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No.2019-456 

丸善出版  新書・選書 名著復刻特集 

あの名著が今、電子版でよみがえる 

丸善ライブラリー・ブックス 

バブル経済が崩壊し、少子高齢化社会をはじめとする時代の大きな節目とな
る1990年代から2000年代に相次いで刊行された丸善ライブラリー(新書)、
丸善ブックス(選書)の中から、文芸、語学、経済、倫理学、スポーツなど、
今なお普遍的で、かつ資料的にも価値の高いタイトルをセレクトし電子化い
たしました。（掲載情報は、2019年10月15日現在の内容です。） 

 

タイトル コード 同時1アクセス価格 

デジタル・ミレニアムの到来  
―ネット社会における消費者― 

ISBN 9784621052914 1アクセス ¥3,300 

著者 名和 小太郎 冊子刊行 199904 電子発行 201112 

ネットワーク社会が抱える矛盾を前に、消費者の選択を考察する。 NDC 007.3 

読書見本帖 ISBN 9784621050026 1アクセス ¥3,300 

著者 池内 紀 冊子刊行 199104 電子発行 201812 

国内外の文学作品の中からテーマ別に選りすぐった、現代人のための読書指南書。 NDC 019 

書斎のワンダーランド ISBN 9784621050446 1アクセス ¥3,300 

著者 小山 慶太 冊子刊行 199204 電子発行 201907 

理系文系、古今東西、ジャンルを飛び越え、刺激的な知の広がりを堪能できる一冊。 NDC 019 

インターネット時代の著作権―実例がわかるQ&A付― ISBN 9784621053508 1アクセス ¥3,300 

著者 半田正夫 冊子刊行 200110 電子発行 201809 

情報を正しく受け止め、活用し、発信できるよう、著作権法をわかりやすく解説。 NDC 021.2 

攻撃と暴力―なぜ人は傷つけるのか― ISBN 9784621053249 1アクセス ¥3,300 

著者 大渕 憲一 冊子刊行 200007 電子発行 201810 

現代社会の暴力・犯罪の事例も交え、多角的な視点から、攻撃性の核心に迫っていく。 NDC 141.6 

応用倫理学のすすめ ISBN 9784621051252  1アクセス ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行 199406 電子発行 201908 

死刑廃止論、ポルノグラフィーなどの様々な社会問題に、国民はどのように合意を形成すべ
きなのか。それらの問題に応用倫理学の方法で鋭く切り込んでいく。 

NDC 150.4 

現代を読み解く倫理学 ―応用倫理学のすすめ 2― ISBN 9784621072332 1アクセス ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行 199606 電子発行 201910 

様々な社会問題における合意内容を分析、原理・原則を提示し、提言する。 NDC 150.4 

合意形成とルールの倫理学 ―応用倫理学のすすめ 3― ISBN 9784621053607 1アクセス ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行 200211 電子発行 201012 

応用倫理学の視点から、明快な問題解決へのヴィジョンを提示。 NDC 150.4 

環境倫理学のすすめ  ISBN 9784621070345 1アクセス ¥2,200 

著者 加藤 尚武 冊子刊行 199112 電子発行 201012 

環境倫理学から文化の姿、将来の責任を問う。 NDC 519 

新・環境倫理学のすすめ ISBN 9784621053737  1アクセス ¥3,300 

著者 加藤 尚武 冊子刊行 200508 電子発行 201910 

「環境倫理学」の第一人者が、一四年ぶりに書き下ろした、待望の続編。 NDC 519 

《丸善ライブラリー》 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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新書・選書 名著復刻特集 

