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受動喫煙の環境学
―健康とタバコ社会のゆくえ―

タバコ規制の国際条約

（FCTC）を最初に批准した

国の一つでありながら、受動

喫煙対策の「後進国」である

日本の現状に警鐘を鳴らし、

よりよい社会環境の実現に

向けた議論の道筋を示す。

第13回人文地理学会賞一般

図書部門受賞。

村田  陽平 著  2012年発行

冊子版ISBN 9784790715740

同時1アクセス(本体) ¥6,930 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1029312046

社会学ベーシックス シリーズ

書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード

自己・他者・関係 （1） 2008 9784790713623 1022470230 ポピュラー文化 （7） 2009 9784790714088 1022470236

社会の構造と変動 （2） 2008 9784790713494 1022470231 身体・セクシュアリティ・スポーツ （8） 2010 9784790714569 1022470237

文化の社会学 （3） 2009 9784790714231 1022470232 政治・権力・公共性 （9） 2011 9784790715207 1022470238

都市的世界 （4） 2008 9784790713739 1022470233 日本の社会と文化 （10） 2010 9784790714866 1022470239

近代家族とジェンダー （5） 2010 9784790714491 1022470234 社会学的思考 （別冊） 2011 9784790715252 1022470240

メディア・情報・消費社会 （6） 2009 9784790714439 1022470235

11巻 セット特価

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥72,600 ¥145,200 

＜商品コード：1022470228＞

井上 俊・伊藤 公雄 編

●PDF版・有 に関しましてはお問合せください。

各巻価格
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥7,700 ¥15,400

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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世界思想社 現代哲学叢書（第1期5点セット）

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

「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

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

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

第1期 5点
セット特価

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥20,240 ¥40,480 

＜商品コード：1016437831＞

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

親密性の社会学 ―縮小する家族のゆくえ― 筒井 淳也 2008 9784790713081 ¥6,270 ¥12,540 1022529809

健康不安の社会学 ―健康社会のパラドックス―改訂版 上杉 正幸 2008 9784790713579 ¥6,600 ¥13,200 1022529808

自閉症の社会学 ―もう一つのコミュニケーション論― 竹中 均 2008 9784790713586 ¥7,590 ¥15,180 1018867903

世界思想ゼミナールシリーズ（社会5点セット）

社会5点
セット特価

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥28,600 ¥57,200 

＜商品コード：1022529805＞

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

グループ・ダイナミックス入門
―組織と地域を変える実践学―

杉万 俊夫 2013 9784790715887 ¥7,920 ¥15,840 1025375367

会話分析基本論集 ―順番交替と修復の組織― H.サックス 2010 9784790715016 ¥7,590 ¥15,180 1025649052

自己形成の心理学
―他者の森をかけ抜けて自己になる―

溝上 慎一 2008 9784790713708 ¥6,600 ¥13,200 1025375371

「曖昧な生きづらさ」と社会
―クレイム申し立ての社会学―

草柳 千早 2004 9784790710639 ¥7,260 ¥14,520 1025375374

― 世界思想ゼミナールシリーズ ―
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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

文化人類学の思考法 松村 圭一郎 2019 9784790717331 ¥5,940 ¥11,880 1030871146

家族はなぜ介護してしまうのか ―認知症の社会学― 木下 衆 2019 9784790717263 ¥7,590 ¥15,180 1030871148

エイサー物語 ―移動する人、伝播する芸能― 塚田 健一 2019 9784790717294 ¥9,240 ¥18,480 1030871149

知的所有権の人類学
―現代インドの生物資源をめぐる科学と在来知―

中空 萌 2019 9784790717270 ¥17,160 ¥34,320 1030871150

二十一世紀の若者論 ―あいまいな不安を生きる― 小谷 敏 2017 9784790716938 ¥8,250 ¥16,500 1030871153

参加型アクションリサーチ<CBPR>の理論と実践
―社会変革のための研究方法論―

（関西学院大学研究叢書）
武田 丈 2015 9784790716587 ¥14,190 ¥28,380 1030871152

ロボットの人類学 ―二〇世紀日本の機械と人間― 久保 明教 2015 9784790716495 ¥12,540 ¥25,080 1030871155

女性ホームレスとして生きる ―貧困と排除の社会学― 丸山 里美 2013 9784790715931 ¥9,240 ¥18,480 1030871154

現実批判の人類学 ―新世代のエスノグラフィへ― 春日 直樹 2011 9784790715498 ¥11,550 ¥23,100 1030871156

所有と分配の人類学
―エチオピア農村社会の土地と富をめぐる力学―

松村 圭一郎 2008 9784790712947 ¥15,180 ¥30,360 1030871151

PDF版あり

  EPUBリフロー版コンテンツ

PDF版あり

PDF版あり

PDF版あり

PDF版あり

PDF版あり

2019年 新規配信タイトル
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感性は感動しない
―美術の見方、批評の作法―
（教養みらい選書 3）

