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「勁草」とは「勁（つよい）草」のことであり、中国の古典『後漢書・王覇伝』の 

「疾風知勁草」（疾風に勁草を知る）に由来しています。 

常に時流に流されることなく、信念を持って“良書の出版・普及に”との願いを込め、

学習院院長であった安倍能成先生がご命名くださったものです。 

毎月新刊を提供中の勁草書房のタイトルも、 

おかげさまで700点を超すラインナップになりました！ 

全タイトルを各ジャンル・テーマごとに掲載しております。 

各研究に必携のアイテムですので、ぜひご覧ください！  
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新規配信タイトル !  

科学と社会はどのようにすれ違うのか 
 ―所沢ダイオキシン問題の科学社会学的分析― 

定松 淳 著 

「社会問題としてのダイオキシン問題」と「科学的に
厳密なダイオキシン問題」はなぜすれ違い、行政
はどう関わったか。官学民各セクターの相互作用
に焦点に、ダイオキシン問題が社会問題化した過
程を分析し、環境問題における科学を社会的文脈
のなかに的確に位置づけることで、高度分業社会
である現代社会の動態を明らかにする。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784326603114  

同時1アクセス(本体) ¥20,350 

同時3アクセス(本体) ¥30,580 

商品コード 1029502732 

孤立不安社会 
 ―つながりの格差、承認の追求、ぼっちの恐怖― 

石田 光規 著 

つながりに取り込まれているように見えて、その内
側に孤独感を抱えている人が増えている。本書は、
多くの人がつながりに対して漠然とした不安を抱く
社会を「孤立不安社会」と名付け、現代社会の孤
立にまつわるさまざまな現象を検討する。私たちは
なぜ、「一人になること」を恐れるのか。量的調査、
質的調査を用いて解き明かしてゆく。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784326654185  

同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥13,420 

商品コード 1029502729 

経済学のための実験統計学 

ピーター・モファット 著 

本書では、数多くの実験事例を題材に、基礎的な
実験計画法や処理効果の検定といった伝統的な
手法から有限混合モデルといった最新の手法まで
網羅的に取り扱われている。また統計ソフトウェア
STATAによるプログラム例も提供されており、ほと
んどの実験データに対処できる。まさに実験経済
学の研究を進めるためのバイブルと言える。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784326504527  

同時1アクセス(本体) ¥20,350 

同時3アクセス(本体) ¥30,580 

商品コード 1029502725 

認知症と医療  
（公私で支える高齢者の地域生活 第2巻） 

成本 迅 著 

能力の低下した人、不安を感じる人を地域で弾力的
に支援するため、医療の果たす役割は何か。能力低
下の程度を時系列で捉え、そこで生起する具体的事
例につき医療の視点から諸問題を提示し、現場で支
援・援助に従事する人々の悩みを汲み取り、実践的
取組みに寄り添う形で理論と実務から高齢社会の問
題の解決を図る。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784326449750  

同時1アクセス(本体) ¥10,120 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

商品コード 1029502724 
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柔道整復の社会学的記述 アメリカプライバシー法 
  ―連邦取引委員会の法と政策― 

海老田 大五朗 著 2018年発行 クリス・フーフナグル 著 2018年発行 

柔道整復師は患者から情報を引き出し、患部
を探し当て、施術する。これらの見立てや施術
は柔道整復師と患者の相互行為によって成立
する。「それらを可能にするために柔道整復師
は何をしているのか」という問いから見えてくる、
柔道整復師たちの実践的知識や方法論。「柔
道整復」の成り立ちや医療場面の研究方法論
も類無き検討。 

アメリカにおけるプライバシーの法規制アプ
ローチを解説、さらに個別立法や判例を効果
的に示す。国際的な動向にも触れ、そこからア
メリカの法制度の特徴を立体的に炙り出す。ま
た、従来わが国では十分な研究の蓄積がない
分野（子どものプライバシー、金融プライバ
シー等）についても多々取り上げ、日本法への
示唆を得ることができる。 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 同時1アクセス(本体) ¥15,950 

同時3アクセス(本体) ¥21,780 同時3アクセス(本体) ¥23,870 

冊子版ISBN 9784326603121  冊子版ISBN 9784326403561  

商品コード 1029161075 商品コード 1028700594 

新規配信タイトル !  

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

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 

アジアはいかに発展したか ―アジア開発銀行がともに歩んだ50年― ピーター・マッコーリー 2018 9784326504510 ¥12,320  ¥18,480  1029502730 

政治に口出しする女はお嫌いですか? 
 ―スタール夫人の言論vs.ナポレオンの独裁―（けいそうブックス） 

工藤 庸子 2018 9784326654178 ¥7,700  ¥11,550  1029502728 

激動する日本の「モノづくり」 （シリーズ企業・経営の現場から 4） 井上 弘基 2018 9784326598724 ¥7,920  ¥11,880  1029502727 

利用者視点の交通政策 
 ―人口減少・低成長下時代をいかに生きるか― 

松野 由希 2018 9784326504534 ¥11,000  ¥16,500  1029502726 

美感 感と知の統合 （シリーズ統合的認知 5） 横澤 一彦 2018 9784326251124 ¥11,000  ¥16,500  1029502723 

植民地朝鮮の児童保護史 ―植民地政策の展開と子育ての変容― 田中 友佳子 2018 9784326603091 ¥18,480  ¥27,720  1029342018 

『主婦の友』にみる日本型恋愛結婚イデオロギー 大塚 明子 2018 9784326603152 ¥26,180  ¥39,270  1029342017 

岐路に立つ自営業 = The self-employed at a crossroads : expansion 
and future of professionals ―専門職の拡大と行方― 

仲 修平 2018 9784326603138 ¥13,860  ¥20,790  1029342016 

認知症と民法 （公私で支える高齢者の地域生活 第1巻） （※） 小賀野 晶一 2018 9784326449743 ¥10,120  ¥15,180  1029342015 

農業保護政策の起源 ―近代日本の農政 : 1874-1945― 佐々田 博教 2018 9784326351770 ¥11,220  ¥16,830  1029342014 

統治の抗争史 ―フーコー講義1978-79― 重田 園江 2018 9784326302710 ¥19,800  ¥29,700  1029342013 

ブルーナーの「文化心理学」と教育論 ―「デューイとブルーナー」再考― 嶋口 裕基 2018 9784326251308 ¥27,720  ¥41,580  1029342012 

ちょっと気になる政策思想 ―社会保障と関わる経済学の系譜― 権丈 善一 2018 9784326701063 ¥7,370  ¥11,110  1029161080 

選好形成と意思決定 （フロンティア実験社会科学 5） 竹村 和久 2018 9784326349159 ¥10,450  ¥15,620  1029161079 

『哲学探究』とはいかなる書物か 
 ―理想と哲学―（ウィトゲンシュタイン『哲学探究』を読む 1） 

鬼界 彰夫 2018 9784326154579 ¥11,440  ¥17,160  1029161078 

社会的世界の制作 ―人間文明の構造― ジョン・R・サール 2018 9784326154555 ¥12,430  ¥18,700  1029161077 

帝国日本の科学思想史 坂野 徹 2018 9784326102716 ¥21,560  ¥32,340  1029161076 

逐条講義製造物責任法 ―基本的考え方と裁判例―第2版 （※） 土庫 澄子 2018 9784326403547 ¥10,120  ¥15,180  1029161074 

ムカシのミライ ―プロセス考古学とポストプロセス考古学の対話― 阿子島 香 2018 9784326248490 ¥9,570  ¥14,300  1029161073 

メディアがつくる現実、メディアをめぐる現実 
 ―ジャーナリズムと社会問題の構築― 

山口 仁 2018 9784326603084 ¥14,080  ¥21,120  1028700595 

核のリスクと地域紛争 ―インド・パキスタン紛争の危機と安定― 栗田 真広 2018 9784326302703 ¥14,080  ¥21,120  1028700592 

バイリンガルの世界へようこそ ―複数の言語を話すということ― フランソワ・グロジャン 2018 9784326299300 ¥9,570  ¥14,300  1028700591 

MSPA「発達障害の要支援度評価尺度」の理解と活用 （※） 船曳 康子 2018 9784326251292 ¥5,940  ¥8,910  1028700589 

EU一般データ保護規則 = General data protection regulation 宮下 紘 2018 9784326403554 ¥12,320  ¥18,480  1028506641 

意思主義をめぐる法的思索 今村 与一 2018 9784326403585 ¥17,820  ¥26,730  1028506640 

軍備と影響力 ―核兵器と駆け引きの論理― トーマス・シェリング 2018 9784326302680 ¥13,420  ¥20,130  1028506639 

信頼を考える ―リヴァイアサンから人工知能まで― 小山 虎 2018 9784326102709 ¥14,410  ¥21,560  1028506638 

ジャーナリズムの道徳的ジレンマ 畑仲 哲雄 2018 9784326603077 ¥7,260  ¥10,890  1028506637 

発展する台湾企業 ―日経・アジア300指数構成企業の成長過程― 朝元 照雄 2018 9784326504480 ¥12,320  ¥18,480  1028506636 
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新規配信タイトル !  

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 

金融危機と対峙する「最後の貸し手」中央銀行 
 ―破綻処理を促す新たな発動原則の提言 : バジョットを超えて― 

木下 智博 2018 9784326504473 ¥16,940  ¥25,410  1028506635 

#リパブリック ―インターネットは民主主義になにをもたらすのか― キャス・サンスティーン 2018 9784326351763 ¥10,120  ¥15,180  1028506633 

カント批判 ―『純粋理性批判』の論理を問う = Critique of Kant : the 
logic of the critique of pure reason, reconsidered― 

冨田 恭彦 2018 9784326154562 ¥10,120  ¥15,180  1028506632 

プライバシーの経済学 高崎 晴夫 2018 9784326504503 ¥14,300  ¥21,450  1028506631 

鉄道少年たちの時代 ―想像力の社会史― 辻 泉 2018 9784326603060 ¥13,200  ¥19,800  1028301483 

冷戦史 ロバート・マクマン 2018 9784326351756 ¥10,230  ¥15,400  1028301482 

シビックテック ―ICTを使って地域課題を自分たちで解決する― 稲継 裕昭 2018 9784326302697 ¥5,940  ¥8,910  1028301481 

現象学入門 ―新しい心の科学と哲学のために― ステファン・コイファー 2018 9784326102686 ¥10,560  ¥15,840  1028301480 

歴史学者と読む高校世界史 ―教科書記述の舞台裏― 長谷川 修一 2018 9784326248483 ¥7,920  ¥11,880  1028063231 

飢えと豊かさと道徳 ピーター・シンガー 2018 9784326154548 ¥6,160  ¥9,240  1028063230 

躍動する新規開業企業 ―パネルデータでみる時系列変化― 
日本政策金融公庫 
総合研究所 

2018 9784326504466 ¥10,780  ¥16,170  1028063229 

教師の責任と教職倫理 ―経年調査にみる教員文化の変容― 久冨 善之 2018 9784326251278 ¥17,380  ¥26,070  1028063228 

未来の環境倫理学 吉永 明弘 2018 9784326603053 ¥7,920  ¥11,880  1027882382 

パンと野いちご ―戦火のセルビア、食物の記憶― 山崎 佳代子 2018 9784326851942 ¥10,120  ¥15,180  1027882381 

総則 第3版（法学講義 . 民法） （※） 奥田 昌道 2018 9784326403523 ¥9,020  ¥13,530  1027882380 

ジュニアスポーツコーチに知っておいてほしいこと 大橋 恵 2018 9784326851959 ¥6,380  ¥9,570  1027882379 

熟議の効用、熟慮の効果 ―政治哲学を実証する― 田中 愛治 2018 9784326302666 ¥12,100  ¥18,150  1027659337 

「危機の領域」 ―非ゼロリスク社会における責任と納得― 
（けいそうブックス） 

齊藤 誠 2018 9784326550814 ¥8,250  ¥12,430  1027659336 

戦略の未来 コリン・グレイ 2018 9784326351749 ¥7,920  ¥11,880  1027659334 

「次の一手」はどう決まるか ―棋士の直観と脳科学― 中谷 裕教 2018 9784326299294 ¥7,920  ¥11,880  1027659333 

感情の哲学 ―分析哲学と現象学― 西村 清和 2018 9784326154524 ¥11,000  ¥16,500  1027659332 

系統体系学の世界 ―生物学の哲学とたどった道のり― 
（けいそうブックス） 

三中 信宏 2018 9784326154517 ¥8,580  ¥12,870  1027659331 

ちょっと気になる医療と介護 増補版 権丈 善一 2018 9784326701032 ¥7,920  ¥11,880  1027441263 

東アジアの新しい地域主義と市民社会 ―ヘゲモニーと規範の批判的地
域主義アプローチ― 

五十嵐 誠一 2018 9784326302642 ¥16,060  ¥24,090  1027441262 

民法 第10版 （※） 我妻 栄 2018 9784326451111 ¥7,260  ¥10,890  1027441261 

職務発明の実務Q&A （勁草法律実務シリーズ） 高橋 淳 2018 9784326403486 ¥14,300  ¥21,450  1027441260 

電力と政治 下 ―日本の原子力政策全史― 上川 龍之進 2018 9784326351732 ¥11,000  ¥16,500  1027441259 

電力と政治 上 ―日本の原子力政策全史― 上川 龍之進 2018 9784326351725 ¥11,000  ¥16,500  1027441258 

教師の「専門家共同体」の形成と展開 
 ―アメリカ学校改革研究の系譜― 

鈴木 悠太 2018 9784326251230 ¥22,220  ¥33,330  1027441257 

経済学 （アカデミックナビ） 大瀧 雅之 2018 9784326504459 ¥8,580  ¥12,870  1027441256 

危機対応学 
 ―明日の災害に備えるために― 

損失補償法コンメンタール （※） 

著編者 
東京大学社会科学

研究所 
発行年 2018 著編者 西埜 章 発行年 2018 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,700 
同時3アクセス 

(本体) 
¥11,550 

同時1アクセス 
(本体) 

¥40,040 
同時3アクセス 

(本体) 
¥60,060 

冊子版ISBN 9784326654161  商品コード 1028700593 冊子版ISBN 9784326403592  商品コード 1028506634 

消費者心理学 地域包括ケアと福祉改革 

著編者 山田 一成 発行年 2018 著編者 二木 立 発行年 2017 

同時1アクセス 
(本体) 

¥8,580 
同時3アクセス 

(本体) 
¥12,870 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,930 
同時3アクセス 

(本体) 
¥10,450 

冊子版ISBN 9784326251285  商品コード 1028700590 冊子版ISBN 9784326700981  商品コード 1028859974 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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新規配信タイトル !  

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 

市民的自由のための市民的熟議と刑事法 ―増田豊先生古稀祝賀論文集― 伊東 研祐 2018 9784326403530 ¥29,260  ¥43,890  1027441255 

市民を育てる学校 ―アメリカ進歩主義教育の実験― 佐藤 隆之 2018 9784326299287 ¥11,000  ¥16,500  1027441254 

自己心理学セミナー ―自己理解に役立つ13章― 金築 智美 2018 9784326251261 ¥6,380  ¥9,570  1027441253 

ヒューム因果と自然 萬屋 博喜 2018 9784326102679 ¥14,520  ¥21,780  1027441252 

児童自立支援施設の歴史と実践 ―子育ち・子育てを志向する共生理念― 武 千晴 2018 9784326701056 ¥55,440  ¥83,160  1027296210 

フランスの社会階層と進路選択 
 ―学校制度からの排除と自己選抜のメカニズム― 

園山 大祐 2018 9784326603022 ¥13,640  ¥20,460  1027296208 

OTT産業をめぐる政策分析 
 ―ネット中立性, 個人情報, メディア―（KDDI総研叢書 6） 

実積 寿也 2018 9784326504435 ¥10,780  ¥16,170  1027296207 

損害賠償の法務 （※） 喜多村 勝徳 2018 9784326403509 ¥10,780  ¥16,170  1027296206 

医療経済・政策学の探究 二木 立 2018 9784326701049 ¥15,400  ¥23,100  1027296205 

「くらし」の時代 ―ファッションからライフスタイルへ― 米澤 泉 2018 9784326654130 ¥8,250  ¥12,430  1027296204 

格差社会のなかの自己イメージ 数土 直紀 2018 9784326603046 ¥8,800  ¥13,200  1027296203 

和みを紡ぐ ―子育てひろばの会話分析― 戸江 哲理 2018 9784326603039 ¥14,850  ¥22,330  1027296202 

変わりゆく日本人のネットワーク ―ICT普及期における社会関係の変化― 石黒 格 2018 9784326603015 ¥8,800  ¥13,200  1027296201 

質的イノベーション時代の思考力 ―科学技術と社会をつなぐデザインとは― 田浦 俊春 2018 9784326550807 ¥7,700  ¥11,550  1027296200 

災害復興法学の体系 
 ―リーガル・ニーズと復興政策の軌跡―（KDDI総研叢書 7） 

岡本 正 2018 9784326403516 ¥13,860  ¥20,790  1027296199 

EUの揺らぎ 井上 典之 2018 9784326302659 ¥12,320  ¥18,480  1027296198 

美術教育の可能性 ―作品制作と芸術的省察― 小松 佳代子 2018 9784326251254 ¥11,440  ¥17,160  1027296197 

イスラームは特殊か ―西アジアの宗教と政治の系譜― 柴田 大輔 2018 9784326200580 ¥15,400  ¥23,100  1027296196 

ヒューマニティーズの復興をめざして ―人間学への招待― （※） 山岡 政紀 2018 9784326102662 ¥5,830  ¥8,800  1027296195 

都市の老い ―人口の高齢化と住宅の老朽化の交錯― 齊藤 誠 2018 9784326504428 ¥11,000  ¥16,500  1027116511 

責任と法意識の人間科学 唐沢 穣 2018 9784326403493 ¥14,850  ¥22,330  1027116510 

「日本人」は変化しているのか ―価値観・ソーシャルネットワーク・民主主義― 池田 謙一 2018 9784326251247 ¥11,000  ¥16,500  1027116509 

「未解」のアフリカ ―欺瞞のヨーロッパ史観― 石川 薫 2018 9784326248476 ¥9,900  ¥14,850  1027116508 

入門・倫理学 赤林 朗 2018 9784326102655 ¥9,900  ¥14,850  1027116507 

命の価値 ―規制国家に人間味を― キャス・サンスティーン 2017 9784326550791 ¥8,580  ¥12,870  1027296209 

社会福祉学は「社会」をどう捉えてきたのか 
 ―ソーシャルワークのグローバル定義における専門職像― 

三島 亜紀子 2017 9784326700998 ¥9,570  ¥14,410  1027116512 

批評について ―芸術批評の哲学― ノエル・キャロル 2017 9784326851935 ¥11,000  ¥16,500  1026888905 

日本政治とカウンター・デモクラシー 岩井 奉信 2017 9784326302611 ¥11,550  ¥17,270  1026888904 

保育実践と児童家庭福祉論 （※） 相澤 譲治 2017 9784326701025 ¥6,380  ¥9,570  1026888903 

終の選択 ―終末期医療を考える― 田中 美穂 2017 9784326701018 ¥10,120  ¥15,180  1026888902 

心を科学する 
 ―心理学入門― 

教師になること、教師であり続けること 
 ―困難の中の希望― 

著編者 岩崎 祥一 発行年 2013 著編者 
グループ・ディダク

ティカ 発行年 2012 

同時1アクセス 
(本体) 

¥8,030 
同時3アクセス 

(本体) 
¥12,100 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,150 
同時3アクセス 

(本体) 
¥10,780 

冊子版ISBN 9784326250851  商品コード 1028859983 冊子版ISBN 9784326299010  商品コード 1028859978 

福祉社会の行方とジェンダー 民主党政権の医療政策 

著編者 杉本 貴代栄 発行年 2012 著編者 二木 立 発行年 2011 

同時1アクセス 
(本体) 

¥8,250 
同時3アクセス 

(本体) 
¥12,430 

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 9784326602452  商品コード 1028859993 冊子版ISBN 9784326700707  商品コード 1028859995 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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新規配信タイトル !  

