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No.2018-441 

名著『資本論』 大好評配信中！ 

正確・厳密でわかりやすい訳文として長年にわたり読み継がれてきた『マルクス＝エンゲルス全集』版 
（全5冊）の訳文を、完全テキストデータ化。美しく読みやすい版面に加え、全文検索も可能になりました。 

同時1アクセス(本体) ¥165,000 

同時3アクセス(本体) ¥247,500 

商品コード 1025375312 

資本論 全3巻 （5分冊） 

カール・マルクス 

※分売不可 

カール・マルクス 

『マルクス資本論草稿集』 （全9巻） 

マルクスが残した膨大な草稿を、新MEGA（マルクス・エンゲルス完全全
集）第2部にもとづいて翻訳。『マルクス＝エンゲルス全集』（大月書店）
とは底本が異なる新編集。 

同時1アクセス(本体) ¥323,950 

同時3アクセス(本体) ¥485,925 

商品コード 1022314323 
※分売可。各巻の詳細はお問い合わせください。 

マルクス自身の手による資本論入門 

著編者 ヨハン・モスト 発行年 2009 

同時1アクセス(本体) ¥5,324 同時3アクセス(本体) ¥7,986 

ISBN 9784272111145 商品コード 1022314336 

ヨハン・モストが獄中でつくった「資本論」のダイジェストである「資本と労働」。マルクス自身が大幅な改
訂を加えた第２版をもとに、「資本論」の引用部分もすべて新訳、わかりやすい解説を加える。 

※本カタログに記載の価格は、2018年11月からの適用価格となります。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

書名 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体) 
商品コード 

人権としての社会保障 （第1巻） 9784272301713 ¥12,375 ¥18,562 1026901551 

社会保障法の史的展開 （第2巻） 9784272301720 ¥12,375 ¥18,562 1026901552 

社会保障の権利と組織・財政 （第3巻） 9784272301737 ¥12,375 ¥18,562 1026901553 

家族・子どもと社会保障 （第4巻） 9784272301744 ¥12,375 ¥18,562 1026901554 

障害者・患者・高齢者の人として生きる権利 （第5巻） 9784272301751 ¥12,375 ¥18,562 1026901555 

戦後の貧困層と公的扶助の権利 （第6巻） 9784272301768 ¥12,375 ¥18,562 1026901556 

社会保障権と裁判 （第7巻） 9784272301775 ¥12,375 ¥18,562 1026901557 

社会保障と平和・国籍・被爆者 （第8巻） 9784272301782 ¥12,375 ¥18,562 1026901558 

小川政亮著作集 全８巻セット特価 

同時１アクセス（本体） ¥99,000  

同時３アクセス（本体) ¥148,496 

商品コード 1026901550 

朝日訴訟を支え「人権としての社会保障」を理論
化した小川政亮（法学者、日本社会事業大学名
誉教授、1920-2017）。その著作を分野別に集成
し、解題を付す。社会保障の未来の展望に不可
欠の文献集。 

小川 政亮（著） 小川政亮著作集編集委員会（編） 2007年発刊 

小川政亮著作集 全８巻 

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 

共に生きるための障害福祉学入門 結城 俊哉 2018 9784272412396 ¥5,324 ¥7,986 1027261574 

ハタチまでに知っておきたい性のこと 第2版 橋本 紀子 2017 9784272412372 ¥4,840 ¥7,260 1024591729 

貿易入門 ―世界と日本が見えてくる― 小林 尚朗 2017 9784272150427 ¥5,566 ¥8,349 1024591732 

半径5メートルからの教育社会学 片山 悠樹 2017 9784272412389 ¥5,324 ¥7,986 1025375311 

99%のための経済学入門 ―マネーがわかれば社会が
見える―第2版 

山田 博文 2016 9784272111213 ¥4,598 ¥6,897 1022314337 

大学生のためのメンタルヘルスガイド ―悩む人、助け
たい人、知りたい人へ― 

松本 俊彦 2016 9784272412358 ¥4,356 ¥6,534 1022314338 

大学生になるってどういうこと? ―学習・生活・キャリア
形成― 

植上 一希 2014 9784272412310 ¥4,598 ¥6,897 1017134873 

ハタチまでに知っておきたい性のこと 橋本 紀子 2014 9784272412327 ¥4,840 ¥7,260 1017134874 

「私」をひらく社会学 ―若者のための社会学入門― 豊泉 周治 2014 9784272412334 ¥5,808 ¥8,712 1017134875 

大学生の学習テクニック 第3版 森 靖雄 2014 9784272412341 ¥4,356 ¥6,534 1017134876 

シリーズ大学生の学びをつくる 

シリーズ大学生の学びをつくる 
 10巻揃価格 

同時１アクセス（本体） ¥49,610 

同時３アクセス（本体) ¥74,415 

レポートの書き方、ディベート、コミュニケーション、
モラルや考え方、卒業後のビジョンまで、 
さまざまな観点から、いま大学生に読んでほしい
人気シリーズ。 

※本カタログに記載の価格は、2018年11月からの適用価格となります。 
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消費税を上げずに社会保障財源
38兆円を生む税制 

