合と宝珠の文学史― 持田 叙子 2012 9784766419726 ¥7,392 ¥11,088 1016418899 

詩想の泉をもとめて ―ケンブリッジ、ニューヨーク、福江島まで― 井上 輝夫 2011 9784766418026 ¥6,864 ¥10,296 1017972996 

転形期の歴史叙述 ―縁起巡礼、その空間と物語― 大橋 直義 2010 9784766417906 ¥36,960 ¥55,440 1017972994 

遠藤周作 加藤 宗哉 2006 9784766412901 ¥6,600 ¥9,900 1013985177 

巖谷小波お伽作家への道 ―日記を手がかりに― 勝尾 金弥 2000 9784766408324 ¥9,240 ¥13,860 1013985133 

「内向の世代」論 古屋 健三 1998 9784766407075 ¥7,392 ¥11,088 1013985124 

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 

コジキの思想 （1） 吉増 剛造 2016 9784766423396 ¥10,780 ¥16,170 1022295595 

航海日誌 （2） 吉増 剛造 2016 9784766423402 ¥10,780 ¥16,170 1022295596 

わたしは映画だ （3） 吉増 剛造 2016 9784766423419 ¥10,780 ¥16,170 1022295597 

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 

善を行うに勇なれ （1） 小泉 信三 2016 9784766423839 ¥8,690 ¥13,090 1023891721 

私と福澤諭吉 （2） 小泉 信三 2017 9784766423846 ¥8,690 ¥13,090 1024118119 

３冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥32,340 ¥48,510 

２冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥17,380 ¥26,180 

Gozoノート  

小泉信三エッセイ選  

その他関連書籍 

2019年2月 

26 



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。 

文学（海外文学）  

カール・クラウスと危機のオーストリア ―
世紀末・世界大戦・ファシズム― 

同時1アクセス（本体） ¥11,110 

同時3アクセス（本体） ¥16,720 

冊子版ISBN 9784766423310 

著編者名 高橋, 義彦 発行年 2016 商品コード 1021588059 

独立自営の個人雑誌を舞台に、大新聞が伝える出来事の虚偽や矛盾を暴き続けた、カール・クラウス。「世紀末」「第一
次世界大戦」「ファシズム」という3つの時代におけるクラウスの思想と、彼の生きた激動の時代を読み解く。 

プルーストの黙示録 ―『失われた時を求めて』と第

一次世界大戦 = L'apocalypse selon Proust : à la recherche 
du temps perdu et la Première Guerre mondiale― 

同時1アクセス（本体） ¥9,856 

同時3アクセス（本体） ¥14,784 

冊子版ISBN 9784766422085 

著編者名 坂本, 浩也 発行年 2015 商品コード 1017819735 

人類に未曾有の被害をもたらした世界大戦のさなかに、作家は何を思い、長大な小説の終盤に戦争を組み込んだのか。
たんなる愛国主義にも反戦主義にも回収されない、プルーストの政治的・社会的・美学的ポジションを再定義する。 

O.ヘンリー「最後の一葉」 
 （深読み名作文学） 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784766422115 

著編者名 横山, 千晶 発行年 2015 商品コード 1019023625 

O.ヘンリーの「最後の一葉」をより深く楽しむ一冊。英語の原作を、文法事項の解説、読み解きのポイントとともに掲載し、
英語の文学作品を読み解くコツを伝授。作者の数奇な生涯も紹介。美談には終わらない物語の謎を解く。 

恋するフランス文学 

同時1アクセス（本体） ¥8,448 

同時3アクセス（本体） ¥12,672 

冊子版ISBN 9784766419900 

著編者名 小倉, 孝誠 発行年 2012 商品コード 1016418903 

フランス文学では、どのような人間が、誰を相手に恋愛したのか。どのような状況で恋に落ち、愛の快楽と痛みを味わっ
たのか。おもに近代フランスの作家たちが書き綴った言葉に寄り添いながら、愛のさまざまなかたちを読み解く。 