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 

ブックガイド環境倫理 ―基本書から専門書まで― 吉永 明弘 2017 9784326603008 ¥6,820  ¥10,230  1026888901 

契約責任の多元的制御 笠井 修 2017 9784326403462 ¥18,480  ¥27,720  1026888900 

消費資本主義! ジェフリー・ミラー 2017 9784326299256 ¥11,000  ¥16,500  1026888899 

ファッションロー （※） 角田 政芳 2017 9784326403363 ¥11,880  ¥17,820  1026634682 

欧州医療制度改革から何を学ぶか ―超高齢社会日本への示唆― 松田 晋哉 2017 9784326701001 ¥9,900  ¥14,850  1026634681 

転げ落ちない社会 ―困窮と孤立をふせぐ制度戦略― 宮本 太郎 2017 9784326654123 ¥7,920  ¥11,880  1026634680 

東アジア家族法における当事者間の合意を考える ―歴史的背景から子の最
善の利益をめざす家事調停まで―（学習院大学東洋文化研究叢書） 

稲田 龍樹 2017 9784326403431 ¥10,780  ¥16,170  1026634679 

ガバナンスとリスクの社会理論 ―機能分化論の視座から― 正村 俊之 2017 9784326602995 ¥10,780  ¥16,170  1026634678 

ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山 角 2017 9784326602988 ¥10,780  ¥16,170  1026634677 

経営学講義 新訂版 板倉 宏昭 2017 9784326504411 ¥11,880  ¥17,820  1026634676 

マンション法案内 第2版（勁草法学案内シリーズ） （※） 鎌野 邦樹 2017 9784326499366 ¥7,260  ¥10,890  1026634675 

帝国の遺産と現代国際関係 納家 政嗣 2017 9784326302635 ¥12,320  ¥18,480  1026634674 

利き脳論 坂野 登 2017 9784326299263 ¥8,580  ¥12,870  1026634673 

総合福祉の基本体系 第2版（福祉の基本体系シリーズ 4） 井村 圭壮 2013 9784326700769 ¥6,600  ¥9,900  1028859980 

「二つの中国」と日本方式 ―外交ジレンマ解決の起源と応用― 
（現代中国地域研究叢書 4） 

平川 幸子 2012 9784326348947 ¥11,550  ¥17,380  1028859989 

中国の土地政治 ―中央の政策と地方政府―（現代中国地域研究叢書 3） 任 哲 2012 9784326348930 ¥10,450  ¥15,730  1028859988 

「中国脅威論」とASEAN諸国 ―安全保障・経済をめぐる会議外交の展開― 佐藤 考一 2012 9784326302130 ¥16,500  ¥24,750  1028859985 

グリーフケア入門 ―悲嘆のさなかにある人を支える― 高木 慶子 2012 9784326299003 ¥6,600  ¥9,900  1028859981 

「国家主権」という思想 ―国際立憲主義への軌跡― 篠田 英朗 2012 9784326351602 ¥9,130  ¥13,750  1028859976 

宗教の見方 ―人はなぜ信じるのか― 宇都宮 輝夫 2012 9784326102204 ¥6,600  ¥9,900  1028859975 

「ゲイコミュニティ」の社会学 森山 至貴 2012 9784326602438 ¥12,430  ¥18,700  1028859972 

「大国中国」の崩壊 ―マーシャル・ミッションからアジア冷戦へ― 
（現代中国地域研究叢書 2） 

松村 史紀 2011 9784326348923 ¥11,550  ¥17,380  1028859987 

日本の対中ODA外交 ―利益・パワー・価値のダイナミズム― 
（現代中国地域研究叢書 1） 

徐 显芬 2011 9784326348916 ¥11,550  ¥17,380  1028859986 

「多文化共生」は可能か ―教育における挑戦― 馬渕 仁 2011 9784326250691 ¥7,700  ¥11,550  1028859982 

サッチャリズムの世紀 ―作用の政治学へ―新版 豊永 郁子 2010 9784326301850 ¥11,550  ¥17,380  1028859984 

「子ども」語りの社会学 ―近現代日本における教育言説の歴史― 元森 絵里子 2009 9784326602247 ¥8,800  ¥13,200  1028859997 

医療改革 ―危機から希望へ― 二木 立 2007 9784326700578 ¥7,480  ¥11,220  1028859994 

社会を展望するゲーム理論 ―若き研究者へのメッセージ― 鈴木 光男 2007 9784326550579 ¥9,350  ¥14,080  1028859992 

変わる働き方とキャリア・デザイン 佐藤 博樹 2004 9784326502486 ¥7,150  ¥10,780  1028859973 

美と芸術のフェイズ ―プラトンからコンセプチュアル・アートまで― 利光 功 2003 9784326800483 ¥11,330  ¥17,050  1028859996 

ガバナンスの探求  
 ―蠟山政道を読む― 

等身大の中国 

著編者 今村 都南雄 発行年 2009 著編者 天児 慧 発行年 2003 

同時1アクセス 
(本体) 

¥9,680 
同時3アクセス 

(本体) 
¥14,520 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,380 
同時3アクセス 

(本体) 
¥9,570 

冊子版ISBN 9784326351466  商品コード 1028859991 冊子版ISBN 9784326351305  商品コード 1028859990 

マクロ経済学 新版 
（勁草テキスト・セレクション） 

ライブ・経済学の歴史 
 ―「経済学の見取り図」をつくろう― 

著編者 中谷 武 発行年 2009 著編者 小田中 直樹 発行年 2003 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,150 
同時3アクセス 

(本体) 
¥10,780 

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 9784326503247  商品コード 1028859979 冊子版ISBN 9784326550463  商品コード 1028859977 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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哲学・倫理学関連  

シリーズ新・心の哲学 信原 幸弘 著 

われわれの思考は 

どのように成り立っているのか。 

思考と概念、思考と言語の関係は？ 

人間の思考はいかなる意味で合理的

なのか。 

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 

認知篇 （1） 2014 9784326199211 ¥8,250 ¥12,430 1016479871 

意識篇 （2） 2014 9784326199228 ¥8,800 ¥13,200 1016479872 

情動篇 （3） 2014 9784326199235 ¥7,700 ¥11,550 1016479873 

ジャック・デリダ  
―動物性の政治と倫理 = Jacques Derrida : Politique et 
éthique de l'animalité― 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784326154449  

著編者名 パトリック・ロレッド 発行年 2017 商品コード 1024322187 

近代政治の主権概念は人間と動物の区分と不可分であり、政治は常に人間に固有なものとされてきた。つまり西欧思想においては、人
間と人間ではない生きものたちの政治関係の発明が回避され、獣と主権者のアナロジーによって動物たちに日々ふるまわれる根底的な
暴力が否認されてきたのだ。デリダが人生の最後に発明した「動物－政治」概念から、「動物の民主主義」を考える。 

フィクションの哲学 改訂版 
同時1アクセス（本体） ¥9,350 

同時3アクセス（本体） ¥14,080 

冊子版ISBN 9784326154456  

著編者名 清塚 邦彦 発行年 2017 商品コード 1025193938 

従来のフィクション論の紹介・検討を通して、本書ではごっこ遊びにおいて参加者にさまざまな想像を指定する小道具の役割を果たすとい
う点にフィクションの本質を見出す。映画・演劇・絵画・彫刻などの視覚的な作品も含む包括的なフィクション論の構築を視野に収めつつ、
言語作品をめぐるフィクションの分析を完成させ、クリアな展望を示す。 

自然主義入門  
―知識・道徳・人間本性をめぐる 
現代哲学ツアー― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326154487  

著編者名 植原 亮 発行年 2017 商品コード 1025376215 

哲学と科学を緊密に結びつけ、科学をとおして人間の知の営みを捉えようとする哲学上の立場＝「自然主義」。本書では人間の心には何
が生まれつき備わっているのかをめぐる生得説と経験主義の対立を軸に、心理学や認知科学における新しい仮説や知見をふんだんに
取り込み、領域の拡大と深化を続ける自然主義の大航海へと読者をいざなう。 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥24,750 ¥37,180 
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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 

アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む ―幸福とは何か― 菅 豐彦 2016 9784326154371 ¥7,150 ¥10,780 1020296382 

倫理学は科学になれるのか ―自然主義的メタ倫理説の擁護― 蝶名林 亮 2016 9784326102563 ¥12,980 ¥19,470 1023366558 

平等主義の哲学 ―ロールズから健康の分配まで― 広瀬 巌 2016 9784326102532 ¥8,800 ¥13,200 1023366562 

生物学の哲学入門 = An introduction to philosophy of biology 森元 良太 2016 9784326102549 ¥7,700 ¥11,880 1023366563 

ぼくらが原子の集まりなら、なぜ痛みや悲しみを感じるのだろう  
―意識のハード・プロブレムに挑む― 

鈴木 貴之 2015 9784326154340 ¥9,350 ¥14,080 1017522758 

時間にとって十全なこの世界 ―現在主義の哲学とその可能性 = The world enough for time― 佐金 武 2015 9784326102426 ¥13,860 ¥20,790 1017819768 

ウィリアム・オッカム研究 ―政治思想と神学思想― 小林 公 2015 9784326102495 ¥42,900 ¥64,350 1019315033 

解釈主義の心の哲学 ―合理性の観点から― 金杉 武司 2014 9784326102341 ¥11,550 ¥17,380 1016479880 

パラケルススと魔術的ルネサンス （Bibliotheca hermetica叢書） 菊地原 洋平 2013 9784326148271 ¥14,630 ¥22,000 1016479902 

哲学への権利 = Le droit à la philosophie 西山 雄二 2011 9784326154142 ¥9,900 ¥14,850 1018831432 

経験のアルケオロジー ―現象学と生命の哲学 =  
L'archéologie de l'expérience : la phénoménologie et la philosophie de la vie― 

川瀬 雅也 2010 9784326102044 ¥15,950 ¥23,870 1022470302 

功利と直観 ―英米倫理思想史入門― 児玉 聡 2010 9784326154135 ¥10,560 ¥15,840 1022470305 

時間と絶対と相対と ―運命論から何を読み取るべきか―（双書エニグマ 14） 入不二 基義 2007 9784326199174 ¥10,230 ¥15,400 1018831434 

原因と理由の迷宮 ―「なぜならば」の哲学―（双書エニグマ 11） 一ノ瀬 正樹 2006 9784326199143 ¥8,800 ¥13,200 1025435690 

「私」の存在の比類なさ 永井 均 1998 9784326153312 ¥5,500 ¥8,250 1016376728 

人間的な合理性の哲学 ―パスカルから現代まで― 伊藤 邦武 1997 9784326153268 ¥8,800 ¥13,200 1016376727 

世界の共同主観的存在構造 廣松 渉 1972 9784326100354 ¥6,600 ¥9,900 1016376722 

いかにして思考するべきか?  
―言葉と確率の思想史― 

同時1アクセス（本体） ¥10,120 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784326154463  

著編者名 船木 亨 発行年 2017 商品コード 1025599558 

デカルトの方法論的思考には言葉が思考に反作用することを軽く見る欠陥があった。その後、思考は言葉でする計算にすぎないと
の主張まで現われた。それに対し、言葉以前にも確率論的な思考があるとするヒュームもいた。言葉の上だけの思考、言葉の下の
単なる直感ではない、今日での本当の意味での思考がどのようなものかを論じる。 

現代形而上学入門 
同時1アクセス（本体） ¥9,020 

同時3アクセス（本体） ¥13,530 

冊子版ISBN 9784326154494  

著編者名 柏端 達也 発行年 2017 商品コード 1025881710 

1970年代以降に英語圏において活発となり、2000年代から日本でも急速に研究・紹介が進んだ現代形而上学。本書では存在と非
存在、性質といった大テーマをめぐる議論を概観して枠組みを導入しつつ、穴、価値、フィクションといった個別的なトピックを論じる
ことで、現代の形而上学の方法と手触りを直接に体感できるよう工夫されている。 

メタ倫理学入門  
―道徳のそもそもを考える― 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,300 

冊子版ISBN 9784326102624  

著編者名 佐藤 岳詩 発行年 2017 商品コード 1025881715 

「私たちは何をすべきか」を考える規範倫理学に対して、一歩後ろから「そもそも、なすべき正しいこととは何なのか」を考えるメタ倫
理学。暗黙の前提をひっくり返し、議論の土台を新しく整備して、先入観や思い込みに気づかせてくれるのがメタ倫理学の役割だ。
初学者向けに丁寧に論点を整理し、読者が自分の倫理を考える旅へといざなう。 

情動の哲学入門  
―価値・道徳・生きる意味― 

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 9784326154500  

著編者名 信原 幸弘 発行年 2017 商品コード 1026405214 

情動はときに誤り、害をもたらす。やはり理性に従って行動すべきなのか。理性的に生きることが幸福な生につながるのか。実はそ
うではない。情動こそが状況に相応しい行動を生み出すのであり、理性は情動の働きを調整しているというのが本当のところである。
情動に着目することで新たな展開を見せる心の哲学の最前線。 
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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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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 

知覚経験の生態学 ―哲学へのエコロジカル・アプローチ― 染谷 昌義 2017 9784326102594 ¥15,950 ¥23,980 1024118109 

オブジェクト認知 ―統合された表象と理解 =  
Object perception―（シリーズ統合的認知 第2巻） 

新美 亮輔 2016 9784326251094 ¥11,000 ¥16,500 1020296384 

注意 ―選択と統合 = Attention― 
（シリーズ統合的認知 第1巻） 

河原 純一郎 2015 9784326251087 ¥11,000 ¥16,500 1019533021 

心理学 （アカデミックナビ） （※） 子安 増生 2016 9784326251155 ¥8,800 ¥13,200 1020782129 

不安の力 ―不確かさに立ち向かうこころ― 坂野 登 2015 9784326299072 ¥8,580 ¥12,870 1017973250 

はじめよう実験心理学  
―MATLABとPsychtoolboxを使って― 

実吉 綾子 2015 9784326251063 ¥8,800 ¥13,200 1018858771 

心理学データ分析と測定 ―データの見方と心の測り方― 岡本 安晴 2014 9784326250974 ¥7,700 ¥11,550 1016606039 

「態勢」の哲学 ―知覚における身体と生― 佐藤 義之 2014 9784326154289 ¥8,250 ¥12,430 1016972214 

親と子の生涯発達心理学 小野寺 敦子 2014 9784326250943 ¥8,800 ¥13,200 1016972215 

共感の技法  
―福島県における足湯ボランティアの会話分析― 

西阪 仰 2013 9784326602551 ¥6,600 ¥9,900 1025435722 

伝えるための心理統計 ―効果量・信頼区間・検定力― 大久保 街亜 2012 9784326250721 ¥9,240 ¥13,860 1022470309 

心理療法とスピリチュアリティ 石川 勇一 2011 9784326298983 ¥12,320 ¥18,480 1018831440 

視覚科学 横澤 一彦 2010 9784326250615 ¥9,900 ¥14,850 1022470308 

心理学入門一歩手前 ―「心の科学」のパラドックス― 道又 爾 2009 9784326298907 ¥7,260 ¥10,890 1018831438 

笑い ―その異常と正常― 志水 彰 2000 9784326601356 ¥5,500 ¥8,250 1016376735 

時間的展望の生涯発達心理学 白井 利明 1997 9784326101146 ¥16,500 ¥24,750 1016376724 

地の眼・宙の眼 ―視覚の人類史― 小町谷 朝生 1996 9784326153121 ¥6,600 ¥9,900 1016376726 

職務満足の心理学的研究 西川 一廉 1984 9784326100606 ¥6,600 ¥9,900 1016376723 
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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 
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集合論による社会的カテゴリー論の展開  
―ブール代数と質的比較分析の応用―（大阪経済大学研究叢書 第86冊） 

同時1アクセス（本体） ¥11,000 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784326602971  

著編者名 石田 淳 発行年 2017 商品コード 1025376214 

本書は、論理・集合演算の抽象代数モデルであるブール代数を、社会的カテゴリーの分析に応用する。そのために、論理と集合の基礎を解説した上で、
ブール代数を丁寧にわかりやすく導入する。そして、社会的カテゴリー論を集合論によって再構築し、「日本人」カテゴリーを実際に人びとがどのように認
知しているのかを分析する。 

ウルリッヒ・ベックの社会理論  
―リスク社会を生きるということ― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326654093  

著編者名 伊藤 美登里 発行年 2017 商品コード 1025376217 

本書は、ベックの代表的な理論や概念である再帰的近代化、リスク社会、個人化、コスモポリタン化を解説している。加えて、ベックのリスクと危険の概念
を批判的に検討した論考や、彼が政策提言した市民労働という一種のベーシックインカムや、近代の共同構築者としてカトリックを評価した彼の公共宗教
論を検討した論考も掲載している。 

現代メディア・イベント論  
―パブリック・ビューイングからゲーム実況まで― 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,300 

冊子版ISBN 9784326654109  

著編者名 飯田 豊 発行年 2017 商品コード 1025881713 

日本とドイツの〈パブリック・ビューイング〉の受容経験、マスメディアとSNSが支える〈ロックフェス〉、ゲーセンを起源とする〈ゲーム実況〉という動画文化、日
本製アニメのネット流通が生んだ中国の〈動漫祭〉、紙の冊子＝〈ジン〉を交換しあう場づくりの哲学などを通じて、「メディア」と「イベント」の機制の変容を問
う。 

「若者」の溶解 
同時1アクセス（本体） ¥10,120 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784326654048  

著編者名 川崎 賢一 発行年 2016 商品コード 1023668649 

「若者」というカテゴリー。その輪郭が溶解し、もはや主語の位置を占めるのが難しくなってしまった現在。「若者研究」はいかに可能か? 1980年代から継続
してきた青少年研究会の共同調査・研究の成果を元に考察する。 

