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No.2018-544 

大学生学びのハンドブック  
―勉強法がよくわかる!―4訂版 

世界思想社編集部 著  2018年 

ノートのとり方、レポートの書き方、資料の探し方、ゼミ発表の仕方、パソコ
ンの使い方…。大学での学びに必要なスタディ・スキルを、イラストで具体
例を示してわかりやすく解説。徹底的な学生目線で人気を博した初年次教
育テキスト、待望の4訂版。 

冊子版ISBN 9784790717072 
同時1アクセス 

(本体) 
¥3,960 

商品コード 1028499619 
同時3アクセス 

(本体) 
¥7,920 

待望の改訂版登場！ 

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 

動物保護入門 ―ドイツとギリシャに学ぶ共生の未来― 浅川 千尋 2018 9784790717188 ¥5,940 ¥11,880 1028499616 

ストリートの精霊たち 川瀬 慈 2018 9784790717171 ¥6,270 ¥12,540 1028499617 

紛争終結後のカンボジア 
 ―国軍除隊兵士と社会再統合― 

牧田 満知子 2018 9784790717140 ¥15,840 ¥31,680 1028499618 

誘惑する文化人類学 ―コンタクト・ゾーンの世界へ― 田中 雅一 2018 9784790717065 ¥12,540 ¥25,080 1028499620 

ハンセン病療養所を生きる ―隔離壁を砦に― 有薗 真代 2017 9784790716990 ¥9,240 ¥18,480 1028499621 

旅を生きる人びと ―バックパッカーの人類学― 大野 哲也 2012 9784790715672 ¥7,590 ¥15,180 1028499622 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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全10巻 

別巻 ■〈社会学ベーシックス〉全11巻 
【全10巻＋別巻1】セット■ 

鷲田清一氏 推薦！ 

社会学の基礎 

同時1アクセス(本体) ¥72,600 

同時3アクセス(本体) ¥145,200 

〈社会学ベーシックス〉シリーズ 
井上 俊･伊藤公雄 編 

社会学と隣接領域の基礎文献＝ベーシックスを各10ページでガイド 

「気持ちをそそられて原典に向かうためのナビゲーターだ」 上野千鶴子氏 推薦！ 

「このシリーズには、生きるということと無縁な問題は一つもない」 

商品コード 1022470228 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

世界思想ゼミナールシリーズ（社会5点セット） 

初年次教育 

世界思想社 現代哲学叢書（第1期5点セット）  

全5巻 セット特価  商品コード 1022529805 
同時1アクセス（本体） ￥28,600 同時3アクセス（本体） ￥57,200 

全5巻 セット特価  商品コード 1016437831 
同時1アクセス（本体）  ¥20,240 同時3アクセス（本体） ￥40,480  

 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 

介護ライフスタイルの社会学 新版
（Sekaishiso seminar） 

春日井 典子 2014 9784790716389 ¥6,930  ¥13,860  1022529807 

国境を越えるアジアの家事労働者 ―女性た
ちの生活戦略―（SEKAISHISO SEMINAR） 

上野 加代子 2011 9784790715511 ¥6,930  ¥13,860  1016437834 

自閉症の社会学 ―もう一つのコミュニケー
ション論―（Sekaishiso seminar） 

竹中 均 2008 9784790713586 ¥7,590  ¥15,180  1018867903 

健康不安の社会学 ―健康社会のパラドック
ス―改訂版（Sekaishiso seminar） 

上杉 正幸 2008 9784790713579 ¥6,600  ¥13,200  1022529808 

親密性の社会学 ―縮小する家族のゆくえ―
（Sekaishiso seminar） 

筒井 淳也 2008 9784790713081 ¥6,270  ¥12,540  1022529809 

 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 

「3・11」後の技術と人間  
 ―技術的理性への問い― 

杉田 聡 2014 9784790716112 ¥5,225  ¥10,450  1016437829 

ベーシック生命・環境倫理  
 ―「生命圏の倫理学」序説― 

徳永 哲也 2013 9784790716068 ¥5,225  ¥10,450  1016437827 

「道徳的である」とはどういうことか  
 ―要説・倫理学原論― 

安彦 一恵 2013 9784790716099 ¥4,950  ¥9,900  1016437828 

社会保障の哲学  
 ―日本の現状を把握し、未来を展望する― 

加茂 直樹 2012 9784790715764 ¥4,950  ¥9,900  1016437826 

災害論 ―安全性工学への疑問― 加藤 尚武 2011 9784790715412 ¥4,950  ¥9,900  1016437825 

 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 

大学生学びのハンドブック 
 ―勉強法がよくわかる!―4訂版 

世界思想社編集部 2018 
9784790717072 

1 
¥3,960  ¥7,920  1028499619 

大学新入生ハンドブック  
―大学生活これだけは知っておきたい!― 

世界思想社編集部 2014 9784790716419 ¥1,716  ¥3,520  1018867900 

大学生入門 ―知の扉をひらく！―３訂版 高橋 三郎 2009 9784790713944 ¥4,290  ¥8,580  1016437824 
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