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 

抵抗の文学 ―国民革命軍将校阿壠の文学と生涯― 関根 謙 2016 9784766423136 ¥18,480 ¥27,720 1021588054 

あなたは今、この文章を読んでいる。 ―パラフィクションの誕生― 佐々木 敦 2014 9784766421620 ¥6,160 ¥9,240 1016605979 

マラルメ不在の懐胎 原 大地 2014 9784766421439 ¥8,624 ¥12,936 1016824319 

美学から政治へ ―モダニズムの詩人とファシズム― 石田 圭子 2013 9784766420845 ¥12,320 ¥18,480 1016605975 

『失われた時を求めて』交響する小説 牛場 暁夫 2011 9784766418606 ¥6,336 ¥9,504 1016418889 

汽車とレコード 速水 融 2010 9784766417562 ¥7,392 ¥11,088 1016418881 
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芸術・文化関連  

  
大学生のための動画制作入門 ―言いたい
ことを映像で表現する技術― 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766424287 

著編者 黒岩, 亜純 発行年 2017 商品コード 1024943437 

1990年代半ばにはじまったインターネットの普及が、コミュニケーションのあり方を大きく変化させた。本書は、学部教養課程の講
座を意識し、制作に必要な知識――企画から撮影、編集までを初心者向けにわかりやすく解説したものである。●著作権などの理
由により、掲載されていない画像がございます。  

  
イスラエルの文化遺産マネジメント ―遺跡
の保護と活用― 

同時1アクセス（本体） ¥20,020 

同時3アクセス（本体） ¥30,030 

冊子版ISBN 9784766424515 

著編者 岡田, 真弓 発行年 2016 商品コード 1025881705 

本書は、イスラエルにおける「文化遺産」の保護と活用をめぐる法制度の変遷と実践の両面について、多角的な視点から実証的に
検討した研究の成果である。 宗教やナショナリズムといったイデオロギーと文化遺産の関係が注目を浴びるなか、文化遺産に関
心をもつすべての人に新しい知見を与えてくれる画期的な一冊となる。 

  

バルトーク ―音楽のプリミティヴィズム― 
同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784766424720 

著編者 太田, 峰夫 発行年 2015 商品コード 1025881706 

本書では、バルトークの創作における、モダニスト作曲家としての一面と、文化ナショナリズムの一面とが、どのような関わりをもっ
ていたのかを分析し、バルトークの作品様式にも同じ二面性があらわれていることを論証する。 そして彼が、民俗音楽の「プリミ
ティヴィズム」を取り込むことで、自らの芸術性を拡大していったさまを、豊富な譜例をもとに明らかにしていく。 

  
アートは地域を変えたか ―越後妻有大地の
芸術祭の十三年 : 2000-2012― 

同時1アクセス（本体） ¥7,392 

同時3アクセス（本体） ¥11,088 

冊子版ISBN 9784766421491 

著編者 澤村, 明 発行年 2013 商品コード 1016480078 

「大地の芸術祭」は地域に何をもたらしたのか。2000年から5回開催され、内外で高い評価を得ている「大地の芸術祭 越後妻有
アートトリエンナーレ」。芸術祭が“地域社会”にもたらした振興面での効果や公共政策としての是非を検証する最新研究。 

緑の画家鈴木信太郎 ―喪失と祈り― 
同時1アクセス（本体） ¥8,316 

同時3アクセス（本体） ¥12,474 

冊子版ISBN 9784766421880 

著編者 安藤, 京子 発行年 2016 商品コード 1016972250 

鈴木信太郎（1895－1989年）は、東京八王子の商家に生まれ、15歳で白馬会洋画研究所に入所、のちに石井柏亭に師事し、一陽
会を結成した洋画家である。その複雑で奥行きのある緑づかいの画風から、「緑の画家」と評された。生誕120年、没後25年を記念
して、画家・鈴木信太郎のはじめての評伝を刊行する。 

韓国映像コンテンツ産業の成長と国際流通 
―規制から支援政策へ― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784766420111 

著編者 金, 美林 発行年 2016 商品コード 1017973009 

アジアをはじめ世界から注目されるドラマ・映画などの韓流現象。韓国映像コンテンツ産業の黎明期から国際流通までの発展を、
政府の初期の規制とその後の支援政策とともに実証的に解き明かす。 