椹木 野衣 著  2018年発行

子供の絵はなぜいい
の？絵はどうやって見て
どう評価すればいい？
美術批評家・椹木野衣
は、どのようにつくられ、
どんなふうに仕事をして
生きているのか？絵の
見方と批評の作法を伝
授し、批評の根となる人
生を描く。著者初の書き
下ろしエッセイ集。

冊子版ISBN 9784790717133

同時1アクセス(本体) ¥5,610

同時3アクセス(本体) ¥11,220

商品コード 1028499625

僕がロボットをつくる理由
―未来の生き方を日常からデザインする―
（教養みらい選書 1）

石黒 浩 著  2018年発行

ロボットやＡＩで私たちの
生活はどう変わるか？衣
食住から恋愛・仕事・創
造の方法まで、ロボット
研究の第一人者・石黒
浩が、自身の経験や
日々の過ごし方を交え、
「新しい世界を拓く楽し
さ」と人生を率直に語る。
世界を変えるツボがここ
にある！

冊子版ISBN 9784790717089

同時1アクセス(本体) ¥4,290

同時3アクセス(本体) ¥8,580

商品コード 1028499623

食べることの哲学
（教養みらい選書 2）

檜垣 立哉 著  2018年発行

ブタもクジラも食べるの
に、イヌやネコはなぜ
食べないのか？宮澤
賢治「よだかの星」など
食をめぐる身近な素材
を、フランス現代哲学と
日本哲学のマリアー
ジュで独創的に調理し、
濃厚な味わいに仕上
げたエッセイ。食の隠
れた本質に迫る逸品。

冊子版ISBN 9784790717119

同時1アクセス(本体) ¥5,610

同時3アクセス(本体) ¥11,220

商品コード 1028499624

子どもが教えてくれた世界
（こどものみらい叢書 ３）

片岡 佳美 著  2018年発行

それ、大人の都合だよ
ね――そんな視点があ
れば、大人も子どもも
「～ねばならない」という
呪縛から自由になれる。
日常でのふとした疑問を、
小学生一人＋猫一匹と
暮らす家族社会学者と
共に、じっくり考えてみま
せんか。社会活動家・湯
浅誠氏推薦！

冊子版ISBN 9784790717218

同時1アクセス(本体) ¥4,620

同時3アクセス(本体) ¥9,240

商品コード 1028499628

おいしい育児 ―家でも輝け、おとうさん!―

（こどものみらい叢書 1）

佐川 光晴 著  2018年発行

おとうさんが家事と育児
をするのがあたりまえに
なってほしい。そうすれ
ば世の中は変わる。主
夫として二人の息子を育
ててきた小説家が、固定
観念を乗り越えた先にあ
る豊かな育児生活を提
案。こどもの幸せを考え
る「こどものみらい叢書」
第一弾。

冊子版ISBN 9784790717096

同時1アクセス(本体) ¥4,290

同時3アクセス(本体) ¥8,580

商品コード 1028499626

お山の幼稚園で育つ
（こどものみらい叢書 2）

山下 太郎 著  2018年発行

歩いての登園、森の探
検遊び、俳句の素読な
どユニークな実践をする
お山の幼稚園。幼児教
育は全ての教育の根っ
こと信じる園長が子ども
達の無限の可能性を綴
る。中川李枝子氏推
薦！「目の前の子ども一
人一人がよくわかり、
いっそういとおしくなる」

冊子版ISBN 9784790717126

同時1アクセス(本体) ¥4,620

同時3アクセス(本体) ¥9,240

商品コード 1028499627

音楽と出会う
―21世紀的つきあい方―【スマホ・読上】（教養みらい選書 4）

人生を変えるような音楽と出会うに
は？ネット動画、ＡＩによる自動作曲、
カリスマ不在、癒し音楽ブーム…近代
西洋音楽史を専門とする著者が、21
世紀固有の音楽現象に挑み、規格外
の音楽とつきあう楽しさを自在に語る。
著者おすすめの音楽も紹介。

岡田 暁生 著  2019年発行

冊子版ISBN 9784790717300 

同時1アクセス(本体) ¥5,610

同時3アクセス(本体) ¥11,220

商品コード 1030871147
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http://sekaishisosha.jp/book/b355883.html
http://sekaishisosha.jp/book/b360786.html
http://sekaishisosha.jp/book/b355884.html
http://sekaishisosha.jp/book/b357675.html
http://sekaishisosha.jp/book/b357675.html

