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弘文堂
2019年新規配信タイトル！
関係の対等性と平等 （法哲学叢書 第2期2） （※）
著編者
発行年

森 悠一郎
2019

同時1アクセス(本体)

¥15,510

同時3アクセス(本体)

¥23,265

冊子版ISBN

9784335300974

商品コード

1029973214

平等とは何かを根底から問う！ 「平等」とは、一方が他方を支配
したり排除したりせず、人々が対等な関係性で相互行為をするこ
とによって、特徴付けられるべきという構想のもと、「性差」「貧困」
「差別」「ジェンダー」といった事例に明確な答えを与える。「関係
的平等主義」という斬新な構想を鮮やかに展開する、期待の新星、
デビュー作！

カフェパウゼで法学を ―対話で見つける「学び方」― （※）
著編者
発行年

横田 明美
2018

同時1アクセス(本体)

¥6,534

同時3アクセス(本体)

¥9,801

冊子版ISBN

9784335357336

商品コード

1030360926

すべての大学生に必読の大学生活入門。「答えはひとつじゃな
いんですか？」「先生が教科書どおりに講義をしてくれません！」
「予習・復習はどうやるの？」――ぱうぜセンセとの対話を通じて、
大学生活におけるFAQにやさしく回答。レポートや卒論の書き方
など、図解もまじえて具体的かつ実践的なメソッドを伝授するだけ
でなく、「法学部あるある」やおすすめ本を題材にした〈コラム〉、
本書の内容を実践できる〈ワーク〉も充実。

ロジカル演習民事訴訟法（※）
著編者
発行年

越山 和広
2019

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

9784335357725

商品コード

1030515216

うまく答案が書けず、成績が伸び悩んでいる学習者に捧ぐ実践的
答案作成術！ 民事訴訟法の重要論点について、「論理的に正
しい順序で考え」、その結果を「まっとうな答案に仕上げる」ための
方法論を伝授。事例→参考判例→解説を読む前に→解説→答
案例→参考文献、という流れで各問を構成。30個の事例に対応
した多様なパターンの答案例、答案作成上のツボや落とし穴まで
オープンにした、痒いところに手がとどく演習書。

詳解相続法 （※）
著編者
発行年

潮見 佳男
2019

同時1アクセス(本体)

¥13,200

同時3アクセス(本体)

¥19,800

冊子版ISBN

9784335357626

商品コード

1030590872

事例で学ぶ相続法の基本書、平成30年改正に完全対応！ 約
40年ぶりの改正により、配偶者居住権や特別寄与制度など、新し
い制度がたくさん盛り込まれた相続法。法制審議会民法（相続関
係）部会委員であった著者が、新しい相続法を、改正内容も含め
てとことん詳しく解説。642の細かく場合分けされた具体的なケー
スで、最新の相続法の全体像を詳説した、実務にも学習にも役立
つスタンダード・テキスト。

租税法 第23版 （法律学講座双書） （※）
著編者
発行年

● 表示価格は税抜きです。

金子 宏
2019

同時1アクセス(本体)

¥21,450

同時3アクセス(本体)

¥32,175

冊子版ISBN

9784335315411

商品コード

1030682560

● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。

租税法のすべてがわかる基本書、待望の最新版！ 平成29年
度・30年度改正のすべてを現行法として詳細に織り込んだ基本
書の決定版。「平成31年度税制改正の大綱」の重要項目を整理
し本文解説ともリファーさせ、巻末付録として掲載。租税法の基礎
知識から最新情報までぎっしりつまった必読の基本書。実務にも
役立つバイブルの最新版。