仮名手本忠臣蔵 
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 9784766412161 

著編者 上村, 以和於 発行年 2016 商品コード 1013985174 

赤穂義士事件ともいうべき歴史上の事件を、本来、歌舞伎の作品名に過ぎない「忠臣蔵」となぜ呼ぶのか? 『仮名手本忠臣蔵』全
段を各段ごとに読み解き、日本人にとっての「忠臣蔵」とは何かに迫る。 

時代 (とき) のなかの歌舞伎 ―近代歌舞伎
批評家論― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784766410112 

著編者 上村, 以和於 発行年 2016 商品コード 1013985157 

新たな時代の状況の中で、歌舞伎の意味を根底において考えようとした、明治の三木竹二から昭和の郡司正勝・戸板康二までを
取り上げて、「人間」と舞台との関わりを、問い直す。著者は歌舞伎批評の第一人者。 
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自然科学関連  

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 

言語天文台からみた世界の情報格差 三上 喜貴 2014 9784766421781 ¥11,704 ¥17,556 1017332756 

イノベーション創発論 ―セイコーエプソン・機器デザインセンターの挑戦― 佐藤 剛 2008 9784766415513 ¥6,336 ¥9,504 1013985184 

情報とグローバル・ガバナンス ―インターネットから見た国家― 土屋 大洋 2001 9784766408409 ¥8,448 ¥12,672 1013985135 

現代生命科学入門 

同時1アクセス（本体） ¥5,808 

同時3アクセス（本体） ¥8,712 

冊子版ISBN 9784766408645 

著編者名 小比賀, 正敬 発行年 2001 商品コード 1013985137 

DNA、ゲノム、遺伝子組み替え、クローンなど、すさまじい勢いで拡散している生命科学の知識と技術を
どう利用し育てていくかの判断は社会全体に課された課題である。本書は、広く高校生から社会人まで
を対象に生命科学の全体像と現状を、できるだけ平易な言葉で、1990年代後半以降の研究成果をカ
バーする新しい内容の入門書。 

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 

自然地理学 ―地球環境の過去・現在・未来―第5版 松原 彰子 2017 9784766424003 ¥7,480 ¥11,220 1024589444 

Holocene geomorphic development of coastal ridges in Japan 松原 彰子 2015 9784766422153 ¥14,850 ¥22,220 1018194094 

色素細胞 ―基礎から臨床へ―第2版 伊藤 祥輔 2015 9784766422528 ¥23,100 ¥34,650 1019023629 

バイオインフォマティクス入門 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784766422511 

著編者名 日本バイオインフォマティクス学会 発行年 2015 商品コード 1019314877 

バイオインフォマティクスの全分野を学べるテキスト。厳選した80項目を1項目につき見開き2ページで
解説。技術者認定試験の全範囲をカバーし、実際の試験に準拠した練習問題全80題も収録する。 

情報科学関連  

情報セキュリティ入門  第3版 

同時1アクセス（本体） ¥8,624 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784766421651 

著編者名 羽室, 英太郎 発行年 2014 商品コード 1016671124 

最新トピックを大幅に追加した最新第3版！「不正送金ウイルス」、「ランサムウェア（不正プログラムに
よる脅迫）」、「水飲み場型攻撃」、「ハートブリード・バグ」、「NTPアンプ（新たなDoS攻撃手法）」、「ス
マートフォンの乗っ取り」、「複合機のセキュリティ」など、昨今セキュリティ上の大きな問題となっている
事項を、新規項目として大幅に追加。全体の内容も最新にアップデートした。 
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教育･学習･研究関連  

  ウィトゲンシュタインの教育学 
 ―後期哲学と「言語の限界」― 

同時1アクセス（本体） ¥12,980 
同時3アクセス（本体） ¥19,470 

冊子版ISBN 9784766424430 
著編者 渡邊, 福太郎 発行年 2017 商品コード 1025376212 

『論考』によって「語りえぬもの」を設定し、「語る」ことに制約を課したウィトゲンシュタイン。経ることおよそ10年、止むことなき哲学的思考はついに「言語の限界」
の地平をにらみ、自ら建設した巨大な「沈黙」の体系に挑み始める。ウィトゲンシュタイン後期思想を繙く鍵である「教育学」。コミュニケーションに内在する宿命的
なパラドクスを解きほぐし、「教えること」の意味を根底から問い直す。 