学歴の階層差はなぜ生まれるか 
同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥17,820 

冊子版ISBN 9784326602872  

著編者名 荒牧 草平 発行年 2016 商品コード 1020083598 

学歴の階層差を生み出すメカニズムとは? 日本の選抜システムの特徴や進路選択を行う行為者にとってのリアリティを重視しながら、調査データの詳細な
分析を行い、新たな理解の可能性を提示する。 

街の人生 
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 9784326653874  

著編者名 岸 政彦 発行年 2014 商品コード 1016479878 

本書には5名のライフヒストリーが収録されています。子どものころに南米から日本に移住し、やがてゲイとしての自分に気づいた人。夜の世界でなんとか
自分の生きる場所を切り開いてきた「ニューハーフ」。満州で生まれ、波瀾万丈の人生の果てに大阪でホームレスをしていた男性。さまざまな人たちが語る、
「普通の人生」の物語です。 

格差社会と公共政策 
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 9784326602575  

著編者名 森 徹 発行年 2013 商品コード 1016479910 

「格差社会の中で安心できる社会の構築に向けて」を共通テーマとして、租税政策（所得税と所得再分配政策）、地方の経済・財政力格差の是正（社会基
盤整備、地方交付税改革）、様々な格差に対する福祉政策（年金、医療、子育て、雇用）など公共部門の諸政策について、分かりやすく説明。「安心できる
社会」の在り方を問う。 

少子化論  
―なぜまだ結婚、出産しやすい国にならないのか― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326653805  

著編者名 松田 茂樹 発行年 2013 商品コード 1020568006 

少子化対策がはじまって約20年経つが、出生率が依然低い日本。従来の少子化論の妥当な部分とそうでない部分を把握し、日本の今日の状況をふまえ
て少子化を克服するための必要な対策を提示する。 
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自己啓発の時代  
―「自己」の文化社会学的探究― 

同時1アクセス（本体） ¥8,030 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784326653720  

著編者名 牧野 智和 発行年 2012 商品コード 1025435729 

「本当の私」を知りたい、自分を変えたい、高めたい……なぜ多くの人が自己啓発書を買い求めるのか。根底にある心性を明らかにする。 

ワーク・ライフ・バランスと働き方改革 
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 9784326653607  

著編者名 佐藤 博樹 発行年 2011 商品コード 1020568003 

社員のワーク・ライフ・バランス(WLB)及びWLBの実現を阻害している要因、日本企業の働き方の特徴などを明らかにするほか、時間意識の高いメリハリの
ある働き方に転換するための具体的な取り組み等を提示する。 

階層意識のダイナミクス  
―なぜ、それは現実からずれるのか― 

同時1アクセス（本体） ¥9,680 

同時3アクセス（本体） ¥14,520 

冊子版ISBN 9784326602179  

著編者名 数土 直紀 発行年 2009 商品コード 1025435719 

人びとの意識は社会構造にいかにして規定されているのか。階層への帰属の意識がどう形成され変動するのか、自由と権力の探究から読む、ひとつの
戦後日本社会の姿。 

働く意味とキャリア形成 
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 9784326653225  

著編者名 谷内 篤博 発行年 2007 商品コード 1020567993 

自分のキャリアを自分でつくるためには何が必要か。働くことの本質を明らかにすると同時に、キャリア形成との関連についてワークキャリアとライフキャリ
アの統合の観点から論じ、多様な働き方の時代の進路選択に指針を示す。 

ナラティヴの臨床社会学 
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 9784326653027  

著編者名 野口 裕二 発行年 2005 商品コード 1020567984 

物語としての臨床、物語としての社会。臨床現場から社会システムまで、ナラティヴ・アプローチが拓く社会分析の新たな可能性。「臨床社会学」「ナラティ
ヴ・アプローチ」「社会構造主義」をキーワードとした論考を収録。 

フリーターとニート 
同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥9,130 

冊子版ISBN 9784326653041  

著編者名 小杉 礼子 発行年 2005 商品コード 1020567985 

若者たちの抱える困難を深く捉え、次のステップに向けた議論の土台を提供する。労働政策研究・研修機構の報告書および諸誌に掲載した論文を基に、
大幅に加筆し、発展させたもの。 

フリーターという生き方 
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 9784326652761  

著編者名 小杉 礼子 発行年 2003 商品コード 1020567979 

多様な若者の姿が「フリーター」という言葉の中に入り混じっている。フリーターはなぜ増えているのか、はたして問題なのか、どう対応すればいいのか。
データをもとに詳しく分析し、未来像を予測する。 

構築主義とは何か 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326652457  

著編者名 上野 千鶴子 発行年 2001 商品コード 1020567975 

今日、領域横断的に構築主義と呼ばれ、もはやそれを欠いては知的探求の方法を語ることが不可能になった人文・社会科学上のパラダイムについて、そ
の系譜、展開、意義、限界を学際的な分野にまたがって論じる。 
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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 

聖なる消費とグローバリゼーション （1） 遠藤 薫 2009 9784326653430 ¥8,800 ¥13,200 1022470325 

メタ複製技術時代の文化と政治 （2） 遠藤 薫 2009 9784326653447 ¥8,800 ¥13,200 1022470326 

三層モラルコンフリクトとオルトエリート （3） 遠藤 薫 2010 9784326653485 ¥8,800 ¥13,200 1022470327 

日本近世における聖なる熱狂と社会変動 （4） 遠藤 薫 2010 9784326653539 ¥8,800 ¥13,200 1022470328 

◆フロンティア実験社会科学シリーズ◆ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

実験が切り開く21世紀の社会科学 （1） 西條 辰義 2014 9784326349111 ¥8,250 ¥12,430 1016479882 

人間行動と市場デザイン（2） 西條 辰義 2016 9784326349128 ¥9,570 ¥14,300 1022033538 

実験政治学 （3） 肥前 洋一 2016 9784326349135 ¥10,120 ¥15,180 1023668652 

社会関係資本の機能と創出 ―効率的な組織と社会―（4） 清水 和巳 2015 9784326349142 ¥9,350 ¥14,080 1019315034 

「社会の決まり」はどのように決まるか （6） 亀田 達也 2015 9784326349166 ¥8,250 ¥12,430 1017332832 

文化を実験する ―社会行動の文化・制度的基盤―（7） 山岸 俊男 2014 9784326349173 ¥8,800 ¥13,200 1016824360 

◆社会変動をどうとらえるかシリーズ◆ 

6冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥54,340 ¥81,620 

4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥35,200 ¥52,800 
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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 

マンション法の判例解説 （※） 鎌野 邦樹 2017 9784326403318 ¥11,220 ¥16,830 1024322190 

社会的事実の数理 ―デュルケーム、モース、レヴィ=ストロース― 落合 仁司 2017 9784326154432 ¥7,260 ¥11,000 1024015032 

社会的ネットワークと幸福感 ―計量社会学でみる人間関係― 原田 謙 2017 9784326602957 ¥11,220 ¥16,830 1024118111 

里山に生きる家族と集落 ―こころと絆、持続可能な暮らし― 養父 志乃夫 2017 9784326654062 ¥9,020 ¥13,530 1024322194 

地方暮らしの幸福と若者 轡田 竜蔵 2017 9784326654079 ¥11,440 ¥17,160 1024322195 

教育とキャリア （格差の連鎖と若者 1） 石田 浩 2017 9784326648825 ¥9,680 ¥14,520 1024775796 

ライフデザインと希望 （格差の連鎖と若者 3） 佐藤 香 2017 9784326648849 ¥9,240 ¥13,860 1024775797 

日本人の考え方世界の人の考え方 ―世界価値観調査から見えるもの― 池田 謙一 2016 9784326251162 ¥13,200 ¥19,800 1020782130 

近代日本における出産と産屋 ―香川県伊吹島の出部屋の存続と閉鎖― 伏見 裕子 2016 9784326602919 ¥15,400 ¥23,100 1021588075 

郊外・原発・家族 ―万博がプロパガンダした消費社会― 三浦 展 2015 9784326653959 ¥8,800 ¥13,200 1018683944 

個人化するリスクと社会 ―ベック理論と現代日本― 鈴木 宗徳 2015 9784326653911 ¥10,560 ¥15,840 1017522755 

日常に侵入する自己啓発 ―生き方・手帳術・片づけ― 牧野 智和 2015 9784326653935 ¥9,020 ¥13,530 1017819764 

歴史から理論を創造する方法 ―社会科学と歴史学を統合する― 保城 広至 2015 9784326302406 ¥6,600 ¥9,900 1017973253 

つながりづくりの隘路 ―地域社会は再生するのか― 石田 光規 2015 9784326602797 ¥11,880 ¥17,820 1018683947 

ニューカマーの子どもと移民コミュニティ ―第二世代のエスニックアイデンティティ― 三浦 綾希子 2015 9784326251025 ¥12,320 ¥18,480 1017522747 

規範の造成学 ―「造られる」規範と「政策」のはざま― 重森 臣広 2014 9784326302291 ¥8,800 ¥13,200 1016479889 

語られない「子ども」の近代 ―年少者保護制度の歴史社会学― 元森 絵里子 2014 9784326602681 ¥8,800 ¥13,200 1016671151 

民主主義の「危機」 ―国際比較調査からみる市民意識― 田辺 俊介 2014 9784326653904 ¥8,250 ¥12,430 1016972213 

社会イノベーションの科学 ―政策マーケティング・SROI・討論型世論調査― 玉村 雅敏 2014 9784326602711 ¥7,480 ¥11,220 1017162614 

信頼にいたらない世界 ―権威主義から公正へ― 数土 直紀 2013 9784326653850 ¥8,580 ¥12,870 1016479904 

方法としての構築主義 中河 伸俊 2013 9784326602568 ¥9,240 ¥13,860 1016479909 

マクルーハンとメディア論 ―身体論の集合― 柴田 崇 2013 9784326653843 ¥7,480 ¥11,220 1016972229 

近代科学の情報論的転回 ―プログラム科学論― 吉田 民人 2013 9784326602544 ¥11,000 ¥16,500 1017162621 

社会情報学とその展開 吉田 民人 2013 9784326602537 ¥11,000 ¥16,500 1017162622 

孤立の社会学 ―無縁社会の処方箋― 石田 光規 2011 9784326653683 ¥8,800 ¥13,200 1020568005 

合意形成学 猪原 健弘 2011 9784326301966 ¥9,240 ¥13,860 1022470313 

マンション法案内 鎌野 邦樹 2010 9784326450909 ¥6,820 ¥10,230 1020567969 

リバタリアニズムと最小福祉国家 ―制度的ミニマリズムをめざして― 橋本 祐子 2008 9784326153947 ¥8,800 ¥13,200 1018831430 

セラピー文化の社会学 ―ネットワークビジネス・自己啓発・トラウマ― 小池 靖 2007 9784326653294 ¥6,820 ¥10,230 1020567994 

ルーマン/社会の理論の革命 = Niklas Luhmann--Eine Revolution der 
Gesellschaftstheorie 

長岡 克行 2006 9784326601950 ¥29,700 ¥44,550 1022470322 

キャリア教育と就業支援 ―フリーター・ニート対策の国際比較― 小杉 礼子 2006 9784326653140 ¥7,150 ¥10,780 1020567989 

脱アイデンティティ 上野 千鶴子 2005 9784326653089 ¥7,700 ¥11,550 1020567987 

均等法をつくる 赤松 良子 2003 9784326652877 ¥7,150 ¥10,780 1020567980 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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女子のチカラ 
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 9784326653973  

著編者名 米澤 泉 発行年 2015 商品コード 1019533020 

なぜ女子は「強くなりたい」と願うのか。岡崎京子の漫画や蜷川実花の映画に描かれた女子の姿を原点として、彼女たちにとって装うとはどのような意味を持っている
のか、「強くなること」とどのように関わっているのかを考える。 

不妊治療とキャリア継続 
同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,650 

冊子版ISBN 9784326602834  

著編者名 乙部 由子 発行年 2015 商品コード 1019315032 

少子化問題が叫ばれるなか、今や産まれてくる子どもの24人に1人が不妊治療によるという。先行きのみえない不妊治療と仕事は両立することが可能なのか、また両
立するには何が必要なのか、聞き取り事例から読み解く。 

「女子」の誕生 
同時1アクセス（本体） ¥8,030 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784326653898  

著編者名 米澤 泉 発行年 2014 商品コード 1016606041 

年齢を重ねても、好きな格好をしたい。いま、女性たちは、自覚的に「女子」を名乗る。ファッションや化粧という極めて表層的な手段は、「女子力」という名の、女性た
ちが自由に生きていくための原動力になっていることを、『Sweet』『InRed』『GLOW』『VERY』『美ST』等ファッション誌の分析から明らかにする。 

結婚の壁 ―非婚・晩婚の構造― 

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 9784326602308  

著編者名 佐藤 博樹 発行年 2010 商品コード 1018831465 

晩婚化・未婚化など家族形成を難しくしている要因、つまり「結婚の壁」になっているものとはなにか。男女の出会いと機会について、結婚意識について、結婚に至る
要因について、それぞれ実証的に分析する。 

なぜ女性はケア労働をするのか  
―性別分業の再生産を超えて― 

同時1アクセス（本体） ¥10,120 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784326653522  

著編者名 山根 純佳 発行年 2010 商品コード 1020568001 

家庭で育児や介護責任を引き受けている多くは女性であり、労働市場においても保育や看護など他者を世話するケア労働は、長らく女性職でありつづけている。性
別分業の拡大・再編メカニズムの視点からこの問題の解明を試みる。 

日本女性はどこにいるのか  
―イメージとアイデンティティの政治― 

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 9784326653393  

著編者名 北村 文 発行年 2009 商品コード 1020567998 

どこにでもいそうでどこにもいない“日本女性”。矛盾に満ちた、それゆえに攪乱的効果をもつ、彼女らのリアリティを描きだすフェミニスト・エスノグラフィーの試み。 

「男らしさ」の快楽  
―ポピュラー文化からみたその実態― 

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 9784326653478  

著編者名 宮台 真司 発行年 2009 商品コード 1020568000 

多様な生き方を見つめなおし、変化の激しいこれからの社会を生き抜くための新たな処方箋。ポピュラー文化を対象に、複数の特徴的な事例から「男らしさ」を捉え直
す。 

女という快楽 新装版 
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 9784326653171  

著編者名 上野 千鶴子 発行年 2006 商品コード 1020567991 

１９８０年代、変化の激しいおもしろい時代を、おんなの肉体と感性をもって生きた著者の代表作。初期の、女性についての論稿のうち、主要なものほぼすべてを収録。
著者のフェミニズムの原点を知る事のできる一冊。 

結婚の比較文化 
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 9784326652587  

著編者名 小檜山 ルイ 発行年 2001 商品コード 1025435725 

様々な国や時代の「結婚」を紹介。若い女性たちの抽象的で未熟な結婚観をゆさぶり、ジェンダー問題への糸口を提起する。 
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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 

介護する息子たち  
―男性性の死角とケアのジェンダー分析― 

平山 亮 2017 9784326654055 ¥8,140 ¥12,210 1024589464 

結婚差別の社会学 齋藤 直子 2017 9784326654086 ¥6,600 ¥9,900 1024943444 

ロールズと自由な社会のジェンダー ―共生への対話― 金野 美奈子 2016 9784326654024 ¥10,450 ¥15,620 1022295517 

生活合理化と家庭の近代  
―全国友の会による「カイゼン」と『婦人之友』― 

小関 孝子 2015 9784326602759 ¥9,240 ¥13,860 1017973255 

下層化する女性たち ―労働と家庭からの排除と貧困― 小杉 礼子 2015 9784326653942 ¥7,920 ¥11,880 1019023644 

職務格差 ―女性の活躍推進を阻む要因はなにか― 大槻 奈巳 2015 9784326653966 ¥9,900 ¥14,850 1019023642 

女性と美の比較文化 鳥越 成代 2008 9784326653348 ¥6,820 ¥10,230 1020567996 

ジェンダー・ポリティクスのゆくえ  
（神奈川大学人文学研究叢書 17） 

神奈川大学 
人文学研究所 

2001 9784326601431 ¥10,780 ¥16,170 1018831454 

母性愛という制度 ―子殺しと中絶のポリティクス― 田間 泰子 2001 9784326652570 ¥8,800 ¥13,200 1020567976 

お笑いジェンダー論 瀬地山 角 2001 9784326652624 ¥6,050 ¥9,130 1020567977 

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 

統合される男女の職場 （3） 首藤 若菜 2003 9784326648597 ¥14,300 ¥21,450 1025435723 

女性の就業と親子関係 ―母親たちの階層戦略―（6） 本田 由紀 2004 9784326648627 ¥9,570 ¥14,300 1018831468 

雇用システムと女性のキャリア （9） 武石 恵美子 2006 9784326648658 ¥9,900 ¥14,850 1018831469 

占領下の女性労働改革 ―保護と平等をめぐって―（14） 豊田 真穂 2007 9784326648757 ¥9,130 ¥13,750 1025435724 

女性解放をめぐる占領政策 （16） 上村 千賀子 2007 9784326648771 ¥10,340 ¥15,400 1018831470 

◆双書ジェンダー分析シリーズ◆ 

5冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥53,240 ¥79,750 

◆その他タイトル◆ 
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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 

福祉政治史 ―格差に抗するデモクラシー =  
History of welfare politics : democracy against inequality― 

田中 拓道 2017 9784326351695 ¥9,680 ¥14,520 1024322188 

ちょっと気になる社会保障 増補版 権丈 善一 2017 9784326700967 ¥5,940 ¥8,910 1024775798 

社会福祉の基本体系 第5版（福祉の基本体系シリーズ） （※） 井村 圭壯 2017 9784326700974 ¥6,600 ¥9,900 1024589465 

ちょっと気になる社会保障 権丈 善一 2016 9784326700899 ¥6,600 ¥9,900 1020598970 

保育実践と社会的養護 （※） 井村 圭壮 2016 9784326700912 ¥6,600 ¥9,900 1020296392 

保育実践と家庭支援論 （※） 井村 圭壮 2016 9784326700905 ¥6,600 ¥9,900 1020296393 

子育て支援が日本を救う ―政策効果の統計分析― 柴田 悠 2016 9784326654000 ¥8,250 ¥12,430 1022033541 

生存権の困難 ―フランス革命における近代国家の形成と公的な扶助― 波多野 敏 2016 9784326403233 ¥16,940 ¥25,410 1022295519 

介護・福祉の支援人材養成開発論 ―尊厳・自律・リーダーシップの原則― （※） 福山 和女 2016 9784326700936 ¥7,260 ¥10,890 1022700369 

社会福祉概論 ―現代社会と福祉―第4版 （※） 小田 兼三 2016 9784326700950 ¥9,020 ¥13,530 1024118115 

社会福祉の基本と課題 （※） 井村 圭壯 2015 9784326700851 ¥8,250 ¥12,650 1017522756 

日本社会事業思想小史 ―社会事業の成立と挫折― 吉田 久一 2015 9484326700881 ¥6,600 ¥9,900 1020083602 

はじき出された子どもたち ―社会的養護児童と「家庭」概念の歴史社会学― 土屋 敦 2014 9784326602636 ¥11,000 ¥16,500 1017162619 