《丸善ライブラリー》 

タイトル コード 同時1アクセス価格 

アイルランド問題とは何か ISBN 9784621053157 1アクセス 3,300 

著者 鈴木 良平 冊子刊行 200003 電子発行 201910 

闘争を繰り返すイギリスとアイルランドの間には何があるのか。これまでの
歴史をコンパクトに学べる1冊。 

NDC 233.9 

カフェ ― ユニークな文化の場所 ISBN 9784621051566 1アクセス ¥1,500 

著者 渡辺 淳 冊子刊行 199504 電子発行 201812 

パリの文化発祥の現場、カフェの歴史を追う。     NDC 235.05 

歴史に学ぶ危機管理 ISBN 9784621051382 1アクセス ¥1,500 

著者 童門 冬二 冊子刊行 199410 電子発行 201808 

上杉鷹山、織田信長、勝海舟など、歴史上の人物たちの知られざる危機管理
術を紹介。 

NDC 281.04 

アメリカ合衆国読本 
―知られざる大国の素顔 

ISBN 9784621051047 1アクセス ¥3,300 

著者 五月女 光弘 冊子刊行 199311 電子発行 201811 

日本にとって重要な国アメリカ----在米大使館などに長く勤務した筆者が、
ほとんど知られていない、とっておきの話を紹介。 

NDC 302.53 

イギリス人の国家観・自由観  ISBN 9784621053669 1アクセス ¥3,300 

著者 名古 忠行 冊子刊行 200502 電子発行 201112 

アングロ・サクソンの政治的英知と底力とよぶべきものの変遷をたどること
で、現代の日本人が自信の国家像を見いだすヒントを提供する。 

NDC 311.233 

情報社会の文化経済学 ISBN 9784621052099  1アクセス 3,300 

著者 池上 惇 冊子刊行 199111 電子発行 201910 

情報技術の進歩により、経済学を「愛と尊厳を担う人間性回復の経済学」へ
と発展させる可能性を説く。 

NDC 331 

何が間違いか日本の経済政策  
―マドリングスルーの時代― 

ISBN 9784621053645 1アクセス ¥3,300 

著者 白川 一郎 冊子刊行 200401 電子発行 201012 

今後の日本経済は構造調整の進展に依存するというのが著者の基本的主張で
ある。構造改革は容易なことではなく、ここしばらくはマドリングスルーの
時代が続くことを予見した考察。 

NDC 332.107 

現代企業の条件  
―メガコンペティションの時代― 

ISBN 9784621052600 1アクセス ¥3,300 

著者 長谷川 洋三 冊子刊行 199802 電子発行 201112 

企業が個性を競う時代に、ジャパン・オンリーの輝きを失わず、二十一世紀
に生き残る企業とは、どういう経営理念を持つ企業なのか。内外の豊富な成
功例を織り込み、変化する日本の企業の姿と今後の展望を描く。 

NDC 335.21 

模倣の社会学 ISBN 9784621050088 1アクセス ¥3,300 

著者 横山 滋 冊子刊行 199104 電子発行 201905 

「模倣」という魔法の眼鏡を片手に現代社会の諸層をのぞいてみると、そこ
には思いがけない真実の姿が現れてくる。 

NDC 361.4 
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《丸善ライブラリー》 

タイトル コード 同時1アクセス価格 

共生の思想 ―自他の衝突と協調― ISBN 9784621053133 1アクセス ¥1,500 

著者 藤原 鎭男 冊子刊行 200002 電子発行 201112 

現代社会の問題を自他の衝突と｢共生｣をキーワードに捉える書。 NDC 361.7 

生活大国へ ISBN 9784621050811  1アクセス 3,300 

著者 岡沢 憲芙 冊子刊行 199304 電子発行 201910 

少子高齢化を克服し、国民本位の「生活大国」に転換したスウェーデンの事
例を踏まえた提言書。 

NDC 365 

結婚の社会学 
―未婚化・晩婚化はつづくのか 

ISBN 9784621052068 1アクセス ¥1,600 

著者 山田 昌弘 冊子刊行 199608 電子発行 201812 

結婚に対する願望が強く見られる一方で、なぜ、結婚年齢が上昇し、独身者
が増え続けるのか? 

NDC 367.4 

教育改革論 ISBN 9784621052006 1アクセス ¥1,700 

著者 加藤 寛 冊子刊行 199606 電子発行 201901 

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス(SFC)の創設によって大学改革の先鞭をつ
けた筆者によるユニークな教育改革論。 

NDC 370 

英国パブリックスクール物語 ISBN 9784621050915  1アクセス ¥1,700 

著者 伊村 元道 冊子刊行 199307 電子発行 201811 

「トム・ブラウンの学校生活」をテキストに、トマス・アーノルド校長と19
世紀のパブリック・スクールの実像に光を当てる 

NDC 372.33 

理科系の英語  ISBN 9784621051474 1アクセス ¥1,600 

著者 志村 史夫 冊子刊行 199501 電子発行 201112 

文化的差異や心理構造などから来る暖昧さを廃し、一義的なものとして理解
されることが、自然法則や科学技術を扱う英語には求められる。豊富な滞米
経験をもとに実践英語を解説。 

NDC 407 

ヒトゲノムと遺伝子治療  ISBN 9784621053584 1アクセス ¥1,800 

著者 本橋 登 冊子刊行 200207 電子発行 201112 

遺伝子による診断、治療の最前線を、ガンやエイズ治療などの様々なトピッ
クスを交えて解説する。 

NDC 491.69 

成人病を防ぐ現代人の食事学  ISBN 9784621052563 1アクセス ¥3,300 

著者 井上 勝六 冊子刊行 199801 電子発行 201112 

米・豆食などの伝統的栄養学をベースに成人病を防ぐ日常の食生活の基本を
提言。 

NDC 498.5 

花火百華  ISBN 9784621053218 1アクセス ¥1,800 

著者 小野里 公成 冊子刊行 200006 電子発行 201101 

夏の夜空に咲いては消える光の花々ー爆発・燃焼・音響・空気の振動・鮮や
かな色彩、どれもが人の原始の感情を刺激し、陶酔へと誘う。花火の楽しみ
方、花火大会に行くときのポイント、さらには人に話したくなるような花火
の話題まで、とっておきの情報を網羅。 