  人間関係の理解と心理臨床 
 ―家庭・園・学校・施設・職場の問題解決のために― 

同時1アクセス（本体） ¥6,820 
同時3アクセス（本体） ¥10,230 

冊子版ISBN 9784766424669 
著編者 吉川, 晴美 発行年 2017 商品コード 1026405260 

カウンセリング（心理臨床・教育）の基本を学ぶ人間関係の理解にもとづき、各発達段階に象徴的な問題を取り上げ、心理劇（ロールプレイ）を用いた豊富な事例
から、問題解決の方法を習得する。大人の発達障害の復職支援も紹介。 

  
大学2年生のための中国語 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 
同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784766423143 
著編者 慶應義塾大学商学部中国語部会 発行年 2016 商品コード 1022028541 

激変する現代の姿と古来変わらぬ中国の実像に触れながら、基本的な読解力、単語力と基本文法の習得を目指す。 

  
大学1年生からの研究の始めかた 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 
同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784766423648 
著編者 西山, 敏樹 発行年 2016 商品コード 1023366696 

大学1・2年生を対象に、研究で守らなくてはならない倫理面やルールも含めて、正しい研究計画の立てかたをまとめる。参考文献の書き方も解説。付録のチェッ
クリスト・ワークシートをダウンロードできるURL付き。 

大学のIR ―意思決定支援のための情報収集と分析― 
同時1アクセス（本体） ¥7,700 
同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784766422795 
著編者 小林 雅之 発行年 2016 商品コード 1022028542 

これから大学にＩＲを導入しようと考えている人に役立つヒントを提供する本。ＩＲの重要なツールを解説するとともに、大学の評価と質保証、学生調査、大学情報
公開、戦略計画などを中心にＩＲの具体例を紹介する。 

人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック 
同時1アクセス（本体） ¥8,360 
同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784766422559 
著編者 眞嶋, 俊造 発行年 2015 商品コード 1019748793 

「健全な」研究倫理教育・啓発制度を考えるためのガイドブック。人文・社会科学の学生や研究者が、研究の過程で遭遇する研究倫理を問われる多様な場面を想
定し、問題の解決策や方法を提示する。 

キャリア教育論 ―仕事・学び・コミュニティ― 
同時1アクセス（本体） ¥6,160 
同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766422313 
著編者 荒木, 淳子 発行年 2015 商品コード 1018683931 

大学で学ぶことは、将来のキャリアにどのようにつながっていくのか。授業、インターンシップ、就職活動、そして就職後の働き方・学び方について、学習研究や教
育学、心理学、経営学の諸理論からわかりやすく解説する。 

ワークショップデザイン論 ―創ることで学ぶ― 
同時1アクセス（本体） ¥4,752 
同時3アクセス（本体） ¥7,128 

冊子版ISBN 9784766420388 
著編者 山内, 祐平 発行年 2013 商品コード 1017973011 

ワークショップのデザイン過程を「企画-運営-評価」という視点で捉え、それぞれの段階で留意すべきことについて、理論をもとにわかりやすく解説する。ワーク
ショップ実践の必携書。 

子どもたちのメンタリティ危機 
同時1アクセス（本体） ¥6,336 
同時3アクセス（本体） ¥9,504 

冊子版ISBN 9784766411966 
著編者 須永, 和宏 発行年 2005 商品コード 1013985172 

非行、少年犯罪の低年齢化、引きこもり、不得手な人間関係…。急速に変貌する子どもたちの心のありようは、どうなっているのか。元家庭裁判所調査官が豊富
な実務経験に基づき、解決への糸口を提示する。 