2019年10月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

発達障害の人の就労支援シリーズ
石井 京子 池嶋 貫二 ほか 著

書名

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

商品コード

発行年

冊子版ISBN

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の就活ノート （※）

2010

9784335651441

¥5,940

¥8,910 1030534291

人材紹介のプロが教える発達障害の人のビジネススキル講座 （※）

2011

9784335651502

¥5,940

¥8,910 1030534292

人材紹介のプロが答える発達障害の人が働くためのQ&A （※）

2013

9784335651540

¥6,270

¥9,405 1030555823

人事担当者のための発達障害の人の面接・採用マニュアル （※）

2013

9784335651601

¥5,940

¥8,910 1030555824

人材紹介のプロが教える発達障害の人が活躍するためのヒント （※）

2014

9784335651656

¥5,940

¥8,910 1030628382

2015

9784335651687

¥5,940

¥8,910 1030628383

産業医と発達障害の人のキャリア&ライフBOOK
―人材紹介のプロと精神科医が答える― （※）
人材紹介のプロがつくった働く発達障害の人のキャリアアップに必要な
50のこと （※）
人材紹介のプロがつくった発達障害の人の内定ハンドブック
―『発達障害の人の就活ノートⅡ』完全版― （※）

2018

9784335651847

¥5,940

¥8,910 1030831416

2015

9784335651694

¥5,940

¥8,910 1030866949

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の転職ノート （※）

2016

9784335651724

¥5,940

¥8,910 1030866950

人材紹介のプロがつくった発達障害の大学生のためのキャンパスライフ
Q&A （※）

2017

9784335651755

¥5,940

¥8,910 1030866951

冊子版ISBN

同時１アクセス
（本体）

書名

著編者

発行年

同時３アクセス
（本体）

商品コード

会社法 第20版（法律学講座双書） （※）

神田 秀樹

2018

9784335315435

¥8,250

¥12,375 1029161081

スタンダード所得税法 第2版補正版 （※）

佐藤 英明

2018

9784335357466

¥11,550

¥17,325 1029161082

民法がわかる民法総則 第4版 （※）

滝沢 昌彦

2018

9784335357480

¥6,600

¥9,900 1029161083

会社法 第2版 （※）

高橋 美加

2018

9784335357534

¥9,240

¥13,860 1029161084

一緒に冒険をする

西村 佳哲

2018

9784335551796

¥5,940

¥8,910 1029161085

近代の神宮と教化活動 （久伊豆神社小教院叢書 11） （※） 武田 幸也

2018

9784335160905

¥22,110

¥33,165 1029342019

古事記の謎をひもとく （※）

谷口 雅博

2018

9784335950414

¥4,950

¥7,425 1029342020

実戦演習行政法 ―予備試験問題を素材にして― （※）

土田 伸也

2018

9784335357558

¥8,250

¥12,375 1029342021

神をまつる神社建築 ―玉殿の起源と発展― （※）

山田 岳晴

2018

9784335160912

¥16,500

¥24,750 1029342022

いい子をやめれば幸せになれる （※）

山下 悠毅

2018

9784335651793

¥4,950

¥7,425 1029342023

法治行政論 （行政法研究双書 37） （※）

高木 光

2018

9784335315114

¥19,140

¥28,710 1029502733

脱税と制裁 増補版（租税法研究双書 3） （※）

佐藤 英明

2018

9784335320644

¥23,100

¥34,650 1029502734

名医が教える病気の見つけ方
―匠の技術と高度先進医療との融合―（※）

掛谷 和俊

2018

9784335651830

¥4,950

¥7,425 1029502735

法多元主義 ―交錯する国家法と非国家法―
（法哲学叢書 第2期1） （※）

浅野 有紀

2018

9784335300967

¥11,880

¥17,820 1029728055

AI・HRテック対応人事労務情報管理の法律実務 （※）

松尾 剛行

2019

9784335357770

¥11,880

¥17,820 1029728056

理性狂 ―解釈妄想病と復権妄想病― （※）

ポール・セリュー

2018

9784335651809

¥20,790

¥31,185 1029728057

行政法 第2版 （※）

高橋 滋

2018

9784335357565

¥11,550

¥17,325 1029973213

プレップ破産法 第7版（プレップシリーズ） （※）

徳田 和幸

2019

9784335313288

¥3,960

¥5,940 1030360927

独占禁止法の新たな地平 ―国際標準の競争法制へ― （※）

村上 政博

2019

9784335357848

¥15,840

¥23,760 1030360928

● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。
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