同時1アクセス(本体) ¥3,146 

同時3アクセス(本体) ¥4,719 

冊子版ISBN 9784272111220  

著編者名 不公平な税制をただす会 発行年 2018 商品コード 1026831093 

【子育て、教育、福祉の財源は、ある】不公平な税制をただすだけで、38兆円の確保は可能だ！ 大企業・
資産家には優しく、中小企業・庶民に厳しい，ゆがんだ日本の税制の仕組みをわかりやすく解説。財源試
算をもとに、誰もが豊かに暮らせる税のあり方を提案する。 

  日本の民主教育 2017 ―みんなで

21世紀の未来をひらく教育のつどい : 
教育研究全国集会報告集― 

同時1アクセス(本体) ¥6,776 

同時3アクセス(本体) ¥10,164 

冊子版ISBN 9784272441020  

著編者名 教育研究全国集会2017実行委員会 発行年 2018 商品コード 1026831094 

2017年８月「教育のつどい」の報告集。憲法の危機、学校・教育の危機の中で、子どもの実態から出発する
多様な授業・とりくみを報告しあった３日間。石川康宏による記念講演「社会のしくみと子どもの育ちを考え
る」も収録。 

  

新聞奨学生 ―奪われる学生生活― 

同時1アクセス(本体) ¥3,872 

同時3アクセス(本体) ¥5,808 

冊子版ISBN 9784272310524  

著編者名 横山 真 発行年 2018 商品コード 1027261571 

学生に、本当に必要な奨学制度とは？ 朝夕の配達に毎月の集金、慢性的な睡眠不足を抱え、学びたい
授業や必修科目さえ取れず、サークル活動を楽しむ時間もない。しかも退会時即返納義務のために辞めら
れない。そんな過酷で矛盾に満ちた体験をもとに、その実態を描く。 【推薦】大内裕和さん（中京大学教授）
「高い学費、問題だらけの奨学金、そして過酷な労働…。この本を読んで『貧困化する学生』の現実を一人
でも多くの人に知ってほしい。」 

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 

「協働の学び」が変えた学校 ―新座高校学校改革の
10年― 

金子 奨 2018 9784272412402 ¥4,840 ¥7,260 1027261573 

金融不安定性のマクロ動学 二宮 健史郎 2018 9784272111237 ¥13,068 ¥19,602 1027261575 

子どもの貧困と食格差 ―お腹いっぱい食べさせたい
― 

阿部 彩 2018 9784272360918 ¥3,630 ¥5,445 1027514846 

右派はなぜ家族に介入したがるのか ―憲法24条と9条
― 

中里見 博 2018 9784272350438 ¥3,872 ¥5,808 1027514847 

不知火の海にいのちを紡いで ―すべての水俣病被害
者救済と未来への責任― 

矢吹 紀人 2018 9784272330928 ¥3,872 ¥5,808 1027514849 

米屋 小泉 光久 2018 9784272620272 ¥5,808 ¥8,712 1028365853 

性教育はどうして必要なんだろう? ―包括的性教育を
すすめるための50のQ&A― 

浅井 春夫 2018 9784272412525 ¥3,872 ¥5,808 1028365854 

「慰安婦」問題と未来への責任 ―日韓「合意」に抗して
― 

中野 敏男 2017 9784272521098 ¥5,808 ¥8,712 1026831092 

戦後日本の労使関係 ―戦後技術革新と労使関係の
変化―（戦後世界と日本資本主義 : 歴史と現状 7） 

藤田 実 2017 9784272102471 ¥6,776 ¥10,164 1027514851 

現代グローバリゼーションとアメリカ資本主義 （戦後世
界と日本資本主義 : 歴史と現状 4） 

柿崎 繁 2016 9784272102440 ¥7,260 ¥10,890 1027514850 

好評配信中タイトル！ 

※本カタログに記載の価格は、2018年11月からの適用価格となります。 
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