英語教育のグランド・デザイン 
 ―慶應義塾大学SFCの実践と展望― 

同時1アクセス（本体） ¥6,336 
同時3アクセス（本体） ¥9,504 

冊子版ISBN 9784766409895 
著編者 鈴木, 佑治 発行年 2003 商品コード 1013985153 

言語・コミュニケーション理論にもとづき、「発信型」英語教育の実践方法、教育効果を解説するとともに、1990年から12年間にわたる著者の「学生による授業評
価」を公開。グローバル時代のコミュニケーション・ツールとしての英語の果たす役割は何か、情報化社会の中で英語を習得するにはどのような方法があるかな
どをふまえ、次代の「英語教育プログラム」のグランド・デザインを提示する。 
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教育･学習･研究関連  

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 

スポーツのちから ―地域をかえるソーシャルイノベーションの実践― 松橋 崇史 2016 9784766423723 ¥7,480 ¥11,220 1024019656 

スポーツは誰のためのものか 杉山 茂 2011 9784766418293 ¥4,752 ¥7,128 1016418884 

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 

日本統治下台湾の「国語」普及運動 ―国語講習所の成立とその影響― 藤森 智子 2016 9784766423068 ¥21,560 ¥32,340 1020782078 

学術書の編集者 橘 宗吾 2016 9784766423525 ¥5,610 ¥8,470 1022698990 

EPUB戦記 ―電子書籍の国際標準化バトル― 小林 龍生 2016 9784766423631 ¥9,240 ¥13,860 1022698991 

福澤諭吉家庭教育のすすめ 新版 渡辺 徳三郎 2016 9784766423853 ¥7,480 ¥11,220 1023668613 

現代の事例から学ぶサイエンスコミュニケーション ―科学技術と社会とのかかわり、その課題と
ジレンマ― 

ジョン・K・ギルバート 2015 9784766422030 ¥14,850 ¥22,220 1019314874 

論理的な考え方伝え方 ―根拠に基づく正しい議論のために― 狩野 光伸 2015 9784766422672 ¥5,610 ¥8,360 1019314879 

「学ぶ力」を取り戻す ―教育権から学習権へ― 寺脇 研 2013 9784766419818 ¥6,600 ¥9,900 1016418901 

回想慶應義塾 鳥居 泰彦 2013 9784766419931 ¥15,312 ¥22,968 1016418904 

大学改革を問い直す 天野 郁夫 2013 9784766420531 ¥7,392 ¥11,088 1016418910 

福澤諭吉家庭教育のすすめ 渡辺 徳三郎 2010 9784766417593 ¥6,336 ¥9,504 1016418882 

仁斎学の教育思想史的研究 ―近世教育思想の思惟構造とその思想史的展開― 山本 正身 2010 9784766417777 ¥21,120 ¥31,680 1016418883 

教育が日本をひらく ―グローバル世紀への提言― 安西 祐一郎 2008 9784766414950 ¥5,280 ¥7,920 1013985182 

未来を先導する大学 ―慶應義塾長、世界の学長と語る― 安西 祐一郎 2004 9784766410945 ¥4,224 ¥6,336 1013985167 

科学技術日本語案内  新訂版 山崎 信寿 2002 9784766409321 ¥12,672 ¥19,008 1015175803 

三田演説会と慶應義塾系演説会 （福澤研究センター叢書） 松崎 欣一 1998 9784766406917 ¥21,120 ¥31,680 1013985123 

スポーツ関連  

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 

不登校の子どもに何が必要か 
 ―学校の先生・SCにも知ってほしい― 

増田 健太郎 2016 9784766422382 ¥6,160 ¥9,240 1021588055 

教育学・臨床心理学・精神医学の専門家が、不登校の現状を読み解き、不登校をどのように
理解し、具体的にどう対応すればよいのかを、今、不登校のことで悩んでいる保護者、学校
の先生・SCのためにわかりやすく伝える。 

アレルギーの子どもの学校生活 
 ―学校の先生にも知ってほしい― 

西間 三馨 2015 9784766422375 ¥5,610 ¥8,470 1019748791 

小児アレルギーの最新知識と、学校生活での留意点を、第一線の専門医が具体的に説明し
ます。文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」も解説。●著作権などの理
由により、掲載されていない画像がございます。 