カタストロフィと人文学 西山 雄二 2014 9784326102372 ¥14,080 ¥21,120 1017973256 

保健医療ソーシャルワーク論 ―social work― 第2版 田中 千枝子 2014 9784326700813 ¥6,600 ¥9,900 1016479895 

社会福祉概論 ―現代社会と福祉― 第3版 （※） 小田 兼三 2014 9784326700844 ¥8,690 ¥13,090 1016671154 

児童家庭福祉の成立と課題 井村 圭壯 2013 9784326700776 ¥7,920 ¥11,880 1022470333 

福祉教育はいかにあるべきか ―演習方法と論文指導― 二木 立 2013 9784326700783 ¥6,930 ¥10,450 1025435730 

プロボノ ―新しい社会貢献新しい働き方―第3刷 嵯峨 生馬 2012 9784326653621 ¥6,050 ¥9,130 1020568004 

社会福祉の成立と課題 井村 圭壯 2012 9784326700721 ¥7,920 ¥11,880 1022470332 

児童家庭福祉の理論と制度 （福祉の基本体系シリーズ 9） 井村 圭壯 2011 9784326700714 ¥7,920 ¥11,880 1022470331 

社会福祉の理論と制度 （福祉の基本体系シリーズ 8） 井村 圭壯 2010 9784326700653 ¥7,920 ¥11,880 1022470330 

揺らぐ子育て基盤 ―少子化社会の現状と困難― 松田 茂樹 2010 9784326602254 ¥8,360 ¥12,540 1018831463 

グローバリゼーションと国際強制移動 = Globalization and the dynamics of forced migration 小泉 康一 2009 9784326602186 ¥15,400 ¥23,100 1018831462 

子どもの放課後を考える ―諸外国との比較でみる学童保育問題― 池本 美香 2009 9784326250608 ¥8,580 ¥12,870 1020567952 

何が育児を支えるのか ―中庸なネットワークの強さ― 松田 茂樹 2008 9784326602087 ¥8,800 ¥13,200 1018831460 

女性が福祉社会で生きるということ 杉本 貴代栄 2008 9784326602100 ¥7,700 ¥11,550 1018831461 

養育費政策にみる国家と家族 ―母子世帯の社会学― 下夷 美幸 2008 9784326602162 ¥7,150 ¥10,780 1025435718 

ソーシャルワーカーのための病院実習ガイドブック 村上 須賀子 2007 9784326602001 ¥7,700 ¥11,550 1018831458 

里親とは何か ―家族する時代の社会学― 和泉 広恵 2006 9784326653157 ¥8,580 ¥12,870 1020567990 

福祉職員のスキルアップ ―事例研究とスーパービジョン― 相澤 譲治 2005 9784326601905 ¥7,920 ¥11,880 1022470321 

サクセスフルエイジングのための福祉 賀戸 一郎 2001 9784326601455 ¥7,480 ¥11,220 1018831455 

戦後所得保障制度の検証 村上 貴美子 2000 9784326601363 ¥13,860 ¥20,790 1018831453 
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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 

二つの政権交代 ―政策は変わったのか― 竹中 治堅 2017 9784326351701 ¥10,560 ¥15,840 1024322189 

民主主義の発明 ―全体主義の限界― クロード・ルフォール 2017 9784326302543 ¥16,500 ¥24,750 1024322196 

地方財政を学ぶ 水谷 守男 2017 9784326504374 ¥8,140 ¥12,210 1025193941 

最新判例にみるインターネット上のプライバシー・ 
個人情報保護の理論と実務 （※） 

松尾 剛行 2017 9784326403387 ¥11,440 ¥17,160 1025599560 

官僚制改革の条件 ―新制度論による日英比較― 笠 京子 2017 9784326302598 ¥12,320 ¥18,480 1026405220 

プライバシー保護入門 ―法制度と数理的基礎― 中川 裕志 2016 9784326403158 ¥8,800 ¥13,200 1020296388 

「平成の大合併」の政治経済学 中澤 克佳 2016 9784326302505 ¥14,300 ¥21,450 1022295522 

2025年の日本 ―破綻か復活か― 駒村 康平 2016 9784326550746 ¥7,920 ¥11,880 1023366561 

社会民主主義は生き残れるか ―政党組織の条件― 近藤 康史 2016 9784326302512 ¥10,450 ¥15,730 1023668651 

自由放任主義の乗り越え方 ―自由と合理性を問い直す― 若松 良樹 2016 9784326154418 ¥9,570 ¥14,300 1023891732 

「正しい政策」がないならどうすべきか ―政策のための哲学― ジョナサン・ウルフ 2016 9784326154401 ¥10,450 ¥15,730 1023891734 

税法学原論 第7版 （※） 北野 弘久 2016 9784326403257 ¥12,760 ¥19,140 1023891736 

公共哲学とはなんだろう ―民主主義と市場の新しい見方―増補版 桂木 隆夫 2016 9784326154425 ¥10,450 ¥15,730 1024015033 

ナショナリズムとマスメディア ―連帯と排除の相克― 津田 正太郎 2016 9784326602940 ¥19,800 ¥29,700 1024118116 

比較政治学入門 （※） 岩崎 正洋 2015 9784326302383 ¥8,800 ¥13,200 1017522748 

議会の進化 ―立憲的民主統治の完成へ― 
ロジャー・D. 
コングルトン 

2015 9784326504169 ¥22,550 ¥33,880 1019315036 

パブリック・ガバナンスの政治学 山本 啓 2014 9784326302307 ¥9,350 ¥15,180 1016479881 

国家論大綱 第2巻 （第2巻） 滝村 隆一 2014 9784326302369 ¥24,750 ¥37,180 1017162612 

自民党政権の予算編成 （ポリティカル・サイエンス・クラシックス 6） ジョン・C.キャンベル 2014 9784326302352 ¥14,850 ¥22,330 1017819769 

テキストブック公共選択 川野辺 裕幸 2013 9784326503858 ¥7,700 ¥11,550 1016479905 

コミュニタリアニズムの世界 菊池 理夫 2013 9784326102266 ¥11,000 ¥16,500 1016972220 

政策・合意形成入門 倉阪 秀史 2012 9784326302123 ¥7,480 ¥11,220 1025435699 

市町村人口規模と財政 （中京大学経済学研究叢書 第20輯） 古川 章好 2012 9784326549597 ¥9,680 ¥14,520 1025435714 

テキスト地方財政論 ―公共経済学的アプローチの可能性― 長沼 進一 2011 9784326503452 ¥8,580 ¥12,870 1018831447 

外国人へのまなざしと政治意識  
―社会調査で読み解く日本のナショナリズム― 

田辺 俊介 2011 9784326653591 ¥7,700 ¥11,550 1020568002 

政策法務の時代と自治体法学 （明治大学社会科学研究所叢書） 村上 順 2010 9784326402595 ¥13,640 ¥20,460 1022470315 

2009年、なぜ政権交代だったのか  
―読売・早稲田の共同調査で読みとく日本政治の転換― 

田中 愛治 2009 9784326301829 ¥6,050 ¥9,130 1020567961 

新保守主義の作用 ―中曽根・ブレア・ブッシュと政治の変容― 豊永 郁子 2008 9784326301737 ¥8,580 ¥12,870 1020567960 

統治と功利 ―功利主義リベラリズムの擁護― 安藤 馨 2007 9784326101696 ¥13,200 ¥19,800 1022470301 

地方政府の構想 山崎 正 2006 9784326301652 ¥12,320 ¥18,480 1018831443 

国家論大綱 第1巻 上 滝村 隆一 2003 9784326301485 ¥26,400 ¥39,600 1020567958 

国家論大綱 第1巻 下 滝村 隆一 2003 9784326301492 ¥26,400 ¥39,600 1020567959 

その先の日本国へ 橋爪 大三郎 2002 9784326652679 ¥7,150 ¥10,780 1020567978 

都市の論理 ―歴史的条件-現代の闘争― 羽仁 五郎 1965 9784326980154 ¥7,700 ¥11,550 1016376737 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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中国の水土流失 ―史的展開と現代中国における転換点―（5） 松永 光平 2013 9784326348954 ¥10,450 ¥15,730 1025435700 

科学の人 (マン・オブ・サイエンス) ・孫文 ―思想史的考察―（6） 武上 真理子 2014 9784326348961 ¥11,000 ¥16,500 1016972216 

中国ナショナリズムのなかの日本  
―「愛国主義」の変容と歴史認識問題―（7） 

江藤 名保子 2014 9784326348978 ¥11,000 ¥16,500 1016479890 

中国トウモロコシ産業の展開過程 （8） 張 馨元 2014 9784326348985 ¥11,000 ¥16,500 1016479891 

中国中小企業の起業・経営・人材管理  
―民営化企業の多様化に迫る―（9） 

北 蕾 2014 9784326348992 ¥12,100 ¥18,150 1016824358 

政論家の矜持  
―中華民国時期における章士釗と張東蓀の政治思想―（10） 

森川 裕貫 2015 9784326349005 ¥13,750 ¥20,680 1017332829 

現代中国の軍事制度  
―国防費・軍事費をめぐる党・政・軍関係―（11） 

土屋 貴裕 2015 9784326349012 ¥11,000 ¥16,500 1017332830 

20世紀初頭の清朝とドイツ ―多元的国際環境下の双方向性―（12） 小池 求 2015 9784326349029 ¥13,750 ¥20,680 1017332831 

国際社会における日中関係  
―1978～2001年の中国外交と日本―（13） 

兪 敏浩 2015 9784326349036 ¥14,850 ¥22,330 1017522749 

文化と国家アイデンティテイの構築  
―関係(グァンシー)と中国外交―（14） 

上村 威 2015 9784326349043 ¥14,850 ¥22,330 1017819765 

政道と政体 ―近代日本における中国観察―（15） 何 鵬挙 2016 9784326349050 ¥13,750 ¥20,680 1020083595 

近代中国の電信建設と対外交渉  
―国際通信をめぐる多国間協調・対立関係の変容―（16） 

薛 軼群 2016 9784326349067 ¥14,080 ¥21,120 1020296385 

日中関係と日本経済界 ―国交正常化から「政冷経熱」まで―（17） 李 彦銘 2016 9784326349074 ¥15,950 ¥23,980 1020296386 

中国の大国外交への道のり ―国際機関への対応をめぐって―（18） 吉川 純恵 2017 9784326349081 ¥12,760 ¥19,140 1024589461 

◆現代中国地域研究叢書シリーズ◆ 

14冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥180,290 ¥270,820 
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日本の国際関係論  
―理論の輸入と独創の間― 

同時1アクセス（本体） ¥15,620 

同時3アクセス（本体） ¥23,430 

冊子版ISBN 9784326302536  

著編者名 大矢根 聡 発行年 2017 商品コード 1024589467 

どこから来てどこへ行くのか。主要な国際関係理論が日本に「輸入」されるさまを洗い直し、学問輸入の実態、日本での独自性を見出す。 

米中露パワーシフトと日本 
同時1アクセス（本体） ¥9,020 

同時3アクセス（本体） ¥13,530 

冊子版ISBN 9784326302550  

著編者名 三船 恵美 発行年 2017 商品コード 1025881716 

アメリカの相対的な影響力の後退、中国経済のグローバルな台頭、ロシアのプレゼンス拡大、これらのパワーシフトをいかにとらえればいい
のだろうか。「教養としての国際関係論の基礎的な知識を学ぶひと」と「専門的な国際関係論の分析方法を学ぶひと」、二つのタイプに応える
ために、国際情勢を分析するための基礎的な知識を記述する。 

核兵器の拡散 ―終わりなき論争― 

同時1アクセス（本体） ¥11,000 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784326302574  

著編者名 スコット・セーガン 発行年 2017 商品コード 1025881718 

本書は、核兵器の拡散に主に勢力均衡論の観点から肯定的立場をとるウォルツと、組織論の観点から否定的立場をとるセーガンによる、そ
れぞれの主張と相手への反論をまとめたものである。理論的な論争から最近の核拡散の事例、そしてオバマの「核なき世界」演説をめぐる議
論まで、核兵器の本質に迫る白熱の論争を余すことなく収録する。 

個人情報保護法の現在と未来  
―世界的潮流と日本の将来像―新版 

同時1アクセス（本体） ¥18,700 

同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784326403356  

著編者名 石井 夏生利 発行年 2017 商品コード 1024775794 

AIやビッグデータ、IoTなどの技術が定着し、個人を取り巻くネットワーク環境は、ここ数年でもめまぐるしく変わっている。欧州では2016年に
データ保護指令が大改正され、米国間の交渉も進み、世界的にも注目された。こうした中、国内外のプライバシー・個人情報保護法制度の動
きを捉え直し、日本の個人情報保護法制の将来像を論じる。 

カントの政治哲学 ―自律・言論・移行― 

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 9784326102648  

著編者名 金 慧 発行年 2017 商品コード 1025599552 

カントは自らに法を与えるという意味での政治的自律がどのような手続きや条件の下で実現されるのかを探究した。そして、政治的自律を実
現する手段として言論の自由を重視した。個人間の意見の相違を前提とする言論の自由こそが政治的自律を促すのである。また、各国家の
人民の政治的自律が「永遠平和」への移行を可能とするとした。 

権威主義体制と政治制度  
―「民主化」の時代におけるエジプトの一党優位の実証分析― 

同時1アクセス（本体） ¥14,740 

同時3アクセス（本体） ¥22,110 

冊子版ISBN 9784326302604  

著編者名 今井 真士 発行年 2017 商品コード 1026405216 

権威主義体制の一党優位はどのような条件で確立するのか？ 一党優位の政党システムでは与野党間、与党勢力内、そして野党勢力内で
どのような角逐と協力が見られ、その振る舞いはどのような制度に規定されるのか？ 第一共和制前後のエジプトに主に注目し、「アラブの
春」以後も射程に入れて、中東地域を比較政治学の俎上に載せる。 

ヤナマール  
―セネガルの民衆が立ち上がるとき― 

同時1アクセス（本体） ¥8,030 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784326654017  

著編者名 ヴュー・サヴァネ 発行年 2017 商品コード 1025599557 

ヒップホップグループ「クルギ」が率いた社会運動体「ヤナマール（もううんざりだ）」。政党とは一線を画した非暴力の大規模デモで大統領の
専断による憲法改悪を阻止、現在のセネガルおよびアフリカの社会運動に大きな影響を与えつづけている。ジャーナリストによる運動の記録
の他、クルギのインタビュー、監訳者の解説付き。 
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革命のインテリジェンス ―ソ連の対外政治工作としての「影響力」工作― 佐々木 太郎 2016 9784326302475 ¥13,860 ¥20,790 1020598964 

フランス再興と国際秩序の構想 ―第二次世界大戦期の政治と外交― 宮下 雄一郎 2016 9784326302482 ¥19,140 ¥28,710 1022033543 

イギリスとアメリカ ―世界秩序を築いた四百年― 君塚 直隆 2016 9784326351688 ¥8,800 ¥13,200 1022700370 

日中連関構造の経済分析 王 在哲 2016 9784326504190 ¥7,480 ¥11,220 1020083597 

権力と平和の模索 ―国際関係史の理論と現実― ハリー・ヒンズリー 2015 9784326302376 ¥16,500 ¥24,750 1017332828 

連携と離反の東アジア （東洋学研究情報センター叢刊 . アジア比較社会研究のフロンティア ; 3 第19輯） 園田 茂人 2015 9784326653928 ¥10,780 ¥16,170 1018441509 

満洲国留日学生の日中関係史 ―満洲事変・日中戦争から戦後民間外交へ― 
（拓殖大学研究叢書 . 社会科学 43） 

浜口 裕子 2015 9784326302437 ¥17,050 ¥25,630 1019533025 

国際関係理論 第2版（勁草テキスト・セレクション） （※） 吉川 直人 2015 9784326302444 ¥10,450 ¥15,730 1019748882 

共存の模索 ―アメリカと「二つの中国」の冷戦史― 佐橋 亮 2015 9784326302468 ¥11,550 ¥17,380 1020083599 

デモクラシーと民族問題 ―中東欧・バルト諸国の比較政治分析― 中井 遼 2015 9784326302390 ¥14,850 ¥22,330 1017819766 

レイシズムを解剖する ―在日コリアンへの偏見とインターネット― 高 史明 2015 9784326299089 ¥7,480 ¥11,220 1019315037 

市民的自由主義の復権 ―シュミットからルーマンへ― 小山 裕 2015 9784326602858 ¥13,860 ¥20,790 1019748883 

アメリカが中国を選ぶ日 ―覇権国なきアジアの命運― ヒュー・ホワイト 2014 9784326351664 ¥6,600 ¥9,900 1017332834 

アメリカ国家像の再構成 ―ニューディール・リベラル派とロバート・ワグナーの国家構想― 中島 醸 2014 9784326302321 ¥19,250 ¥28,930 1016479876 

EUのマクロリージョン ―欧州空間計画と北海・バルト海地域協力― 柑本 英雄 2014 9784326302345 ¥14,300 ¥21,450 1016671153 

個人情報保護法の現在と未来 ―世界的潮流と日本の将来像― 石井 夏生利 2014 9784326402953 ¥19,250 ¥28,930 1016671155 

台湾の企業戦略 ―経済発展の担い手と多国籍企業化への道― 朝元 照雄 2014 9784326503995 ¥9,350 ¥14,080 1016606040 

新興アジアの貧困削減と制度 ―行動経済学的視点を据えて― 福井 清一 2014 9784326503933 ¥16,500 ¥24,750 1016972218 

現場「フィールド」からの平和構築論 ―アジア地域の紛争と日本の和平関与― 福武 慎太郎 2013 9784326302222 ¥8,250 ¥12,430 1016479906 

介入するアメリカ ―理念国家の世界観― 中山 俊宏 2013 9784326351657 ¥7,700 ¥11,550 1016479908 

文化浸透の冷戦史 ―イギリスのプロパガンダと演劇性― 齋藤 嘉臣 2013 9784326302246 ¥15,730 ¥23,650 1017332837 

護るために殺す? ―アフリカにおけるスポーツハンティングの「持続可能性」と地域社会― 安田 章人 2013 9784326602506 ¥10,560 ¥15,840 1018831467 

アメリカン・イデオロギー ―保守主義運動と政治的分断― 中山 俊宏 2013 9784326351640 ¥7,700 ¥11,550 1016479907 

リベラル・ナショナリズムと多文化主義 ―イギリスの社会統合とムスリム― 安達 智史 2013 9784326602599 ¥21,560 ¥32,340 1020598971 

途上国の旅 ―開発政策のナラティブ =  
Journeys toward development : narratives on strategy and policy― 

