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新規配信タイトル

感染症と法の社会史
―病がつくる社会―

同時1アクセス（本体） ¥5,940

同時3アクセス（本体） ¥7,920

冊子版ISBN 9784788515895 

著編者名 西迫 大祐 発行年 2018 商品コード 1032383777

2019年度日本法哲学会奨励賞（著書部門）、第32回 (令和2年)矢数医史学賞受賞！ 大都市の出現とともにペ
ストやコレラなどの感染症が大流行し，確率統計などの統治への「まなざし」を介して，公衆衛生「法」が生れた。
18～19世紀のフランスを中心に，病と法と都市の密接な関係を鮮やかに解明した，気鋭の力作。

社会脳ネットワーク入門
―社会脳と認知脳ネットワークの協調と競合―

同時1アクセス（本体） ¥3,960

同時3アクセス（本体） ¥5,280

冊子版ISBN 9784788515710 

著編者名 苧阪 直行 発行年 2018 商品コード 1032383781

社会の中でさまざまな問題の解決に向けて働く認知脳と，うまく適応してゆく社会脳。人文社会科学と脳科学や
情報学が相互乗り入れする社会脳研究の成果をわかりやすく紹介。脳の働きから人々をつなぐ社会脳のメカニ
ズムを考えてゆく冒険への誘い。

文科系のための遺伝子入門
―よくわかる遺伝リテラシー―

同時1アクセス（本体） ¥2,310

同時3アクセス（本体） ¥3,080

冊子版ISBN 9784788515956 

著編者名 土屋 廣幸 発行年 2018 商品コード 1032383783

iPS細胞，遺伝子診断，遺伝子編集，がん関連遺伝子……毎日のようにニュースになる「遺伝子」。でも，いまひ
とつよくわからない。そんな人のために，遺伝と遺伝子のしくみとはたらきを，最新のトピックを交えながら，基礎
からわかりやすく説明。

学校における自殺予防教育プログラムGRIP
―5時間の授業で支えあえるクラスをめざす―

同時1アクセス（本体） ¥2,970

同時3アクセス（本体） ¥3,960

冊子版ISBN 9784788515963 

著編者名 川野 健治 発行年 2018 商品コード 1032383773

子供の自殺予防で効果を発揮するのが相談する／されるスキルを獲得すること，そして大人とつながること。
GRIPはそれを実証したプログラムで，本書は豊富な図表とともに具体的な実施方法をていねいに解説。教材は
「GRIP関連資料」サイトで入手可能！

街に出る劇場
―社会的包摂活動としての演劇と教育―

同時1アクセス（本体） ¥3,960

同時3アクセス（本体） ¥5,280

冊子版ISBN 9784788515888 

著編者名 石黒 広昭 発行年 2018 商品コード 1032383782

演劇は遊びを取り戻し，他者と共生し，新たな世界に飛び出すスプリングボード。多様性を生きる今，人の成長
にドラマやシアターが必要なわけがここにある。演出家，戯曲家，教員など多彩な人びとの実践と遊びから，演
劇の力と可能性に触れる一冊。
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アクションリサーチ・イン・アクション
―共同当事者・時間・データ―

同時1アクセス（本体） ¥4,620

同時3アクセス（本体） ¥6,160

冊子版ISBN 9784788515567 

著編者名 矢守 克也 発行年 2018 商品コード 1032383775

現場に要請され，問題解決に資する社会実践として，アクションリサーチはどうあるべきか。三つのキーワード「共同
当事者」「時間」「データ」を軸に，洗練・発展・深化するアクションリサーチのロジックと実践を一望する。

「心の理論」テストはほんとうは何を測っている
のか? ―子どもが行動シナリオに気づくとき―

同時1アクセス（本体） ¥3,630

同時3アクセス（本体） ¥4,840

冊子版ISBN 9784788515970 

著編者名 熊谷 高幸 発行年 2018 商品コード 1032383774

「心の理論」テストにパスできない――でも，そのことにも積極的な意味がある！他者の心を読む能力を測る「心の
理論」テストの実施現場に立ち戻り，集団の中で生活しはじめた子どもの「心のあり方」と，対人世界の発達の様相
を詳細に読み解く！

虐待が脳を変える
―脳科学者からのメッセージ―

同時1アクセス（本体） ¥2,970

同時3アクセス（本体） ¥3,960

冊子版ISBN 9784788515451 

著編者名 友田 明美 発行年 2018 商品コード 1032383780

虐待は脳を変える！ 虐待された人たちのこころのケアに取り組むと共に，虐待が脳に与える影響を研究してきた医
師のメッセージを，できるだけ理論やデータも提示しながら平易に文章化。母親として親の気持ちにも寄り添った二
人の著者による稀有な書。

「死」の臨床学
―超高齢社会における「生と死」―

同時1アクセス（本体） ¥2,640

同時3アクセス（本体） ¥3,520

冊子版ISBN 9784788515611 

著編者名 村上 陽一郎 発行年 2018 商品コード 1032383776

「なかなか死ねない時代」に人はいかに死ねばよいか？ 近代社会が遠ざけてきたタブーが，超高齢社会をむかえ
喫緊の課題として浮上している。安楽死（尊厳死），緩和医療，終末期鎮静，臓器移植，介護などの問題を，安全学
の泰斗が根底から問い直す。