発達障害の疑問に答える 

黒木 俊秀 2015 9784766422368 ¥5,280 ¥7,920 1018858743 

発達障害の診断・治療、教育・支援、保護者やきょうだいの支援等に関する質問を取り上げ
て解説する。『教育と医学』掲載に加筆・修正し単行本化。●著作権などの理由により、掲載
されていない画像がございます。 

慢性疾患の子どもの学校生活 
 ―学校の先生にも知ってほしい― 

満留 昭久 2014 9784766420944 ¥6,160 ¥9,240 1017332755 

慢性疾患をもつ病弱児童が学校生活を送るにあたり、保護者と学校関係者が知っておくべき
基礎的な知識をコンパクトに収録。対象疾患：腎疾患、てんかん、心臓病、小児がん、膠原病、
糖尿病、血友病、慢性頭痛、起立性調節障害（OD）。 

全４冊セット価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥23,210 ¥34,870 子どもの 
  こころと体 
  シリーズ 

2019年2月 

31 



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。 

教育関連～特別支援教育にかかわる～  
  

盲児に対する点字読み指導法の研究  

―点字読み熟達者の手の使い方の分析を通して― 

同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784766423983 

著編者 牟田口, 辰己 発行年 2017 商品コード 1024322134 

点字教育の維持・発展のために視覚障害教育の中でも特に専門性が求められるのが点字教育である。教育現場での四半世紀に
わたる地道な実践をもとに、子どもの点字読速度の発達過程を探り、点字読み熟達者の調査から効率的な両手の使い方を追求
する。●著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  

  

東日本大震災と特別支援教育 
 ―共生社会にむけた防災教育を― 

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 9784766423235 

著編者 田中, 真理 発行年 2016 商品コード 1022295593 

障害児・者にとっては、より強く、より長く、そしてより深刻に襲いかかってくる。自閉症などの発達障害や、重度・重複障害の子ども
たちと保護者の被災体験は、特別支援教育や防災対策に大きな課題を露呈している。障害特性の理解・啓発、地域連携型の学校
づくりをどう展開していくか。東日本大震災の被災体験から、インクルーシブな防災教育を提言する。 

  

視覚障害教育に携わる方のために 5訂版 
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 9784766423679 

著編者 香川, 邦生 発行年 2016 商品コード 1023366699 

視覚障害教育にはじめて関わりを持つ先生や、視覚に障害のある子供を持つ保護者のための手引き書。視覚障害教育を中心に、
その周辺の諸問題も加味し、広く浅くわかりやすく記述する。障害児を取り巻く環境の変化に対応。 

  

障害の重い子どもの目標設定ガイド 
 ―授業における「学習到達度チェックリスト」の活用― 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 

同時3アクセス（本体） ¥4,620 

冊子版ISBN 9784766421804 

著編者 徳永, 豊 発行年 2014 商品コード 1016824323 

知的障害などで学ぶことの困難さが大きい子どもの学習評価の画期的ツールである「学習到達度チェックリスト」の仕組み、具体
的な活用方法、実践事例を解説。本チェックリストは障害が重度であっても教科の枠組みでつけたい力を把握し、教員、保護者、
関係者間で子どもの状況を共通理解するために開発、教科等の学習に遅れのある子どもの学習評価を可能にする。 

学習障害「幼」児の学習意欲と遊び学習の支援 
 ―川村秀忠選集― 

同時1アクセス（本体） ¥8,448 

同時3アクセス（本体） ¥12,672 

冊子版ISBN 9784766418415 

著編者 川村, 秀忠 発行年 2011 商品コード 1017972999 

学習が困難な子どもたちを支援する教師等の専門家はどのような姿勢でのぞんだらよいのか、指導のエッセンスをわかりやすく解
説。読み書き算数能力の元となる、基礎的な技能をはぐくむ導き方も詳しく紹介する。 

日本の肢体不自由教育 
 ―その歴史的発展と展望― 新版 

同時1アクセス（本体） ¥7,392 

同時3アクセス（本体） ¥11,088 

冊子版ISBN 9784766406573 

著編者 村田, 茂 発行年 1997 商品コード 1013985119 

わが国の肢体不自由教育の発足とその後の発展の過程を詳述した旧版に、養護学校教育義務制実施後の動向と今日的課題を
加筆した決定版。特殊教育関係者はもとより広く教育関係者・一般に薦める必携書。 