浅沼 信爾 2013 9784326503865 ¥10,230 ¥15,400 1016972228 

アメリカの補助金と州・地方財政 ―ジョンソン政権からオバマ政権へ―（静岡大学人文学部研究叢書 29） 川瀬 憲子 2012 9784326503629 ¥12,430 ¥18,700 1025435712 

インド民主主義の発展と現実 広瀬 崇子 2011 9784326301959 ¥13,200 ¥19,800 1025435697 

核拡散の論理 ―主権と国益をめぐる国家の攻防― 岩田 修一郎 2010 9784326351480 ¥8,250 ¥12,430 1022470314 

中国労働市場のジェンダー分析 ―経済・社会システムからみる都市部就業者― 石塚 浩美 2010 9784326602292 ¥11,880 ¥17,820 1018831464 

イギリスとヨーロッパ ―孤立と統合の二百年― 細谷 雄一 2009 9784326351442 ¥7,700 ¥11,550 1025435701 

台湾経済入門 渡辺 利夫 2007 9784326502899 ¥6,600 ¥9,900 1016376734 

東アジアの通貨・金融協力 ―欧州の経験を未来に活かす― 村瀬 哲司 2007 9784326502868 ¥12,980 ¥19,470 1018831445 

ASEANレジーム ―ASEANにおける会議外交の発展と課題― 佐藤 考一 2003 9784326301478 ¥12,980 ¥19,470 1018831442 

複雑性の世界 ―「テロの世紀」と日本― 田中 明彦 2003 9784326351312 ¥7,150 ¥10,780 1020567962 

それでも私は親米を貫く 阿川 尚之 2003 9784326351329 ¥7,150 ¥10,780 1020567963 

西ネパールの憑依カルト ―ポピュラー・ヒンドゥーイズムにおける不幸と紛争― 安野 早己 2000 9784326101306 ¥16,500 ¥24,750 1025435685 

ソ連とは何だったか 塩川 伸明 1994 9784326351015 ¥5,500 ¥8,250 1016376730 

中国と朝鮮戦争 平松 茂雄 1988 9784326350810 ¥5,500 ¥8,250 1016376729 

国際通貨と国際収支 片岡 尹 1986 9784326500543 ¥7,700 ¥11,550 1016376733 

労働のオントロギー ―フランス現代思想の底流― 今村 仁司 1981 9784326980031 ¥5,500 ¥8,250 1016376736 
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ライブ・経済史入門  
―経済学と歴史学を架橋する― 

同時1アクセス（本体） ¥8,140 

同時3アクセス（本体） ¥12,210 

冊子版ISBN 9784326550784  

著編者名 小田中 直樹 発行年 2017 商品コード 1024589463 

狩猟採集経済から大企業に至る経済活動を、生産システムのメカニズムと変化に着目しつつ、歴史学と経済学の交錯地
点から解き明かす。 

ODAの終焉  
―機能主義的開発援助の勧め― 

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 9784326504404  

著編者名 浅沼 信爾 発行年 2017 商品コード 1025881712 

本書は、現在のODAへの違和感と危機感を表明しようという目的で書かれた。開発の現場近くで仕事をしてきた著者達に
とって、MDGやSDGは夢の議論のようでその非現実性に強い違和感を抱かざるをえない。ODA自体が存亡の危機にある
のではないかという危惧感さえ抱く。ODAの将来の方向性についての議論を呼び起こす一冊。 

完全理解ゲーム理論・契約理論 
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 9784326504305  

著編者名 鈴木 豊 発行年 2016 商品コード 1023366560 

「ゲーム理論・契約理論」全体の内容を、数値例、図解、最適化(微分による最適化条件の導出)というアクセスしやすい分
析手法を使って、初歩からかなり程度の高い内容まで解説する。 

技術と所得分配のマクロ経済学 
同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784326504121  

著編者名 大住 康之 発行年 2015 商品コード 1019023643 

資本と労働の組み合わせという生産技術は、所得分配にどのような影響を与えるのか。労働制度、生産技術、集計代替弾
力性に関するテーマをマクロ経済学的に考察する。 

現代の国際金融を学ぶ  
―理論・実務・現実問題―新版 

同時1アクセス（本体） ¥8,030 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784326504145  

著編者名 中條 誠一 発行年 2015 商品コード 1019315035 

理論と実務のギャップを埋め、国際金融論を身近なものにすると同時に、使える理論にできるようにするテキスト。為替
レート決定理論、国際財務活動、グローバル・インバランスなどを解説する。 

現代の経済思想 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥22,770 

冊子版ISBN 9784326504022  

著編者名 橋本 努 発行年 2014 商品コード 1016824361 

共産主義圏の崩壊以降、社会主義の可能性が失われ、目指すべき社会の理念が不透明になったことから、「経済をいか
に認識すべきか」という根本問題がふたたび論じられている。経済思想は、経済認識の根幹にあり、欲望、価値、文化、自
然などの概念連関を伴いつつ、広く人間と社会の基礎をなしている。本書は、現代において生と社会の指針を得るための
新たな糧になるだろう。 
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農協の未来  
―新しい時代の役割と可能性― 

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 9784326503926  

著編者名 大泉 一貫 発行年 2014 商品コード 1017162617 

本書は、日本の食料供給、農業、農家、農村に大きな役割を果たしてきた農協について、農協の新規事業や優良事例、参
考事例を踏まえて、今後の農協の可能性について検討を試みる。また、農協の農業への関わり方、農業振興への対応の
ために農業経営者の正組合員化、稲作偏重・集落営農中心からの脱却、行政からの自立を提案する。 

現代組織論 
同時1アクセス（本体） ¥8,030 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784326602469  

著編者名 田尾 雅夫 発行年 2012 商品コード 1025435721 

わたしたちは組織を抜きに、経験せずして生きることはできない。組織と共にこの社会を生き抜く方法としての、新たな組織
論決定版。 

説得の技術としての経済学  
―政策決定と経済学者― 

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 9784326550593  

著編者名 塩澤 修平 発行年 2008 商品コード 1025435716 

経済学の発想で日本の政策決定メカニズムを眺めてみよう──小泉内閣に参画し、政治の舞台裏を熟知した著者による、
新しい経済学入門。 

詩の饗宴 ―ゲーム論家の酔夢譚― 

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 9784326550524  

著編者名 金子 守 発行年 2006 商品コード 1025435715 

プラトン・シェークスピアに私淑するゲーム論家の斬新な挑戦。人間の理性と感情の機能を，詩を通して戯曲形式で探究す
る。 

ケインズの経済思考革命  
―思想・理論・政策のパラダイム転換― 

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 9784326550500  

著編者名 浅野 栄一 発行年 2005 商品コード 1018831450 

ケインズの思想・理論・政策を三位一体の経済学体系として解説すると共に、ケインズ革命を同時期のニュートン力学から
量子力学へのパラダイム転換に相当する社会科学思考の大転換と位置付けた上で、ケインズ革命の意義を検討。 

エコマネーはマネーを駆逐する  
―環境に優しい「エコマネー資本主義」へ― 

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 9784326550432  

著編者名 加藤 敏春 発行年 2002 商品コード 1018831449 

崩壊しつつあるグローバル資本主義に代わる新しい資本主義を提唱。デフレを克服し、持続可能な環境に優しい社会を実
現するにはどうしたらいいのか？ 「エンデの遺言」が投じた「お金」への問いかけに対する真の解答がここに！ 
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タイ・プラス・ワンの企業戦略  
（ERIA=TCERアジア経済統合叢書 第6巻） 

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 9784326504381  

著編者名 石田 正美 発行年 2017 商品コード 1024775795 

世界にその存在感を大きく増してきている産業集積地としてのタイの実態を、CLMV（カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム）諸国に進出し
ている企業の現状および企業の立地戦略、進出対象のひとつである国境開発の現状と課題、インフラ開発の一手段であるPPP（官民パート
ナーシップ）等から分析していく。 

台湾企業の発展戦略  
―ケーススタディと勝利の方程式― 

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 9784326504275  

著編者名 朝元 照雄 発行年 2016 商品コード 1022295521 

中華電信(CHT)、国泰金融控股、ジャイアント、エイサー、HTCの各企業の発展戦略を通じて台湾企業の勝利の方程式を解明する。 

戦略的リスク管理入門 
同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784326504176  

著編者名 ジェームズ・ラム 発行年 2016 商品コード 1020083596 

さまざまなリスクをいかに監視し管理するか。最高リスク管理責任者、リスク・コンサルタントとしての著者の経験をもとに、リスク管理の基礎
からベスト・プラクティスまでを解説する。 

競争促進のためのインセンティブ設計  
―ヤードスティック規制と入札制度の理論と実証― 
（KDDI総研叢書） 

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 9784326504282  

著編者名 原田 峻平 発行年 2016 商品コード 1022295516 

市場競争が起きにくい事業において、効率的な運営を促すのに効果的な規制とは。理論と実証の両面から分析し、政策評価と提言を行う。 

Rで学ぶ空間計量経済学入門 
同時1アクセス（本体） ¥12,650 

同時3アクセス（本体） ¥19,030 

冊子版ISBN 9784326504251  

著編者名 ジュセッペ・アルビア 発行年 2016 商品コード 1023366567 

空間計量経済学の主トピックである空間的自己相関を考慮した各種モデルについて入門的に解説。それぞれの手法に関して例題やクイズ、
「R」の実行例を示す。各章末に問題も掲載。 

個性を活かす人材マネジメント  
―近未来型人事革新のシナリオ― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326550753  

著編者名 谷内 篤博 発行年 2016 商品コード 1023668653 

グローバル化した企業・社会で必要な、個性を活かす人材マネジメントとは? 従来の人事管理論を超えて、今後求められるキャリア形成や新
たなマネジメントシステムを具体的に解説する。 

開発途上国における森林保全 ―経済学と空間情報科学を

融合した学際的研究 = Forest conservation in developing countries : 
towards an integration of economics and spatial information science― 

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 9784326504329  

著編者名 高橋 遼 発行年 2016 商品コード 1023891733 

多岐にわたる森林資源管理の分野を分析するために必要な学際的研究とは。データの構築、分析手法の説明、その検証を紹介し、エチオピ
アにおける資源管理や森林保全にまつわる国際援助について、政策提言を行う。 
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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 

金融システム改革と東南アジア ―長期趨勢と企業金融の実証分析―（開発経済学の挑戦 6） 三重野 文晴 2015 9784326546053 ¥11,110 ¥16,720 1017522754 

ベーシック応用経済学 （応用経済学シリーズ 第1巻） 福重 元嗣 2015 9784326504077 ¥9,350 ¥14,080 1018441506 

貿易、地域、産業、企業 （応用経済学シリーズ . トピックス応用経済学 ; 1 第2巻） 内田 交謹 2015 9784326504084 ¥15,400 ¥22,000 1018441507 

財政、公共政策、 イノベーション、経済成長  
（応用経済学シリーズ . トピックス応用経済学 ; 2 第3巻） 

青木 玲子 2015 9784326504091 ¥15,400 ¥22,000 1018441508 

日本の地域金融機関経営 ―営業地盤変化への対応― 堀江 康煕 2015 9784326504107 ¥13,860 ¥20,790 1018683946 

金融危機とバーゼル規制の経済学 ―リスク管理から見る金融システム― 宮内 惇至 2015 9784326504114 ¥14,850 ¥22,330 1019023639 

日本経済思想史 ―江戸から昭和― 川口 浩 2015 9784326504138 ¥8,800 ¥13,200 1019023640 

デニス・ロバートソン （経済学の偉大な思想家たち 2） 
ゴードン・ 
フレッチャー 

2015 9784326598922 ¥15,400 ¥23,100 1019533023 

就労支援を問い直す ―自治体と地域の取り組み― 筒井 美紀 2014 9784326602667 ¥8,250 ¥12,430 1016479877 

職業能力開発の経済分析 原 ひろみ 2014 9784326503957 ¥9,350 ¥15,180 1016479883 

ハイエクの経済思想 ―自由な社会の未来像― 吉野 裕介 2014 9784326102327 ¥8,800 ¥13,200 1016479887 

不確実性下の意思決定理論 
イツァーク・ 
ギルボア 

2014 9784326503919 ¥11,660 ¥17,490 1016479900 

父が息子に語るマクロ経済学 齊藤 誠 2014 9784326504008 ¥7,700 ¥11,550 1016606037 

シグナリングのゲーム理論 澤木 久之 2014 9784326504015 ¥8,250 ¥12,430 1016606046 

経済行動と宗教 ―日本経済システムの誕生― 寺西 重郎 2014 9784326550715 ¥9,680 ¥14,520 1016606047 

国際金融・経済成長理論の基礎 大瀧 雅之 2013 9784326503896 ¥8,800 ¥13,200 1016972222 

IMF改革と通貨危機の理論 ―アジア通貨危機の宿題―（開発経済学の挑戦 5） 国宗 浩三 2013 9784326546046 ¥10,230 ¥15,400 1016972223 

アローの不可能性定理 ―枠組みの検討と応用可能性― 松本 保美 2013 9784326503872 ¥9,680 ¥14,520 1016972224 

開発政治学の展開 ―途上国開発戦略におけるガバナンス― 木村 宏恒 2013 9784326302253 ¥16,500 ¥24,750 1017162620 

金融システムと金融規制の経済分析 花崎 正晴 2013 9784326503834 ¥11,550 ¥17,380 1025435713 

セキュリティ経営 ―ポスト3.11の復元力 (レジリエンス)― 林 紘一郎 2011 9784326550685 ¥8,800 ¥13,200 1018831452 

夫婦間の協調と家族の和 ―家族の経済学―（大阪大学言語社会研究叢書 第4輯） 野村 茂治 2010 9784326048120 ¥14,850 ¥22,330 1018831421 

会社と社会を幸せにする健康経営 田中 滋 2010 9784326550661 ¥8,580 ¥12,870 1018831451 

ハイエク主義の「企業の社会的責任」論 楠 茂樹 2010 9784326402618 ¥9,570 ¥14,300 1022470317 

オペラと経済学 ―非合理的な合理性と合理的な非合理性のハーモニー― 松本 保美 2010 9784326550654 ¥10,560 ¥15,840 1022470320 

国際開発学入門 ―開発学の学際的構築 = Introduction to international development studies : an 
interdisciplinary approach to development studies―（勁草テキスト・セレクション） 

大坪 滋 2009 9784326503278 ¥9,130 ¥13,750 1025435710 

韓国・台湾・中国企業の成長戦略 ―課題はガバナンスと研究開発― 浅海 信行 2008 9784326503094 ¥9,350 ¥14,080 1025435709 

部下を好きになってください ―IBMの女性活用戦略― 内永 ゆか子 2007 9784326653201 ¥6,050 ¥9,130 1020567992 

入門・国際政治経済の分析 ―ゲーム理論で解くグローバル世界― 石黒 馨 2007 9784326301676 ¥9,240 ¥13,860 1022470311 

日本経済の二千年 改訂版 太田 愛之 2006 9784326502769 ¥9,240 ¥13,860 1020567974 

功利主義は生き残るか ―経済倫理学の構築に向けて― 松嶋 敦茂 2005 9784326153824 ¥9,900 ¥14,850 1022470304 

ポスト産業社会 ―構造転換のダイナミックス― 徳永 勇 2001 9784326652495 ¥6,600 ¥9,900 1018831471 
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憲法入門 6訂 （※） 
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 9784326451098  

著編者名 樋口 陽一 発行年 2017 商品コード 1024118108 

40年前の若き日に「立憲主義」の語を処女作の書名に選んだ著者が、21世紀の今、改めて立憲主義の意義を現実に問わねばならぬ時代と
なった。社会の文明のあり方を支えるものとしての憲法という視点から、日本国憲法を、人類社会の大きなタテ糸（歴史）とヨコ糸（比較）の交
差のなかに位置づけ、「憲法から見た現代社会論」として展開する。 

論文演習会社法 上巻 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784326403325  

著編者名 上田 純子 発行年 2017 商品コード 1024322191 

会社法の体系にそって新旧司法試験・予備試験の過去問を配置、若手弁護士および合格者が模範答案を作成し、研究者がコメントを付して
丁寧に解説を施す！過去問が存在しないテーマについてはオリジナル問題を作題。高い信頼性を備える司法試験合格のための論文演習書。
平成28年度過去問まで収録。 

論文演習会社法 下巻 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥10,230 

同時3アクセス（本体） ¥15,400 

冊子版ISBN 9784326403332  

著編者名 上田 純子 発行年 2017 商品コード 1024322192 

会社法の体系にそって新旧司法試験・予備試験の過去問を配置、若手弁護士および合格者が模範答案を作成し、研究者がコメントを付して
丁寧に解説を施す！過去問が存在しないテーマについてはオリジナル問題を作題。高い信頼性を備える司法試験合格のための論文演習書。
平成28年度過去問まで収録。 

国家賠償法コンメンタール  第2版 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥46,750 

同時3アクセス（本体） ¥70,180 

冊子版ISBN 9784326402915  

著編者名 西埜 章 発行年 2014 商品コード 1016479892 

膨大な裁判例や学説を網羅的、類型的に分析、整理、評価し、長年の研究成果を盛り込み現時点での到達点を明確にする。実務家、研究
者に指針となる最新かつ本格的な逐条解説書。第2版では、初版以降のおびただしい判例・裁判例と文献を盛り込んだほか、「戦後補償訴
訟と立法の不作為」等新たな項目を追加し、100頁余の増加となった。 

民法案内 （13） 
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 9784326498390  

著編者名 川井 健 発行年 2014 商品コード 1016606036 

晩年の円熟した筆になる我妻民法学の総決算ともいうべきものが「民法案内」である。最後の弟子である著者の遺稿に孫弟子である補筆者
が手直しをし、半世紀近く経て師とは一味違った語り口で新天地に筆を下ろす。現代の大家による名講義の再現なる。シリーズの特色を生
かしつつ川井健流の語り口で民法の奥行きを平易に解説する。 

金融から学ぶ民事法入門  第2版 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥8,030 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784326402861  

著編者名 大垣 尚司 発行年 2013 商品コード 1016479903 

パンデクテン体系を崩し具体的な契約例や設例に則して再構成することにより、「あてはめ」の能力養成や「体感的」な理解が得られ、体系的
に学んだ法律知識を改めて実務に即して整理できる。ダットサンや準拠判例等との相互参照を図る。また、第二版では債権法改正の中間試
案を適宜参照することにより現在の民法の理解を深める工夫をした。 

刑法各論講義ノート 第4版 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326402823  

著編者名 日高 義博 発行年 2013 商品コード 1025435707 

改正法定刑対応！流れ図と説例を豊富に盛り込み、簡潔な叙述と見やすい構成で、各犯罪の構成要件の意味内容を立体的に解説する。 
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民法総則 （設例民法学 1） 
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 9784326402786  

著編者名 川井 健 発行年 2012 商品コード 1020567966 

基本モデルともいうべき設例を中心に民法全体を概説するテキスト。民法学上の重要な問題を可能なかぎり取り上げ、体系化する。民法各
編相互の有機的な関係についても言及。 