漱石の「夢とトラウマ」
―母に愛された家なき子―

同時1アクセス（本体） ¥4,620

同時3アクセス（本体） ¥6,160

冊子版ISBN 9784788515987 

著編者名 原田 広美 発行年 2018 商品コード 1032383779

埋もれていた〈夢〉を実現させて作家になった漱石。『夢十夜』を含む主要12作品について，生育史のなかで形成
された深層の〈トラウマ〉と各作品ごとの関係性をていねいにたどった，女性心理療法家による初めての本格的な漱
石評論。

障害者と笑い
―障害をめぐるコミュニケーションを拓く―

同時1アクセス（本体） ¥3,630

同時3アクセス（本体） ¥4,840

冊子版ISBN 9784788515901 

著編者名 塙 幸枝 発行年 2018 商品コード 1032383778

「障害者を笑ってはいけない」といわれ，障害者と笑いはもっとも結びつきにくいテーマと考えられてきた。しかしこ
の常識に根拠はあるのか？『バリバラ』などのTV番組を取り上げて，「差別から自由」なコミュニケーションの可能性
をさぐる。

宝塚・やおい、愛の読み替え
―女性とポピュラーカルチャーの社会学―

同時1アクセス（本体） ¥5,610

同時3アクセス（本体） ¥7,480

冊子版ISBN 9784788514164 

著編者名 東 園子 発行年 2015 商品コード 1032383784

宝塚ファンの夢想，腐女子の妄想…なぜ男同士の友情／恋愛物語に魅了されるのか，そこで読み替えられた愛と
は？ルーマン，ギデンズ，セジウィックを手がかりに，女性たちの不従順な想像／創造力，女同士の絆が女性たち
にもたらす快楽を解く。
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好評配信中タイトル

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

社会学ドリル ―この理不尽な世界の片隅で― 中村 英代 2017 9784788515161 ¥3,135 ¥4,180 1030884547

社会秩序の起源 ―「なる」ことの論理― 桜井 洋 2017 9784788515475 ¥10,725 ¥14,300 1030884552

見ること・聞くことのデザイン
―メディア理解の相互行為分析―

是永 論 2017 9784788515093 ¥3,960 ¥5,280 1030884548

男女平等は進化したか
―男女共同参画基本計画の策定、施策の監視から―

鹿嶋 敬 2017 9784788515284 ¥5,940 ¥7,920 1030884549

展示される大和魂 ―「国民精神」の系譜― 森 正人 2017 9784788515192 ¥4,290 ¥5,720 1030884546

誰が何を論じているのか ―現代日本の思想と状況― 小熊 英二 2017 9784788515314 ¥5,280 ¥7,040 1030884550

ファンダメンタルズ （現代存在論講義 1） 倉田 剛 2017 9784788515185 ¥3,630 ¥4,840 1030884540

物質的対象・種・虚構 （現代存在論講義 2） 倉田 剛 2017 9784788515444 ¥3,630 ¥4,840 1030884541

生き延びる都市 ―新宿歌舞伎町の社会学― 武岡 暢 2017 9784788515130 ¥7,260 ¥9,680 1030884544

空間紛争としての持続的スポーツツーリズム
―持続的開発が語らない地域の生活誌―

村田 周祐 2017 9784788515147 ¥5,940 ¥7,920 1030884545

悲愛 ―あの日のあなたへ手紙をつづる― 金菱 清 2017 9784788515154 ¥3,300 ¥4,400 1031282249

3・11慟哭の記録
―71人が体感した大津波・原発・巨大地震―

金菱 清 2012 9784788512702 ¥4,620 ¥6,160 1031282248
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好評配信中タイトル

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

大ヒットアニメで語る心理学
―「感情の谷」から解き明かす日本アニメの特質―

横田 正夫 2017 9784788515420 ¥2,970 ¥3,960 1030884555

新しい自然主義心理学
―自然法則に従う人間モデルからの出発―

三ヶ尻 陽一 2017 9784788515482 ¥2,970 ¥3,960 1030884556

つらさを乗り越えて生きる
―伝記・文学作品から人生を読む―

山岸 明子 2017 9784788515277 ¥3,630 ¥4,840 1030884554

ロシアの世紀末 ―「銀の時代」への旅― 海野 弘 2017 9784788515239 ¥10,230 ¥13,640 1030884542

看護研究のためのNVivo入門 古川 亮子 2019 9784788516281 ¥8,580 ¥11,440 1030884557

アメリカ創価学会における異体同心
―二段階の現地化―

川端 亮 2018 9784788515529 ¥2,640 ¥3,520 1030884553

アメリカ創価学会「SGI-USA」の55年 秋庭 裕 2017 9784788515437 ¥2,970 ¥3,960 1030884551

漱石のヒロインたち ―古典から読む― 増田 裕美子 2017 9784788515291 ¥5,280 ¥7,040 1030884543

動物の声、他者の声 ―日本戦後文学の倫理― 村上 克尚 2017 9784788515376 ¥6,105 ¥8,140 1030884558