NDC 575.98 
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タイトル コード 同時1アクセス価格 

サイエンス食生活考  ISBN 9784621051504 1アクセス ¥3,300 

著者 成瀬 宇平 冊子刊行 199502 電子発行 201112 

科学的に正しい栄養学の知識、健康と長寿のための食生活を平易に紹介。 NDC 596 

人間的な産業の復活  
―ヨーロッパ型経営のモラル― 

ISBN 9784621053591 1アクセス ¥1,600 

著者 里深 文彦 冊子刊行 200209 電子発行 201012 

21世紀の「技術」と「文化」の関係、「労働」と「仕事」の関係を展望する。 NDC 602.3 

ビジネス英語の落とし穴  ISBN 9784621053423 1アクセス ¥1,700 

著者 小林 薫 冊子刊行 200105 電子発行 201012 

最新用語を通してマーケティングやコンサルティングの基礎知識も身につく翻
訳者、通訳者も必読の書。 

NDC 670.93 

オリンピックと放送 ISBN 9784621050231 1アクセス 3,300 

著者 西田 善夫 冊子刊行 199109 電子発行 201910 

伝える側から見た知られざるオリンピックの舞台裏と、日本のみならず各国の
選手やスタッフたちの素顔、放送上の失敗談や苦労話が生き生きと語られる。 

NDC 780.69 

勝つ、スポーツサイエンス ISBN 9784621050545 1アクセス ¥1,700 

著者 田中 誠一 冊子刊行 199207 電子発行 201808 

多くの選手を育成した著者は、その体験をおりまぜながら、肉体的な面を主体
とした「トレーニング論」と、目的のために選手の頭脳を変容させる、精神的
な要素を重視した「コーチ論」をここに展開する。 

NDC 780.7 

論争と「詭弁」  
―レトリックのための弁明― 

ISBN 9784621052976 1アクセス ¥3,300 

著者 香西 秀信 冊子刊行 199907 電子発行 201112 

本書は、現在あまりにも偽善的な評価によって正当性が認知されつつあるレト
リックを、その居心地の悪い「陽のあたる場所」から救い出し、再びそれにふ
さわしい日陰者の位置に追いやろうという試みである。 

NDC 801.6 

翻訳は文化である  ISBN 9784621053263 1アクセス ¥3,200 

著者 藤岡 啓介 冊子刊行 200008 電子発行 201112 

明治以来の翻訳者たちの苦労や、古今東西の翻訳書の功罪をとりあげ、文化と
しての翻訳とは何かを追求する。 

NDC 801.7 

文章をダメにする三つの条件 ISBN 9784621053270 1アクセス ¥1,900 

著者 宮部 修 冊子刊行 200009 電子発行 201808 

「文章論より書き慣れること」をモットーに、読み手の共感を得る文章を書く
ための、基本的で実践的なポイントを解説。 

NDC 816 

はじめてみようよ中国語 ISBN 9784621053560 1アクセス ¥1,900 

著者 竹内 誠 冊子刊行 200205 電子発行 201809 

中国の文化や生活を知るコラムを読みながら、楽しく中国語を学ぶ。 NDC 820.7 
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近刊予定 《丸善ライブラリー》 

福祉の国は教育大国 
―デンマークに学ぶ生涯教育― 

ISBN 9784621061022 1アクセス ¥5,700 

著者 小島ブンゴード孝子 冊子刊行 200403 電子発行 201906 

世界に誇れる福祉国家に成長したデンマークの、ゆたかさを追い求めた生涯教育
システムの全貌を語る。 

NDC 372.3895 

食と健康の文化史 
―薬になる食べものの話― 

ISBN 9784621060841 1アクセス ¥5,280 

著者 井上 勝六 冊子刊行 200005 電子発行 201906 

コンブ、ヨモギ、トウガラシ、茶、ミルク・・・・食べものが体を作り健康を維
持するという伝統栄養学を軸に、「人間」と「食の営み」との関わり合いについ
て興味深く解説する。 