物権法 （設例民法学 2） 
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 9784326402793  

著編者名 川井 健 発行年 2012 商品コード 1020567967 

基本モデルともいうべき設例を中心に物権法全体を概説するテキスト。民法学上の重要な問題を可能なかぎり取り上げ、体系化する。民法
各編相互の有機的な関係についても言及。 

法律の使い方 
同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784326450770  

著編者名 柴田 孝之 発行年 2005 商品コード 1020567968 

「法律の玄人」への入門講座。法学部やロースクールには入った。条文や判例の知識は学んだ。でも結局法律ってどう使われるものなん
だ？ 法律家ってなんなんだ？ 「法律学の公式」がわかる本。 

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 

借地借家法案内 （勁草法学案内シリーズ） （※） 内田 勝一 2017 9784326499359 ¥8,360 ¥12,540 1024322193 

臨床実務家のための家族法コンメンタール  
（勁草法律実務シリーズ 民法相続編） （※） 

大塚 正之 2017 9784326403295 ¥11,660 ¥17,490 1024589466 

臨床実務家のための家族法コンメンタール 民法親族編  
（勁草法律実務シリーズ） （※） 

大塚 正之 2016 9784326403134 ¥11,440 ¥17,160 1020598969 

再生可能エネルギー法務  
（勁草法律実務シリーズ） （※） 

第一東京弁護士会 
環境保全対策委員会 

2016 9784326403240 ¥14,850 ¥22,330 1023366559 

実務原子力損害賠償 （勁草法律実務シリーズ） 
第一東京弁護士会 
災害対策本部 

2016 9784326403165 ¥12,320 ¥18,480 1020296389 

消費者行政法 ―安全・取引・表示・個人情報保護分野にお
ける執行の実務―（勁草法律実務シリーズ） （※） 

大島 義則 2016 9784326403219 ¥12,650 ¥19,030 1023366566 

不動産登記法案内 （勁草法学案内シリーズ） 七戸 克彦 2014 9784326499335 ¥7,150 ¥10,780 1016479899 

現代日本公法の基礎を問う （笑うケースメソッド 2） （※） 木庭 顕 2017 9784326403288 ¥9,900 ¥14,850 1024118106 

金融から学ぶ会社法入門 （※） 大垣 尚司 2017 9784326403271 ¥12,650 ¥19,030 1025193940 

法倫理学探究  
―道徳的実在論/個別主義/汎心論/自由意志論のトポス― 

増田 豊 2017 9784326403370 ¥22,880 ¥34,320 1025599554 

アジアの中の日本国憲法 ―日韓関係と改憲論― 李 京柱 2017 9784326403400 ¥14,520 ¥21,780 1025881717 

ローマ法案内 ―現代の法律家のために―新版 木庭 顕 2017 9784326403424 ¥10,780 ¥16,170 1026405217 

民事法学の基礎的課題 ―植木哲先生古稀記念論文集― 高森 八四郎 2017 9784326403448 ¥36,300 ¥54,450 1026405218 
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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 

最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 （※） 松尾 剛行 2016 9784326403141 ¥13,640 ¥20,460 1020296387 

市民法学の輪郭 ―「市民的徳」と「人権」の法哲学― 篠原 敏雄 2016 9784326403189 ¥11,440 ¥17,160 1020598962 

家事事件の理論と実務 第1巻 （※） 松原 正明 2016 9784326403103 ¥10,450 ¥15,730 1020598965 

家事事件の理論と実務 第2巻 （※） 松原 正明 2016 9784326403110 ¥10,450 ¥15,730 1020598966 

家事事件の理論と実務 第3巻 （※） 松原 正明 2016 9784326403127 ¥8,800 ¥13,200 1020598967 

個人として尊重 ―「われら国民」のゆくえ― 小泉 良幸 2016 9784326451067 ¥7,700 ¥11,550 1021588072 

日本国憲法と共に生きる ―「真理と平和」を求めて― 杉原 泰雄 2016 9784326451081 ¥8,250 ¥12,430 1022295520 

試練にたつ日本国憲法 杉原 泰雄 2016 9784326451050 ¥8,250 ¥12,430 1022295524 

現代日本民法の基礎を問う ―笑うケースメソッド― 木庭 顕 2015 9784326402977 ¥8,250 ¥12,430 1017162611 

比較法ハンドブック 第2版 （※） 五十嵐 清 2015 9784326451043 ¥9,900 ¥14,850 1017332833 

概説イギリス憲法  
―由来・展開そしてEU法との相克―第2版 （※） 

加藤 紘捷 2015 9784326402984 ¥10,780 ¥16,170 1017522750 

日本人から見た裁判員制度 松村 良之 2015 9784326402991 ¥14,520 ¥21,780 1017522751 

憲法訴訟の軌跡と展望 （南山大学学術叢書 .  
日本における司法消極主義と積極主義 1） 

中谷 実 2015 9784326403004 ¥27,720 ¥41,580 1017522752 

「通信の秘密不可侵」の法理  
―ネットワーク社会における法解釈と実践― 

海野 敦史 2015 9784326403011 ¥21,560 ¥32,340 1018194133 

契約の法務 （※） 喜多村 勝徳 2015 9784326403080 ¥10,780 ¥16,170 1018858773 

国内避難民の国際的保護  
―越境する人道行動の可能性と限界― 

墓田 桂 2015 9784326602865 ¥17,600 ¥26,400 1019533024 

逐条講義製造物責任法 ―基本的考え方と裁判例― 土庫 澄子 2014 9784326402922 ¥8,800 ¥13,200 1016479893 

国境政策のパラドクス 森 千香子 2014 9784326602698 ¥11,000 ¥16,500 1016671152 

グローバルな正義 = Global justice 宇佐美 誠 2014 9784326102389 ¥8,800 ¥13,200 1016824359 

民法基本判例集 第3版補訂版 （※） 遠藤 浩 2014 9784326451036 ¥7,700 ¥12,100 1018441510 

アメリカ民事法入門 楪 博行 2013 9784326451005 ¥8,580 ¥12,870 1020567972 

憲法入門 5訂 樋口 陽一 2013 9784326451029 ¥6,050 ¥9,130 1020567973 

刑事司法 ―逮捕・裁判・服役そして社会復帰― 菊田 幸一 2011 9784326402649 ¥8,800 ¥13,200 1025435704 

ヨハネス・アルトジウス  
―自然法的国家論の展開及び法体系学説史研究― 

オットー・フォン・ 
ギールケ 

2011 9784326402663 ¥10,560 ¥15,840 1025435705 

法解釈の正解  
―正しい法解釈が明らかにする個性尊重主義の秘密― 

田村 智明 2010 9784326450916 ¥7,700 ¥11,550 1020567970 

契約責任の構造と射程 ―完全性利益侵害の帰責構造を中心に
―（明治大学社会科学研究所叢書） 

長坂 純 2010 9784326402601 ¥20,350 ¥30,580 1022470316 

入会権 ―その本質と現代的課題― 中尾 英俊 2009 9784326402519 ¥11,550 ¥17,380 1020567964 

フェミニストの法 ―二元的ジェンダー構造への挑戦 = Feminist 
law : challenge to the binary gender structure― 

若林 翼 2008 9784326101801 ¥8,250 ¥12,430 1025435686 

国家による権利実現の基礎理論  
―なぜ国家は民法を制定するのか― 

宮澤 俊昭 2008 9784326402472 ¥10,450 ¥15,730 1025435703 

法解釈の言語哲学 ―クリプキから根元的規約主義へ― 大屋 雄裕 2006 9784326402397 ¥8,250 ¥12,430 1025435702 

地球が舞台 ―国際NGO最前線からの活動報告― 津守 滋 2002 9784326601530 ¥8,800 ¥13,200 1018831456 

不動産取引法の研究 半田 正夫 1980 9784326400430 ¥7,700 ¥11,550 1016376731 
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同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

著作物を楽しむ自由のために  
―最高裁著作権判例を超えて― 

岡 邦俊 2016 9784326451074 ¥12,320 ¥18,480 1022033539 

著作権法詳説 ―判例で読む14章―第10版 （※） 三山 裕三 2016 9784326403264 ¥22,000 ¥33,000 1024015034 

著作権法コンメンタール 1 第2版 （※） 半田 正夫 2015 9784326403059 ¥36,300 ¥54,450 1020782137 

著作権法コンメンタール 2 第2版 （※） 半田 正夫 2015 9784326403066 ¥36,300 ¥54,450 1020782138 

著作権法コンメンタール 3 第2版 （※） 半田 正夫 2015 9784326403073 ¥36,300 ¥54,450 1020782139 

著作権法概論 （※） 斉藤 博 2014 9784326402960 ¥8,690 ¥13,090 1017162613 

著作権法案内 （勁草法学案内シリーズ） （※） 半田 正夫 2014 9784326499342 ¥7,150 ¥10,780 1017332835 

実演家概論 ―権利の発展と未来への道― （※） 
日本芸能実演家団体
協議会実演家著作隣
接権センター(CPRA) 

2013 9784326402878 ¥11,000 ¥16,500 1017332836 

著作権法プラクティス ―演習10講30問― 松田 政行 2009 9784326402564 ¥12,320 ¥18,480 1020567965 
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３アクセス 
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商品コード 

EUとドイツの情報通信法制  
―技術発展に即応した規制と制度の展開―（KDDI総研叢書 5） 

寺田 麻佑 2017 9784326403301 ¥11,220 ¥16,830 1024322197 

モバイル・ブロードバンドの普及要因  
―多国を対象としたパネルデータ推定― 

篠原 聡兵衛 2017 9784326504398 ¥12,540 ¥18,810 1025599556 

未来洞察のための思考法  
―シナリオによる問題解決―（KDDI総研叢書 3） （※） 

鷲田 祐一 2016 9784326504244 ¥9,900 ¥14,850 1021588073 

通信事業者選択の経済分析 ―スイッチングコストからのアプローチ― 中村 彰宏 2016 9784326504268 ¥10,230 ¥15,400 1022033540 

再生可能エネルギーと国土利用  
―事業者・自治体・土地所有者間の法制度と運用― 

高橋 寿一 2016 9784326403226 ¥14,850 ¥22,220 1022295518 

地域産業政策論 （広島修道大学学術選書 65） 太田 耕史郎 2016 9784326504299 ¥9,900 ¥14,850 1022700365 

メガFTAと世界経済秩序 ―ポストTPPの課題― 石川 幸一 2016 9784326504312 ¥10,450 ¥15,730 1023891735 

ASEANの自動車産業 （ERIA=TCERアジア経済統合叢書 第7巻） 西村 英俊 2016 9784326504237 ¥14,300 ¥21,450 1023891737 

商品開発のための心理学 熊田 孝恒 2015 9784326299065 ¥7,700 ¥11,550 1017522760 

消費の美学 ―消費者の感性とは何か― 牧野 圭子 2015 9784326550722 ¥6,820 ¥10,230 1017522761 

ソーシャルゲームのビジネスモデル ―フリーミアムの経済分析― 田中 辰雄 2015 9784326504060 ¥7,700 ¥11,550 1018194131 

オーラルヒストリー電気通信事業法 林 秀弥 2015 9784326403097 ¥11,000 ¥16,500 1020083600 

東アジア液晶パネル産業の発展  
―韓国・台湾企業の急速キャッチアップと日本企業の対応― 

赤羽 淳 2014 9784326503964 ¥8,800 ¥13,200 1016479884 

コモディティ市場と投資戦略 ―「金融市場化」の検証― 池尾 和人 2014 9784326503971 ¥11,000 ¥16,500 1016479885 

日本鉄鋼業の光と影 （シリーズ企業・経営の現場から 3） 藤田 昭夫 2014 9784326598717 ¥6,930 ¥10,450 1016824357 

Empirical analysis of the deployment of wired and wireless broadband 
services ―focusing on promoting factors― 

篠原 聡兵衛 2014 9784326503902 ¥26,180 ¥39,270 1016972217 

棚田学入門 棚田学会 2014 9784326602742 ¥6,380 ¥9,570 1017162616 

アジア太平洋の新通商秩序 ―TPPと東アジアの経済連携― 山澤 逸平 2013 9784326503889 ¥11,000 ¥16,500 1016972225 

電子商取引法 松本 恒雄 2013 9784326402847 ¥12,100 ¥18,150 1025435708 

現代産業に生きる技  
―「型」と創造のダイナミズム―（名古屋学院大学研究叢書 22） 

十名 直喜 2008 9784326503063 ¥12,320 ¥18,480 1018831446 

テレビニュースの世界像 ―外国関連報道が構築するリアリティ― 萩原 滋 2007 9784326602070 ¥10,780 ¥16,170 1018831459 

地方分権とバス交通  
―規制緩和後のバス市場―（日本交通政策研究会研究双書 20） 

寺田 一薫 2005 9784326548118 ¥10,230 ¥15,400 1022470318 

安全とおいしさの追求 ―「良い食品を作る会」の試み― 今井 亮平 2004 9784326652945 ¥5,500 ¥8,250 1020567981 

ゲノム・イノベーション ―日本の「ゲノムビジネス」成功の鍵― 加藤 敏春 2002 9784326550425 ¥7,150 ¥10,780 1018831448 

広告の法的意味 ―広告の経済的効果と消費者保護― 櫻井 圀郎 1995 9784326401734 ¥7,700 ¥11,550 1016376732 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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登録有形文化財  
―保存と活用からみえる新たな地域のすがた― 

佐滝 剛弘 2017 9784326248469 ¥8,580 ¥12,870 1026405215 

里山里海 ―生きるための知恵と作法、循環型の暮らし― 養父 志乃夫 2016 9784326653997 ¥8,800 ¥13,200 1021588074 

観光政策への学際的アプローチ 
高崎経済大学
地域科学 
研究所 

2016 9784326302499 ¥9,900 ¥14,850 1020782133 

環境政策史論 ―ドイツ容器包装廃棄物政策の展開― 喜多川 進 2015 9784326504046 ¥14,850 ¥22,330 1017522753 

フューチャー・デザイン ―七世代先を見据えた社会― 西條 辰義 2015 9784326550739 ¥8,800 ¥13,200 1017819763 

環境政策の新展開 
高崎経済大学
附属地域政策
研究センター 

2015 9784326302413 ¥9,240 ¥13,860 1017973254 

沿岸域管理法制度論  
―森・川・海をつなぐ環境保護のネットワーク― 

三浦 大介 2015 9784326403035 ¥7,700 ¥11,550 1018683945 

核の誘惑  
―戦前日本の科学文化と「原子力ユートピア」の出現― 

中尾 麻伊香 2015 9784326602803 ¥12,100 ¥18,150 1021588076 

デポジット制度の環境経済学  
―循環型社会の実現に向けて― 

沼田 大輔 2014 9784326504039 ¥13,750 ¥20,680 1016824362 

都市の環境倫理  
―持続可能性、都市における自然、アメニティ― 

吉永 明弘 2014 9784326602605 ¥6,050 ¥9,130 1016972219 

「問い」としての公害 ―環境社会学者・飯島伸子の思索― 友澤 悠季 2014 9784326602643 ¥9,680 ¥14,520 1017162618 

チャールズ皇太子の地球環境戦略 君塚 直隆 2013 9784326248438 ¥6,050 ¥9,130 1025435691 

環境倫理学入門 ―生命と環境のあいだ― 高橋 広次 2011 9784326602377 ¥6,600 ¥9,900 1018831466 

廃棄物処理の経済分析 笹尾 俊明 2011 9784326503551 ¥12,100 ¥18,150 1025435711 

生物多様性というロジック ―環境法の静かな革命― 及川 敬貴 2010 9784326602315 ¥6,050 ¥9,130 1025435720 

環境経済評価の実務 大野 栄治 2000 9784326501939 ¥7,920 ¥11,880 1018831444 
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情報法のリーガル・マインド 林 紘一郎 2017 9784326403349 ¥11,550 ¥17,380 1024118107 

ICT実務のためのインターネット政策論の基礎知識  
―テクノロジー・ユーザー・ビジネスにより進化し続けるネットワーク― 

クリストファー・ユー 2017 9784326403417 ¥9,020 ¥13,530 1025599555 

コンテンツ産業とイノベーション ―テレビ・アニメ・ゲーム産業の集積― 半澤 誠司 2016 9784326504183 ¥11,660 ¥17,490 1020296390 

表現の自由とアーキテクチャ ―情報社会における自由と規制の再構成― 成原 慧 2016 9784326403202 ¥16,500 ¥24,750 1022295523 

情報社会の「哲学」 ―グーグル・ビッグデータ・人工知能― 大黒 岳彦 2016 9784326154388 ¥11,220 ¥16,830 1023366564 

バイオサイエンス時代から考える人間の未来 =  
The future of human beings in the age of biosciences 

檜垣 立哉 2015 9784326102433 ¥11,770 ¥17,600 1017973252 

情報生成倫理 ―「考える倫理」の実践にむけて― 永松 博志 2015 9784326602827 ¥16,500 ¥24,750 1019023641 

メディアの中の政治 大石 裕 2014 9784326302277 ¥10,230 ¥15,400 1016479896 

クラウド産業論 ―流動化するプラットフォーム・ビジネスにおける競争と規制― 岡田 羊祐 2014 9784326402892 ¥9,680 ¥14,520 1016479897 

地域ジャーナリズム ―コミュニティとメディアを結びなおす― 畑仲 哲雄 2014 9784326602728 ¥13,200 ¥19,800 1017162615 

国史大辞典を予約した人々 ―百年の星霜を経た本をめぐる物語― 佐滝 剛弘 2013 9784326248421 ¥7,150 ¥10,780 1020567951 

新聞統合 ―戦時期におけるメディアと国家― 里見 脩 2011 9784326302055 ¥16,500 ¥24,750 1025435698 

ネット炎上の研究  
―誰があおり、どう対処するのか― 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784326504220  

著編者名 田中 辰雄 発行年 2016 商品コード 1020782131 

人々を情報発信から遠ざける、ネット炎上はなぜ生じたのか。炎上を防ぐ方法はあるのか。炎上はネット社会に不可避な現象で、これを甘受す
るしかないのか。定量的な分析を行い、炎上の原因と社会としての炎上対策を示す。 

知識資源のメタデータ 第2版 
学術・1アクセス ¥11,000 

学術・3アクセス ¥16,500 

底本ISBN 9784326000425  

著編者名 谷口 祥一 底本発行年 2016 商品コード 1020782132 

知識資源の属性値を組織化してメディア上に体現し、メタデータを作成する「知識資源の組織化」について体系的に解説する。図書館情報学に
かかわる人に有益な一冊。環境変化に対応して最新情報を追加した第2版。 

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 

明治・大正期の科学思想史 金森 修 2017 9784326102617 ¥22,000 ¥33,000 1025881714 

昭和後期の科学思想史 金森 修 2016 9784326102525 ¥21,560 ¥32,340 1022700372 

科学思想史 = Essais d'histoire de la pensée scientifique 金森 修 2010 9784326101993 ¥20,350 ¥30,470 1018831426 