障害児と教育その心 ―肢体不自由教育を考える― 

同時1アクセス（本体） ¥5,638 

同時3アクセス（本体） ¥8,459 

冊子版ISBN 9784766405583 

著編者 村田, 茂 発行年 1994 商品コード 1013985118 

肢体不自由教育の実践・研究・指導のを30年を歩んできた著者が、子ども一人ひとりを大切にする温かい視点で障害児教育全体
と肢体不自由教育のあり方を見渡し、わかりやすくまとめたものである。 
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医学・健康  

ノー・タイム・トゥ・ルーズ ―エボラと
エイズと国際政治― 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784766421972 

著編者名 ピーター・ピオット 発行年 2015 商品コード 1018194092 

HIV感染症対策の最前線に立ち続け、国際政治に翻弄されながらも、闘い続けた日々…。エボラウイルスの発見者で、UNAIDS初代事務
局長が綴る回顧録。 

認知症にならないための生活習慣 
同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,370 

冊子版ISBN 9784766422344 

著編者名 神崎, 仁 発行年 2015 商品コード 1018441465 

認知機能の低下を予防する生活習慣とは? 医師歴50余年の著者が、5つ(運動、食事、睡眠、脱ストレス、脳を活性化する)のよい生活習慣
を軸に、自らの経験も交えて、認知症予防の秘訣を説く。 

こころをつなぐ小児医療 
同時1アクセス（本体） ¥7,392 

同時3アクセス（本体） ¥11,088 

冊子版ISBN 9784766420432 

著編者名 満留, 昭久 発行年 2013 商品コード 1016418908 

患児と親の心情、育児助言、子どものアドボケーター、指導医の心得…。医学教育だけでは得られないものを、小児科医40年間の経験か
ら伝えつつ、小児医療の醍醐味を語る。 

子どものうつ病 ―理解と回復のた
めに― 

同時1アクセス（本体） ¥6,336 

同時3アクセス（本体） ¥9,504 

冊子版ISBN 9784766419801 

著編者名 猪子, 香代 発行年 2012 商品コード 1016418900 

10代の子どもの「うつ病」や「うつ気分」は、正しい理解が一番の治療につながる。発達障害との関連も含めて思春期特有の心理状態を解
説するほか、うつ病の予防や治療などを、子どもの立場を配慮してアドバイスする。 

めまいを治す ―生活習慣病として
考える― 改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784766410495 

著編者名 神崎, 仁 発行年 2003 商品コード 1013985162 

現代人に多い「原因が特定できず、不安を感じる」タイプのめまいを、豊富な診療経験に基づき、患者の立場にたって解説。1998年発行の
初版をめまいと生活習慣の関係に重点をおいて増補改訂。 

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 

からだによいオイル ―健康と美容をかなえる油の教科書― 井上 浩義 2016 9784766423051 ¥4,400 ¥6,600 1022028544 

希望を共有する精神医療を求めて （支援から共生への道 2） 田中 康雄 2016 9784766423754 ¥5,610 ¥8,470 1023668620 

サクセスフル・エイジング 
 ―予防医学・健康科学・コミュニティから考えるQOLの向上 = Successful aging― 

小熊 祐子 2014 9784766420890 ¥9,856 ¥14,784 1017332754 

耳鳴りを治す ―コントロールしながらうまくつきあう― 改訂版 神崎 仁 2013 9784766421019 ¥4,620 ¥6,930 1016605976 

生涯元気をめざして ―医師のすすめる心身健康長寿法― 神崎 仁 2011 9784766419030 ¥5,280 ¥7,920 1013985195 

抗加齢医学入門  第2版 米井 嘉一 2011 9784766418408 ¥10,560 ¥15,840 1016418886 

医療ツーリズム ―アジア諸国の状況と日本への導入可能性― 羽生 正宗 2011 9784766419047 ¥8,448 ¥12,672 1016418893 

おまかせしない医療 ―自立した患者になるために― 神崎 仁 2005 9784766411973 ¥4,752 ¥7,128 1013985173 
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　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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