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聖学院大学出版会 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

医療と福祉における市場の役割と限界 
 ―イギリスの経験と日本の課題―（4） 

郡司 篤晃 2004 9784915832567 ¥8,250  ¥13,750  1022703224 

地域に求められる人口減少対策 
 ―発生する地域問題と迫られる対応―（5） 

平 修久 2005 9784915832604 ¥7,920  ¥13,200  1022703201 

アメリカにおける神の国 （6） 
H.リチャード・
ニーバー 

2008 9784915832710 ¥4,950  ¥8,250  1022703203 

とはずがたりの表現と心 
 ―「問ふにつらさ」から「問はず語り」へ―（7） 

標 宮子 2008 9784915832727 ¥14,850  ¥24,750  1022703202 

ニーバーとリベラリズム 
 ―ラインホールド・ニーバーの神学的視点の探求―（8） 

高橋 義文 2014 9784907113063 ¥13,200  ¥22,000  1022703225 

ティリッヒと逆説的合一の系譜 （10） 菊地 順 2018 9784909022837 ¥14,080  ¥23,430  1030945254 

聖学院大学研究叢書  

6冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥63,250 ¥105,380  

著編者名 松原 望 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784909022967  商品コード 1029348540 

ニューラル・ネットワーク、ゲノム解析、自動運転技術。現代社会を彩る数々のAI、その元祖はベイズ統計学だった。
時代に即して新しく、同時に270年の古い歴史をもち、「確率」「論理」「統計」の3要素をすべてバランスよく備えた 
ベイズ統計学。ベイズ統計学に精通した著者が基礎から最新応用までわかりやすくまとめ、話題のシンギュラリティ
も独自の目線で切り込んだ最新作。初学者にもアップデートを試みる方にも最適な1冊である。 

 ベイズの誓い ―ベイズ統計学はAIの夢を見る― 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年10月 

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 

A theology of Japan ―origins and task in the age of globalization―（1） 大木 英夫 2005 9784915832598 ¥1,980  ¥3,300  1022703192 

Church and state in Japan since World War II （2） 田丸 徳善 2006 9784915832659 ¥4,180  ¥6,930  1022703193 

History of Japan and Christianity （3） 古屋 安雄 2006 9784915832680 ¥4,180  ¥6,930  1022703194 

"A theology of Japan" and the theology of Hideo Ohki （4） 大木 英夫 2009 9784915832840 ¥4,180  ¥6,930  1022703195 

Protestantism and Democracy （5） 深井 智朗 2009 9784915832857 ¥4,180  ¥6,930  1022703196 

Post-disaster theology from Japan ―how can we start again? Centurial 
vision for post-disaster Japan―（The Great East Japan Earthquake 
International Theological Symposium [1]） 

藤原 淳賀 2013 9784907113001 ¥4,180  ¥6,930  1022703197 

The church embracing the sufferers, moving forward ―centurial vision for 
post-disaster Japan : ecumenical voices―（.The Great East Japan 
Earthquake International Theological Symposium 2） 

藤原 淳賀 2014 9784907113094 ¥4,180  ¥6,930  1022703198 

Reinhold Niebuhr, Christian realism, and social ethics ―the international 
symposium and lectures on "Reinhold Niebuhr : his religious, social, and 
political thought"―（8） 

高橋 義文 2014 9784907113124 ¥4,180  ¥6,930  1022703199 

Raising leaders through sufferings beyond walls ―centurial vision for post-
disaster Japan―（.The Great East Japan Earthquake International 
Theological Symposium 3） 

藤原 淳賀 2016 9784907113162 ¥4,180  ¥6,930  1022703200 

Japanese and Korean theologians in dialogue ―establishing the dignity of 
life/forming a theology of confession, forgiveness, and reconciliation : the fourth 
and the sixth Conferences of Japanese and Korean Theologians―（10） 

Brian Byrd 2017 9784909022790 ¥4,950  ¥8,250  1026810948 

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 

福祉の役わり・福祉のこころ 阿部 志郎 2008 9784915832789 ¥660  ¥1,100  1022703210 

与えあうかかわりをめざして  阿部 志郎 2009 9784915832871 ¥990  ¥1,650  1022703211 

とことんつきあう関係力をもとに  岩尾 貢 2010 9784915832895 ¥990  ¥1,650  1022703212 

みんなで参加し共につくる  岸川 洋治 2011 9784915832925 ¥1,210  ¥1,980  1022703213 

生きがいを感じて生きる  日野原 重明 2012 9784915832994 ¥1,210  ¥1,980  1022703214 

「いま、ここで」のかかわり  石川 到覚 2013 9784907113018 ¥1,210  ¥1,980  1022703215 

好評配信中タイトル 

10冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥40,370 ¥66,990 

A Theology of Japan: Monograph Series 

福祉の役わり・福祉のこころ 
6冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥6,270 ¥10,340 
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