ジオコスモスの変容 ―デカルトからライプニッツまでの地球論― 
（Bibliotheca hermetica叢書） 

山田 俊弘 2017 9784326148295 ¥14,960 ¥22,440 1024322186 

意識の進化的起源 ―カンブリア爆発で心は生まれた― トッド・E・ファインバーグ 2017 9784326102631 ¥12,540 ¥18,810 1025599551 

ギャバガイ! ―「動物のことば」の先にあるもの― デイヴィッド・プレマック 2017 9784326299249 ¥9,240 ¥13,860 1025599559 

パラダイム論を超えて ―科学技術進化論の構築― 中山 康雄 2016 9784326102587 ¥11,000 ¥16,500 1023891731 

遺伝子改造 金森 修 2005 9784326153848 ¥9,900 ¥14,850 1018831428 

帝国日本と人類学者 ―1884-1952年― 坂野 徹 2005 9784326101566 ¥17,600 ¥26,400 1020567948 
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● 表示価格は税抜きです。 

戦争の論理  
―日露戦争から太平洋戦争まで― 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,780 

冊子版ISBN 9784326248353  

著編者名 加藤 陽子 発行年 2005 商品コード 1020567950 

近代日本において戦争の論理、軍の論理とはいかなるものであったか、為政者や国民はどのようにして戦争することを決
意したのか。歴史の闇に埋もれた戦争にまつわる制度や組織や論理を精緻に発掘する。 

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 

文化進化の考古学 中尾 央 2017 9784326248452 ¥8,250 ¥12,430 1025376213 

ビカミング「ジャパニーズ」 ―植民地台湾におけるアイデンティティ形成のポリティクス― レオ・チン 2017 9784326200573 ¥23,100 ¥34,650 1025599553 

帝国を調べる ―植民地フィールドワークの科学史― 坂野 徹 2016 9784326200542 ¥10,780 ¥16,170 1020296383 

ナチズムは夢か ―ヨーロッパ近代の物語― 南 利明 2016 9784326200566 ¥36,960 ¥55,440 1023668647 

エニグマ アラン・チューリング伝 （上） アンドルー・ホッジス 2015 9784326750535 ¥9,020 ¥13,530 1022033546 

エニグマ アラン・チューリング伝 （下） アンドルー・ホッジス 2015 9784326750542 ¥9,020 ¥13,530 1022033544 

近代国家の形成とエスニシティ ―比較史的研究―（青山学院大学総合研究所叢書） 渡辺 節夫 2014 9784326200535 ¥9,680 ¥14,520 1016479888 

天才カルダーノの肖像 ―ルネサンスの自叙伝、占星術、夢解釈― 
（Bibliotheca hermetica叢書） 

榎本 恵美子 2013 9784326148264 ¥14,300 ¥21,450 1025435688 

チューリングを受け継ぐ ―論理と生命と死― 星野 力 2009 9784326154067 ¥8,580 ¥12,870 1018831431 

「知」とグローバル化 ―中世ヨーロッパから見た現代世界― 高山 博 2003 9784326248339 ¥7,920 ¥11,880 1022470306 

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 

近代ヨーロッパとキリスト教 ―カトリシズムの社会史― 中野 智世 2016 9784326200559 ¥13,860 ¥20,790 1023668646 

イタリア宗教史学の誕生 ―ペッタッツォーニの宗教思想とその歴史的背景― 江川 純一 2015 9784326102419 ¥12,430 ¥18,700 1017332827 

宗教を再考する ―中東を要に、東西へ― 武藤 慎一 2015 9784326102471 ¥7,150 ¥10,780 1018441505 

キリスト教概論 ―新たなキリスト教の架け橋― 古川 敬康 2014 9784326102334 ¥6,380 ¥9,570 1016479879 

宗教と社会のフロンティア ―宗教社会学からみる現代日本― 高橋 典史 2012 9784326602421 ¥8,910 ¥13,420 1022470323 

幕末・維新期の八事山興正寺 ―八事文庫文書にみる尾張高野の明治維新― 
（中京大学経済学研究叢書 第19輯） 

阿部 英樹 2011 9784326549580 ¥15,950 ¥23,980 1022470319 
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● 表示価格は税抜きです。 

批評の熱度  
―体験的吉本隆明論― 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,430 

冊子版ISBN 9784326851928  

著編者名 大井 浩一 発行年 2017 商品コード 1024118112 

ある世代にとっては絶対的な存在と目されている一方で、左翼思想の退潮とともに若い世代にはその仕事が理解されにくく
なっている吉本隆明。記者として知りえた生身の吉本隆明の姿を伝えるとともに、1980年代から2012年までの著者自身の経
験した時代の流れのなかで吉本の作品を論じ、その仕事が現在と未来において持つ意義と限界を論じる。 

グリム童話のメタファー  
―固定観念を覆す解釈― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326800582  

著編者名 野口 芳子 発行年 2016 商品コード 1023366570 

したたかで賢いシンデレラ、近親姦の匂いがする白雪姫…。メタファーを読み解くと、謎めいた行動の真意が判明し、従来の
通説を覆す解釈が浮上。日本に導入される過程で加えられた改変も分析し、新たな解釈を提示する。 

晶子とシャネル 
同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,780 

冊子版ISBN 9784326653133  

著編者名 山田 登世子 発行年 2006 商品コード 1020567988 

時代の風をとらえ、赤いオーラにつつまれ、女たちの２０世紀が幕をあける…。与謝野晶子とココ・シャネルの、視えざるコレス
ポンダンスのありさまを、日仏の近代史の流れの中に追う。 

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 

フロックコートと羽織袴 ―礼装規範の形成と近代日本― 小山 直子 2016 9784326602889 ¥12,100 ¥18,150 1020782134 

ロバート・アルトマン即興性のパラドクス ―ニュー・シネマ時代のスタイル― 小野 智恵 2016 9784326851911 ¥9,900 ¥14,850 1020598963 

マス・メディア時代のポピュラー音楽を読み解く ―流行現象からの脱却― 東谷 護 2016 9784326653980 ¥8,800 ¥13,200 1020598968 

ボッティチェリ《プリマヴェラ》の謎 ―ルネサンスの芸術と知のコスモス、そしてタロット― 
クリストフ・ポ
ンセ 

2016 9784326800575 ¥8,250 ¥12,430 1020782136 

二〇世紀日本レコード産業史 ―グローバル企業の進攻と市場の発展― 生明 俊雄 2016 9784326654031 ¥11,880 ¥17,820 1023366569 

ヴィクトリアン・ダンディ ―オスカー・ワイルドの服飾観と「新しい女」― 佐々井 啓 2015 9784326602766 ¥9,240 ¥13,860 1017819767 

メーイのアリストテレース『詩学』解釈とオペラの誕生 津上 英輔 2015 9784326800551 ¥23,430 ¥35,200 1017522757 

コスメの時代 ―「私遊び」の現代文化論― 米澤 泉 2008 9784326653386 ¥6,600 ¥9,900 1020567997 

音楽をまとう若者 小泉 恭子 2007 9784326653232 ¥8,250 ¥12,430 1022470324 

装うこと生きること ―女性たちの日本近代― 羽生 清 2004 9784326851843 ¥7,700 ¥11,550 1018831473 

形象という経験 ―絵画・意味・解釈― 三木 順子 2002 9784326851782 ¥9,900 ¥14,850 1025435731 

ヘーゲルの悲劇思想 小川 真人 2001 9784326101337 ¥13,200 ¥19,800 1016376725 

日本の文化政策 ―「文化政策学」の構築に向けて― 根木 昭 2001 9784326301409 ¥7,480 ¥11,220 1025435696 
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● 表示価格は税抜きです。 

会話分析入門 
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 9784326602964  

著編者名 串田 秀也 発行年 2017 商品コード 1025376216 

会話分析の研究では、人と人のやりとりを録音・録画し、当人たちの記憶にも残らないような細部をゆっくりと何度も観察する。すると、私たちがふだんの会話の中で一
瞬一瞬ごとに「相手はなぜ今そう言ったのか」「私は次にどうしたらよいのか」などの問いに答えを出しながら、ある合理性を持ってふるまっているということが見えてく
る。 

名前と対象 ―固有名と裸名詞の意味論― 

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 9784326102570  

著編者名 和泉 悠 発行年 2016 商品コード 1023668645 

名前の意味とは。言語哲学において、クリプキ以後「新しい正統」となった名前の「ミル説」に反旗を翻し、日本語・英語双方の名前の精査を通じて「名前の述語説」を
展開する。 

名前に何の意味があるのか ―固有名の哲学― 

同時1アクセス（本体） ¥12,430 

同時3アクセス（本体） ¥18,700 

冊子版ISBN 9784326102310  

著編者名 藤川 直也 発行年 2014 商品コード 1016479886 

本書では、直接指示論のうち「固有名の意味論的内容はその指示対象に尽きる」という立場に立ちつつ、真理条件的語用論の成果を踏まえてより洗練された現代的
な再定式化を試みる。この立場をもとに、従来難問とされてきた代入パズルに関して回答を与え、またフィクションに現れる固有名の指示と意味の問題について考察を
提示する。 

言語構造基礎論 ―文の意味と構造― 

同時1アクセス（本体） ¥12,650 

同時3アクセス（本体） ¥19,030 

冊子版ISBN 9784326102112  

著編者名 町田 健 発行年 2011 商品コード 1025435687 

言語が表示する意味を厳密に定義し、「意味の伝達」を基礎に、言語学の課題である文の構造と構造決定原理の解明に挑んだ意欲の１冊。 

日本語学習のエスノメソドロジー  
―言語的共生化の過程分析― 

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 9784326250646  

著編者名 杉原 由美 発行年 2010 商品コード 1020567953 

母語話者と非母語話者が相互学習する日本語教育の場面において、「日本人／外国人」というカテゴリー化形成のメカニズムを解明し、交渉と対立克服の過程を追
究する。 

引用する極意引用される極意 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326000333  

著編者名 林 紘一郎 発行年 2009 商品コード 1018831419 

学術論文における「引用する」という行為の考え方と実用的な利用法を紹介。また、自身が書いた論文が頻繁に「引用される」にはどうしたらよいか解説する。引用文
献の表示法に凝縮されているエッセンスも掲載。 

文字の経験 ―読むことと書くことの思想史― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326153855  

著編者名 森田 伸子 発行年 2005 商品コード 1018831429 

世界の孤児である私たちは、何らかの代補としての文字を必要とする。その様々な営為をふりかえる「文字の思想史」の試み。文字をめぐる様々な思索と経験につい
て書かれたテクストを取り上げ、その思索と経験を追体験する。 

言語哲学入門 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326153695  

著編者名 服部 裕幸 発行年 2003 商品コード 1018831427 

言語学や哲学、論理学の予備知識はいりません。考えながら楽しく読んで下さい。言語をめぐる素朴な質問から出発して議論を展開、解くための複数のアイディアを
紹介する、言語哲学の入門書。 

憎悪表現とは何か ―「差別表現」の根本問題を考える― 

同時1アクセス（本体） ¥11,000 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784326153510  

著編者名 菊池 久一 発行年 2001 商品コード 1022470303 

そもそも単なる差別的な表現が、なぜ人を傷つけるのだろうか。憎悪表現の構成過程を分析する中で、言語政治学的思考の可能性を示し、差別と排除の空間におけ
る言語の政治性を明らかにする。 
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● 表示価格は税抜きです。 

学習者中心の教育  
―アクティブラーニングを活かす大学授業― 

同時1アクセス（本体） ¥12,760 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784326251193  

著編者名 メルリン・ワイマー 発行年 2017 商品コード 1024322184 

今、教育現場ではアクティブラーニングが注目されている。しかしアクティブラーニングとは一種のスローガンであり、その内実は様々な教育
方法や教育理念を内包する。本書はそのベースにある「学習者中心の教育」という観点に立ち、授業実践を検討。問題解決型学習に関する
米国の最新研究のレビューもあり、教育関係者に役立つ一冊。 

大学への教育投資と世代間所得移転  
―奨学金は救世主か― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784326504350  

著編者名 樋口 美雄 発行年 2017 商品コード 1024589462 

現在の日本における教育の機会均等、親の教育費負担と子供の学力への影響、教育を通じた子供への所得移転の変化等の課題を検証す
る。 

教育思想事典 増補改訂版 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥24,200 

同時3アクセス（本体） ¥36,300 

冊子版ISBN 9784326251223  

著編者名 教育思想史学会 発行年 2017 商品コード 1025881711 

時代や社会が変化しても、教育という営みを歴史的に検討することの重要性は変わらない。歴史上の教育学者や、各時代の思想を知ること
は、その作業の糸口となる。2000年に初版刊行の本事典は、教育思想史学会の全面的な協力を得て、近年の重要タームを追加し、増補改
訂版としてパワーアップ。現代教育を読み解くための基本書。 

女性校長はなぜ増えないのか  
―管理職養成システム改革の課題― 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,310 

冊子版ISBN 9784326654116  

著編者名 河野 銀子 発行年 2017 商品コード 1026405219 

〈良い校長〉になるための要素を示すロードマップは、ブラックボックス化した管理職登用を透明化し公平公正に変えるように見える。だが、教
員たちの文化様式である「一任システム」を崩壊させ、女性校長の育成や登用、さらには教育全体に負の効果をもたらす。本書は、インタ
ビューやデータを通して実態を分析し、改善の方策を考える。 

ビッグデータ・リトルデータ・ノーデータ  
―研究データと知識インフラ― 

同時1アクセス（本体） ¥13,750 

同時3アクセス（本体） ¥20,680 

冊子版ISBN 9784326000449  

著編者名 クリスティン L.ボーグマン 発行年 2017 商品コード 1025881709 

近年、政策面で研究データへの注目が高まっている。本書はデータとデータをめぐる実践に注目し、多くの分野において、ビッグデータよりも
適切なリトルデータの方が優れており、関連するデータが存在しないか流通・発見・入手が難しいノーデータの状態もあることを指摘。研究政
策（知識インフラに対する大規模な投資）の必要性を示す。 

子どもはテレビをどう見るか  
―テレビ理解の心理学― 

同時1アクセス（本体） ¥8,030 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784326299126  

著編者名 村野井 均 発行年 2016 商品コード 1023668648 

テレビは簡単なものであり、子どもでもわかると思われてきた。どうやって子どもは映像を見る力を身につけるのかについて、子どもの観察例
と、大学生による子ども時代の回想、高齢者の間違い方の事例を挙げながら紹介する。 

教師のライフストーリー  
―高校教師の中年期の危機と再生― 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784326251056  

著編者名 高井良 健一 発行年 2015 商品コード 1018194130 

中年期の高校教師における教職アイデンティティの危機と再構築の過程と構造を、1950年代〜1960年代生まれの4名の教師のライフストー
リーの事例研究によって探究する。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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格差社会の中の高校生  
―家族・学校・進路選択― 

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 9784326602810  

著編者名 中澤 渉 発行年 2015 商品コード 1018858770 

高校生そして母親は何を考え、どのような将来像を描いているのか。最近の家庭と学校の関係を念頭に、将来設計を行わざるを得なくなった
高校生と母親に着目。全国調査データから格差社会の中での家庭と学校を問い直す。 

多国籍化する日本の学校  
―教育グローバル化の衝撃― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784326299096  

著編者名 佐久間 孝正 発行年 2015 商品コード 1019533022 

外国につながる子どもが日本の保育・教育機関で急増している。多国籍化の現実を前に、学校や教育委員会は対応しきれているのか。「移
民」受け入れも叫ばれるなか、伴う子どもの教育施策のあり方を問う。 

テキスト教育と教育行政 （※） 
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 9784326251070  

著編者名 井深 雄二 発行年 2015 商品コード 1019748884 

教育行政学の入門書。最新の教育行政学の研究成果にもとづき、基本的事項を解説するほか、国際条約も参照しつつ、進行する教育改革
と、それに伴う教育と教育行政の諸現象を分析し、諸課題を検討する。 

ディープ・アクティブラーニング  
―大学授業を深化させるために― 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,300 

冊子版ISBN 9784326251018  

著編者名 松下 佳代 発行年 2015 商品コード 1021588077 

学生が他者と関わりながら、対象世界を深く学ぶには? ディープ・アクティブラーニングを生起するためのカリキュラム、授業、評価、学習環境
のヒントを、理論と実践に即して示す。 

教育の正義論 ―平等・公共性・統合― 

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 9784326250950  

著編者名 宮寺 晃夫 発行年 2014 商品コード 1016479874 

「構造改革」の延長線上で、「市場化」は生産過程のみならず、人材の育成や生活保障にかかわる再生産過程にも及んでいる。「子どもの貧
困」が問題となり、教育機会の平等性の揺らぎがさらに強まる現実のなか、本書は教育を「正義」から問い、平等主義に立つ教育政策のあり
方を再検討する。『教育の分配論』の待望の続編、ついに刊行。 

勉強と居場所 ―学校と家族の日韓比較― 

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 9784326250936  

著編者名 渡辺 秀樹 発行年 2013 商品コード 1017162623 

日本では、家庭の階層によって生徒の学習意欲・進学意欲に大きな格差が生じている。一方、韓国の生徒の学習意欲は総じて高く、階層に
よる意欲の差は小さい。勉強、進学意欲、親子関係、友人や教師との関係など多角的に分析することにより、学習を支える学校と家庭の具体
的要因を明らかにする。学校教育再生へのヒントがここにある。 

教育思想史で読む現代教育 
同時1アクセス（本体） ¥11,660 

同時3アクセス（本体） ¥17,490 

冊子版ISBN 9784326250875  

著編者名 森田 尚人 発行年 2013 商品コード 1020567954 

現代社会の抱える教育の諸問題に対して、どのようにアプローチできるかを探求した教育思想史の入門書。教育現実のもつ複雑さと重層性
に迫るため、「思想史」という回路を通して現代教育の全体像を炙り出す。 
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子どもと哲学を ―問いから希望へ― 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,780 

冊子版ISBN 9784326154203  

著編者名 森田 伸子 発行年 2011 商品コード 1020567949 

子どもは時に根源的な問いを発する。世界への驚異、自分自身という存在への驚異、そして他者の存在の発見へと、子どもの問いをともにたどりながら、
それらの問いに大人としてどう応答するかを考える。 

イギリスの性教育政策史  
―自由化の影と国家「介入」― 

同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥22,770 

冊子版ISBN 9784326250585  

著編者名 広瀬 裕子 発行年 2009 商品コード 1018831437 

イギリスの保守党政権によって提起された性教育義務必修化政策とその具体化過程を、そこに見られる保革のねじれ現象の意味を読み解くという課題を
端緒にしながら、この政策が体現する論理の変化の経緯を明らかにする。 