NDC 383.8 

マラルメの火曜会 
―世紀末パリの芸術家たち― 

ISBN 9784621060100 1アクセス ¥5,400 

著者 柏倉 康夫 冊子刊行 199409 電子発行 201907 

文学、絵画、音楽、舞踏などの芸術が交錯する輝かしき十九世紀末のパリ。詩人
マラルメの芸術観がどれほど多くの芸術家に多大な影響を与えたかを描いた書。 

NDC 702.8 

《丸善ブックス》 

書名 著者 冊子版ISBN 

情報を考える 仲本 秀四郎 9784621050736 

情報化の発展のために、社会の共有する財産として情報を捉え直す。 

知・記号・コンピュータ 仲本 秀四郎 9784621052174 

コンピューターとつきあうために、知と情報を扱う道具の歴史をふり返る。 

101冊の図書館 池内 紀 9784621051016 

古今東西の名著・快著が１０１冊。ユニークな語りで読書の魅力をとき明かす。 

ロンドンAtoZ 小林 章夫 9784621050040 

過去から現代にわたるエピソードの数々を、ＡからＺまでのキーワードで綴るロンドン百科。 

アメリカ生活AtoZ 五月女 光弘 9784621051634 

初めてアメリカで滞在生活を送る方に、有益な身の回りのことを平易に紹介。 

文化経済学のすすめ 池上 惇 9784621050019 

現代社会における心と質の経済学を、広範にわたり考察する。 

生活の芸術化 池上 惇 9784621050934  

生活の芸術化を現実に進める動きが、どのような意味を持っているか考察する。 

日本の国際ボランティア 五月女 光弘 9784621052389  

幅広い視点から貴重なデータを交えて、国際ボランティアについて考察する。 

フィランソロピー 出口 正之 9784621050958  

フィランソロピーを推進させるための問題点を浮き彫りにし、真の社会貢献のあり方を問う。 

子育ての倫理学 加藤 尚武 9784621053317  

少年犯罪の根本的原因として、「乳幼児期の子育て」が深く関係している。倫理学的視点から、解決への明快な
指針を提示する。 
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書名 著者 冊子版ISBN 

トマス・クックの肖像 
―社会改良と近代ツーリズムの父― 

蛭川 久康 9784621060704 

ヴィクトリア朝に不思議なほど合致する、トマス・クックの生涯をひもとく。 

近刊予定 《丸善ブックス》 

書名 著者 冊子版ISBN 

異貌の科学者 小山 慶太 9784621050057  

科学史上に燦然と異彩を放つ、四人の天才の異貌の生涯を紹介する。 

科学タイムトラベル 小山 慶太 9784621051023  

科学と世相を絡ませ、時代を斬り、歴史を読み取る珠玉の２５０話。 

薬の文化誌 松井 壽一 9784621050132  

古代インドやメソポタミア、さらにギリシャ、アラビアから中国・日本へと薬の歴史を辿り、現代まで連綿と続
く薬にまつわる人間のドラマを追う。 

薬の社会誌 松井 壽一 9784621050521  

薬や医療は常に社会とかかわり合い、様々なドラマが展開されてきた。薬害や麻薬についても言及する一冊。 

森との共生―持続可能な社会のために― 藤森 隆郎 9784621053225  

森林とはなにか、その抱える問題とはなにか等の基礎的な知識から、保全・管理の方法、持続可能な森づくりを
解説。 

パリ・1920年代― 
シュルレアリスムからアール・デコまで 

渡辺 淳 9784621052310  

２０世紀文化の原点ともいうべき文芸と、それを創る人々が織りなす華やかなドラマの現場へと案内する。 

現代演劇のゆくえ―失われたドラマを求めて 渡辺 淳 9784621053195  

国内外・古今の演劇を解説しながら、読者をドラマ再発見の旅へと誘う。 

街角のイギリス英語 大村 善勇 9784621050866  

「耳から入った英語」を中心に、普通の商社マンが出会った、イギリス英語の一断面をつづる。生きいきとした
ことばの体験が、本書の中にはあふれている。 

ノーベル文学賞 柏倉 康夫 9784621050644  

授賞の栄誉に輝いた８０余名と、生涯待ち続けた数多の作家達、そして自ら受賞を拒否した人々。これらの文学
者たちがおりなす人間のドラマと、その生きた時代を、多くの作品や証言によって綴る。 

『源氏物語』を楽しむ 山口 仲美 9784621052372  

光源氏の相手になった女性たちは、人柄や環境に応じて個性豊かな言葉を発し、彼とさまざまな関係をつくって
いく。それは、さながら現代の男と女の会話の見本集。 

サドから『星の王子さま』へ 稲垣 直樹 9784621051078  

先人の学問的成果と著者独自の観点から、いまフランス小説をどう読みうるかを探る。 