ナラティヴ・アプローチ 
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 9784326653409  

著編者名 野口 裕二 発行年 2009 商品コード 1025435728 

物語／語りという概念を手がかりに、現象に迫り独自の視界を切り開くナラティヴ・アプローチ。多様な学問領域における最新の成果を集約し、新たな地
平を展望する。 

教師の専門性とアイデンティティ  
―教育改革時代の国際比較調査と国際シンポジウムから― 

同時1アクセス（本体） ¥11,770 

同時3アクセス（本体） ¥17,600 

冊子版ISBN 9784326250578  

著編者名 久冨 善之 発行年 2008 商品コード 1018831436 

今日の激しい「教育改革」時代、教師はいかにして「教職アイデンティティ」を確保し、生徒の前に立ち続けるのだろうか。教師の「能力・専門性」を問う。３
年間の比較・調査実証・歴史研究と、国際シンポジウムの内容を収録。 

大学での学び方 ―「思考」のレッスン― 

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 9784326653249  

著編者名 東谷 護 発行年 2007 商品コード 1022526739 

高校までの「お勉強」と大学での「学び」はどう違うのか。受身型勉強から自ら考え、表現する学問的姿勢への架け橋として、「考える」方法を具体的に解
説する。「論文ってどう書けばいいの？」というあなたへ贈る一冊。 

大学生の職業意識とキャリア教育  
―will can must― 

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 9784326653065  

著編者名 谷内 篤博 発行年 2005 商品コード 1020567986 

刻々と変貌する大学生の職業意識。就職指導や就職部の役割は今どのように変わらねばならないのか。豊富な具体例で迫る。著者のゼミの学生や卒業
生に対する就職指導やキャリア・カウンセリングの実際について詳しく記述。 

子育ち環境と子育て支援  
―よい長時間保育のみわけかた― 

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 9784326601776  

著編者名 安梅 勅江 発行年 2004 商品コード 1018831457 

子どもが健やかに成長する環境を科学的根拠に基づき提案。望ましい支援とは何か、保護者、専門職、行政の今後に必須なめやすを提示する。基礎編、
実証編、応用編とに分け、家庭、保育における望ましい子育ち環境について整理。 

人間に何が分かるか ―知識の哲学― 

同時1アクセス（本体） ¥9,680 

同時3アクセス（本体） ¥14,520 

冊子版ISBN 9784326153527  

著編者名 伊藤 笏康 発行年 2001 商品コード 1025435689 

日常生活の問いと哲学の問いはどこが違うのか。人間の知的活動を生活知・技術・科学・形而上学に分類し、その射程と限界を丁寧に解説する。 
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災害と厄災の記憶を伝える  
―教育学は何ができるのか― 

同時1アクセス（本体） ¥12,650 

同時3アクセス（本体） ¥19,030 

冊子版ISBN 9784326251209  

著編者名 山名 淳 発行年 2017 商品コード 1024118110 

災害および厄災の記憶と伝承をめぐる問題について、教育関係者や災害の専門家が、教育哲学・防災学等の視点から検討する。先行世代
から後続世代に災害という負の出来事・体験を伝えることは、教育においていかなる可能性となるのか。その課題について思想的に踏み込
んだアプローチを行い、新たな理論の構築とそれに基づく実践を目指す。 

生活保護世帯の子どものライフストーリー  
―貧困の世代的再生産― 

同時1アクセス（本体） ¥11,000 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784326602896  

著編者名 林 明子 発行年 2016 商品コード 1020296391 

貧困世帯の子どもたちはどのような家庭生活、学校生活を送っているのか。被保護世帯の子どものライフストーリーから、彼らがある進路へ
と至る具体的な過程を分析し、貧困の世代的再生産プロセスを明らかにする。 

歴史のなかの大卒労働市場  
―就職・採用の経済社会学― 

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 9784326602902  

著編者名 福井 康貴 発行年 2016 商品コード 1020782135 

企業と学生が出会い、何かを経験し、企業と学生の組み合わせが決まるというのは、どのようにして可能になっているのだろうか。近現代の
就職・採用活動をたどり、新規大卒労働市場の歴史性と社会性を浮びあがらせる。 

教育の大衆化は何をもたらしたか  
―フランス社会の階層と格差― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥16,830 

冊子版ISBN 9784326602926  

著編者名 園山 大祐 発行年 2016 商品コード 1022033542 

教育改革による教育の大衆化は、フランス社会にいかなる結果をもたらしたのか。学歴インフレの課題と、階層間の格差拡大を検証する。 

教育政治学を拓く ―18歳選挙権の時代を見すえて― 

同時1アクセス（本体） ¥9,020 

同時3アクセス（本体） ¥13,530 

冊子版ISBN 9784326299119  

著編者名 小玉 重夫 発行年 2016 商品コード 1023366565 

戦後史における大きな転換となる18歳選挙権が実現し、政治と教育の関係があらためて問い直されている。その状況を歴史的な文脈でとら
え、思想的意味を深く探究しつつ、新たな教育学の方向性を提示する。 

高校就職指導の社会学  
―「日本型」移行を再考する― 

同時1アクセス（本体） ¥12,650 

同時3アクセス（本体） ¥19,030 

冊子版ISBN 9784326602933  

著編者名 堀 有喜衣 発行年 2016 商品コード 1023366568 

日本における学校から職業への移行の現在について検討。地域労働市場による日本の高校就職指導の多様性を調査により丹念に分析し、
そこから得られるインプリケーションを論述する。 

戦後日本の教育学 ―史的唯物論と教育科学― 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784326251186  

著編者名 井深 雄二 発行年 2016 商品コード 1024015035 

戦後日本の教育改革期に隆盛したマルクスの史的唯物論に着目し、それが教育学説に与えた影響を論述する。また、1950年以降に展開さ
れた教育科学論争やコア・カリキュラム論争史を検討するとともに、教育改革にかかわる教育イデオロギーの分析を行う。教育学研究の方法
論を深く探究し、戦後教育学の歴史を捉える際の貴重な一冊。 
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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 

教育思想のポストモダン ―戦後教育学を超えて―（教育思想双書 2-1） 下司 晶 2016 9784326299133 ¥9,020 ¥13,530 1024118114 

教養の揺らぎとフランス近代 ―知の教育をめぐる思想―（教育思想双書 2-2） 綾井 桜子 2017 9784326299140 ¥9,020 ¥13,530 1025193939 

管理から自律へ ―戦後ドイツの学校改革―（教育思想双書 5） 遠藤 孝夫 2004 9784326298778 ¥7,700 ¥11,550 1020567956 

都市とアーキテクチャの教育思想 ―保護と人間形成のあいだ―（教育思想双書 10） 山名 淳 2015 9784326298822 ¥9,020 ¥13,530 1018858772 

コメニウスの世界観と教育思想 ―17世紀における事物・言葉・書物― 北詰 裕子 2015 9784326251001 ¥22,220 ¥33,330 1017522759 

コミュニティ・スクールのポリティクス ―学校運営協議会における保護者の位置― 仲田 康一 2015 9784326251049 ¥14,300 ¥21,450 1018194129 

戦後日本の教育委員会 ―指揮監督権はどこにあったのか― 大畠 菜穂子 2015 9784326251148 ¥17,930 ¥26,950 1019748880 

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか ―「バイリンガルを科学する」言語心理学― 森島 泰則 2015 9784326299102 ¥8,030 ¥12,100 1022295525 

多文化教育の充実に向けて ―イギリスの経験、これからの日本― 佐久間 孝正 2014 9784326299058 ¥8,800 ¥13,200 1016479875 

教育を家族だけに任せない ―大学進学保障を保育の無償化から― 大岡 頼光 2014 9784326653867 ¥7,700 ¥11,550 1016479894 

憲法と教育法の研究 ―主権者教育権の提唱― 永井 憲一 2014 9784326402908 ¥19,250 ¥28,930 1016479898 

子どものいない校庭 ―都市戦略にゆらぐ学校空間― 高久 聡司 2014 9784326602612 ¥8,800 ¥13,200 1016479901 

日本教育学の系譜 ―吉田熊次・篠原助市・長田新・森昭― 小笠原 道雄 2014 9784326250981 ¥12,650 ¥19,030 1016606035 

親が参画する保育をつくる ―国際比較調査をふまえて― 池本 美香 2014 9784326602674 ¥7,700 ¥11,550 1016606038 

教育臨床社会学の可能性 酒井 朗 2014 9784326250967 ¥9,130 ¥13,750 1016606042 

なぜ日本の公教育費は少ないのか ―教育の公的役割を問いなおす― 中澤 渉 2014 9784326653881 ¥10,450 ¥15,730 1016606043 

高校・大学の未就職者への支援 (support) 小杉 礼子 2013 9784326653836 ¥6,930 ¥10,450 1017162624 

地方分権と教育行政 ―少人数学級編制の政策過程― 青木 栄一 2013 9784326250899 ¥13,200 ¥19,800 1020567955 

多文化教育をデザインする ―移民時代のモデル構築― 松尾 知明 2013 9784326250905 ¥9,350 ¥14,080 1025435693 

憲法から大学の現在を問う 矢倉 久泰 2011 9784326450985 ¥8,800 ¥13,200 1020567971 

憲法と公教育 ―「教育権の独立」を求めて― 杉原 泰雄 2011 9784326402717 ¥8,250 ¥12,430 1025435706 

社会科学系のための「優秀論文」作成術 ―プロの学術論文から卒論まで― 川崎 剛 2010 9784326000340 ¥6,600 ¥9,900 1022470300 

最新教育原理 安彦 忠彦 2010 9784326250677 ¥6,050 ¥9,130 1025435692 

戦後教育のジェンダー秩序 小山 静子 2009 9784326653416 ¥9,240 ¥13,860 1020567999 

「家庭教育」の隘路 ―子育てに強迫される母親たち― 本田 由紀 2008 9784326653331 ¥6,600 ¥9,900 1020567995 

特別支援教育の新たな展開 （学習者の多様なニーズと教育政策 続） 柘植 雅義 2008 9784326298891 ¥7,700 ¥11,550 1025435695 

なぜ「教育が主戦場」となったのか ―「統治の失敗」という見過ごされた論点― 栗田 哲也 2008 9784326653355 ¥5,500 ¥8,250 1025435727 

ニューカマーの子どもと学校文化 ―日系ブラジル人生徒の教育エスノグラフィー― 児島 明 2006 9784326250523 ¥12,980 ¥19,470 1018831435 

外国人の子どもの不就学 ―異文化に開かれた教育とは― 佐久間 孝正 2006 9784326298860 ¥7,150 ¥10,780 1020567957 

現代イギリスの教育行政改革 清田 夏代 2005 9784326250516 ¥11,440 ¥17,160 1022470307 

教育力としての言語 ―シュタイナー教育の原点― 広瀬 俊雄 2002 9784326298716 ¥6,380 ¥9,570 1025435694 
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情報基盤としての図書館 続 （図書館の現場 3） 根本 彰 2004 9784326098293 ¥7,920 ¥11,880 1018831422 

子ども図書館をつくる （図書館の現場 4） 杉岡 和弘 2005 9784326098309 ¥6,600 ¥9,900 1025435683 

図書館は本をどう選ぶか （図書館の現場 5） 安井 一徳 2006 9784326098316 ¥5,830 ¥8,800 1025435684 

図書館はまちの真ん中 ―静岡市立御幸町図書館の挑戦― 
（図書館の現場 6） 

竹内 比呂也 2007 9784326098323 ¥7,150 ¥10,780 1018831423 

公共図書館の論点整理 （図書館の現場 7） 田村 俊作 2008 9784326098330 ¥5,500 ¥8,250 1016376721 

図書館を計画する （図書館の現場 9） 小川 俊彦 2010 9784326098354 ¥7,700 ¥11,550 1018831424 

情報探索と情報利用 （図書館・情報学シリーズ 2） 田村 俊作 2001 9784326048014 ¥8,800 ¥13,200 1016376717 

情報検索の理論と技術 （図書館・情報学シリーズ 3） 岸田 和明 1998 9784326048021 ¥8,800 ¥13,200 1016376718 

大学図書館の運営 （図書館・情報学シリーズ 7） 高鳥 正夫 1985 9784326048069 ¥8,800 ¥13,200 1016376719 

理工学文献の特色と利用法 （図書館・情報学シリーズ 8） 上田 修一 1987 9784326048076 ¥8,800 ¥13,200 1016376720 

専門図書館の役割としごと 青柳 英治 2017 9784326000456 ¥11,000 ¥16,500 1025599550 

大学図書館専門職員の歴史 ―戦後日本で設置・教育を妨げた要因とは― 利根川 樹美子 2016 9784326000418 ¥19,250 ¥28,930 1020083594 

歴史に見る日本の図書館 ―知的精華の受容と伝承― 高山 正也 2016 9784326050161 ¥8,800 ¥13,200 1020782128 

地方自治と図書館 ―「知の地域づくり」を地域再生の切り札に― 片山 善博 2016 9784326050178 ¥7,480 ¥11,220 1024118113 

文化情報資源と図書館経営 ―新たな政策論をめざして― 柳 与志夫 2015 9784326000395 ¥13,640 ¥20,460 1017522746 

図書館は市民と本・情報をむすぶ 池谷 のぞみ 2015 9784326000401 ¥11,550 ¥17,380 1017973251 

大学図書館経営論 加藤 好郎 2011 9784326000364 ¥8,580 ¥12,870 1018831420 

図書館・情報学研究入門 
三田図書館・ 
情報学会 

2005 9784326000302 ¥8,800 ¥13,200 1018831417 
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入門・医療倫理 1 改訂版 （※） 
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 9784326102600  

著編者名 赤林 朗 発行年 2017 商品コード 1024322185 

2005年刊行の旧版は、医療倫理学を学ぶための定番テキストとして医学部や看護学部で数多く採用され、版を重ねてきた。刊行から10年以
上を経て、現在の視点から見て古くなり不正確となった情報をアップデートし、新たに再生医療と脳神経科学の章を設けることでこの間の分
野の進展に対応。旧版の特徴を生かしつつバージョンアップした改訂版！ 

幻想としての<私>  
―アスペルガー的人間の時代― 

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 9784326299232  

著編者名 大饗 広之 発行年 2017 商品コード 1024589460 

生物学的精神医学が主流となり、貧困化する臨床の現場に警鐘を鳴らす。多彩なケースをもとに読み解く、切り捨てられた心の深層。 

ちょっと気になる医療と介護 
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 9784326700943  

著編者名 権丈 善一 発行年 2017 商品コード 1024775799 

団塊世代が後期高齢者となる2025年以降、日本の医療介護ニーズの絶対量は高原状態となる。日本社会はそれまでに何をすべきか。医療
と介護の正確な情報を踏まえ、医療介護の一体改革が必要である理由と、提供体制の改革こそが重要であること、改革の具体的な道筋を解
説する。勘所をわかりやすく説く「ちょっと気になる」入門書第二弾。 

なぜ自殺は減らないのか  
―精神病理学からのアプローチ― 

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 9784326299027  

著編者名 大饗 広之 発行年 2013 商品コード 1018831441 

年間3万人の大台こそ割ったものの、若年層ではむしろ増加している自殺。その背景に何があるのか。自殺増加を心的・社会的複合の兆候と
みなし、より俯瞰的な位置からそこに潜む要因を読み取る。 

医療倫理 
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 9784326101382  

著編者名 浅井 篤 発行年 2002 商品コード 1018831425 

医療従事者であり、かつ、生命倫理学、医療倫理学、倫理学、哲学などの教育を受けている５名の著者が、臨床現場で直面するさまざまな
倫理問題を考察する。真実告知、プライバシー、安楽死などの問題を取り上げる。 

身体をめぐる政策と個人  
―母子健康センター事業の研究― 

同時1アクセス（本体） ¥22,000 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784326601424  

著編者名 中山 まき子 発行年 2001 商品コード 1025435717 

〈私のからだ〉〈私たちの性と生殖〉をとりまく問題は、複雑な過程を経て国や地方自治体の政策と連動している。その過程と変遷の実態を精
密に解明する。 

生命学に何ができるか  
―脳死・フェミニズム・優生思想― 

同時1アクセス（本体） ¥10,450 

同時3アクセス（本体） ¥15,730 

冊子版ISBN 9784326652617  

著編者名 森岡 正博 発行年 2001 商品コード 1025435726 

副題にある三つのテーマに沿って生と死の問題を全く新しい角度から考え直す。『生命学への招待』以後十数年の思索を凝集した到達点。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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国民皆保険への途 ―先人の偉業百年― 前田 信雄 2016 9784326700929 ¥16,500 ¥24,750 1022700367 

生命倫理学とは何か ―入門から最先端へ― 
アラステア・V・
キャンベル 

2016 9784326102556 ¥8,800 ¥13,200 1023668650 

健康教育 ―表現する身体― （※） 山崖 俊子 2015 9784326251032 ¥7,150 ¥11,000 1018194132 

日本が優生社会になるまで  
―科学啓蒙、メディア、生殖の政治― 

横山 尊 2015 9784326602841 ¥17,050 ¥25,630 1019748879 

公衆衛生倫理 （入門・医療倫理 3） （※） 赤林 朗 2015 9784326102501 ¥9,900 ¥14,850 1019748881 

地域包括ケアと地域医療連携 二木 立 2015 9784326700875 ¥8,800 ¥13,200 1020083601 

テキスト臨床死生学  
―日常生活における「生と死」の向き合い方― 

臨床死生学 
テキスト 
編集委員会 

2014 9784326700837 ¥6,600 ¥9,900 1016606044 

安倍政権の医療・社会保障改革 二木 立 2014 9784326700820 ¥6,600 ¥9,900 1016606045 

ヒトは病気とともに進化した （シリーズ認知と文化 9） 太田 博樹 2013 9784326199457 ¥7,480 ¥11,220 1016972221 

オバマの医療改革 ―国民皆保険制度への苦闘― 天野 拓 2013 9784326700790 ¥10,450 ¥15,730 1016972226 

総合病院の心理臨床 ―赤十字の実践― 
全国赤十字 
臨床心理 
技術者の会 

2013 9784326250912 ¥7,700 ¥11,550 1016972227 

医療のなにが問題なのか  
―超高齢社会日本の医療モデル― 

松田 晋哉 2013 9784326700806 ¥10,780 ¥16,170 1018831472 

岐路に立つ精神医学  
―精神疾患解明へのロードマップ― 

加藤 忠史 2013 9784326299034 ¥8,580 ¥12,870 1022470310 

研究倫理とは何か ―臨床医学研究と生命倫理― 田代 志門 2011 9784326154173 ¥8,800 ¥13,200 1018831433 

「豹変する心」の現象学 ―精神科臨床の現場から― 大饗 広之 2009 9784326298952 ¥8,580 ¥12,870 1018831439 

医療改革と財源選択 二木 立 2009 9784326700639 ¥8,910 ¥13,420 1022470329 

ケアの社会学 ―臨床現場との対話― 三井 さよ 2004 9784326652969 ¥7,920 ¥11,880 1020567982 

産む産まないは女の権利か  
―フェミニズムとリベラリズム― 

山根 純佳 2004 9784326652976 ¥7,480 ¥11,220 1020567983 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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