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遊びと学びのメディア史 ―錦絵・幻燈・活動写真― 青山 貴子 2019 9784130562270 ¥10,560  ¥26,400  1029502742 

ソ連のコメコン政策と冷戦 ―エネルギー資源問題とグローバル化― 藤澤 潤 2019 9784130261630 ¥13,200  ¥33,000  1029502741 

文化形成史と日本 黒住 真 2019 9784130160391 ¥10,230  ¥25,575  1029502740 

ガーンディーの性とナショナリズム ―「真理の実験」としての独立運動― 間 永次郎 2019 9784130561198 ¥14,520  ¥36,300  1029502739 

寺内正毅関係文書１ 
寺内正毅関係文書
研究会 

2019 9784130262910 ¥19,800  ¥49,500  1029502738 

中世エジプトの土地制度とナイル灌漑 熊倉 和歌子 2019 9784130261609 ¥14,520  ¥36,300  1029502737 

日本の精神科入院の歴史構造 ―社会防衛・治療・社会福祉― 後藤 基行 2019 9784130564014 ¥8,580  ¥21,450  1029342025 

職場における性別ダイバーシティの心理的影響 正木 郁太郎 2019 9784130161213 ¥7,920  ¥19,800  1029342024 

ソーシャルメディアと公共性 ―リスク社会のソーシャル・キャピタル― 遠藤 薫 2018 9784130561136 ¥7,260  ¥18,150  1029502747 

社会が現れるとき 若林 幹夫 2018 9784130501927 ¥6,270  ¥15,675  1029502746 

教育と社会階層 ―ESSM全国調査からみた学歴・学校・格差― 中村 高康 2018 9784130501934 ¥7,260  ¥18,150  1029502745 

解放と暴力 ―植民地支配とアフリカの現在― 小倉 充夫 2018 9784130302104 ¥10,725  ¥26,812  1029502744 

復興と尊厳 ―震災後を生きる南三陸町の軌跡― 内尾 太一 2018 9784130561174 ¥6,270  ¥15,675  1029502743 

刑事訴訟法講義 第6版 池田 修 2018 9784130323888 ¥6,270  ¥17,556  1029342030 

刑法 第4版 木村 光江 2018 9784130323802 ¥5,445  ¥15,246  1029342029 

産業集積地域の構造変化と立地政策 松原 宏 2018 9784130461221 ¥15,180  ¥37,950  1029342028 

比較不能な価値の迷路 
 ―リベラル・デモクラシーの憲法理論―増補新装版 

長谷部 恭男 2018 9784130311915 ¥6,600  ¥16,500  1029342027 

ライフスタイルの社会学 ―データからみる日本社会の多様な格差― 小林 盾 2017 9784130561129 ¥6,270  ¥15,675  1029502750 

医療・介護のための死生学入門 清水 哲郎 2017 9784130120630 ¥4,290  ¥12,012  1029502749 

危機のなかの若者たち 
 ―教育とキャリアに関する5年間の追跡調査― 

乾 彰夫 2017 9784130513371 ¥8,910  ¥22,275  1029502748 

独禁法審判決の法と経済学 ―事例で読み解く日本の競争政策― 岡田 羊祐 2017 9784130402798 ¥8,580  ¥21,450  1029342041 

事業再生と課税 ―コーポレート・ファイナンスと法政策論の日米比較― 長戸 貴之 2017 9784130361507 ¥12,375  ¥30,937  1029342040 

海洋地震学 末広 潔 2017 9784130607629 ¥7,920  ¥19,800  1029342039 

ドイツと東アジア ―一八九〇-一九四五― 田嶋 信雄 2017 9784130210836 ¥23,100  ¥57,750  1029342038 

自治体現場の法適用 ―あいまいな法はいかに実施されるか― 平田 彩子 2017 9784130361514 ¥7,920  ¥19,800  1029342037 

共存在の教育学 ―愛を黙示するハイデガー― 田中 智志 2017 9784130513364 ¥18,150  ¥45,375  1029342036 

世界金融危機後の金融リスクと危機管理 小川 英治 2017 9784130402811 ¥7,920  ¥19,800  1029342035 

2019年2月 
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国家の哲学 ―政治的責務から地球共和国へ― 瀧川 裕英 2017 9784130311892 ¥7,425  ¥18,562  1029342034 

統計学の日本史 ―治国経世への願い― 宮川 公男 2017 9784130430395 ¥4,620  ¥12,936  1029342033 

経済学の基礎 価格理論 竹野 太三 2017 9784130421461 ¥5,280  ¥14,784  1029342032 

要説中国法 高見澤 磨 2017 9784130311908 ¥7,590  ¥21,252  1029342031 

排除と抵抗の郊外 ―フランス<移民>集住地域の形成と変容― 森 千香子 2016 9784130561099 ¥7,590  ¥18,975  1029502755 

就業機会と報酬格差の社会学 ―非正規雇用・社会階層の日韓比較― 有田 伸 2016 9784130501873 ¥5,610  ¥14,025  1029502754 

日本の家族1999-2009 ―全国家族調査<NFRJ>による計量社会学― 稲葉 昭英 2016 9784130501880 ¥8,910  ¥22,275  1029502753 

後期近代と価値意識の変容 ―日本人の意識1973-2008― 太郎丸 博 2016 9784130501897 ¥5,940  ¥14,850  1029502752 

憲法の理性 増補新装版 長谷部 恭男 2016 9784130311861 ¥6,270  ¥15,675  1029342049 

ドイツ都市計画の社会経済史 馬場 哲 2016 9784130461177 ¥19,800  ¥49,500  1029342047 

インタンジブルズ・エコノミー ―無形資産投資と日本の生産性向上― 宮川 努 2016 9784130461184 ¥8,580  ¥21,450  1029342046 

統計学 久保川 達也 2016 9784130629218 ¥4,620  ¥12,936  1029342044 

市場・社会の変容と改革政治 （ガバナンスを問い直す 2） 
東京大学社会科
学研究所 

2016 9784130302081 ¥6,930  ¥17,325  1029342043 

越境する理論のゆくえ （ガバナンスを問い直す 1） 
東京大学社会科
学研究所 

2016 9784130302074 ¥6,600  ¥16,500  1029342042 

支援とケア （震災と市民 2） 似田貝 香門 2015 9784130530231 ¥4,290  ¥12,012  1029502758 

連帯経済とコミュニティ再生 （震災と市民 1） 似田貝 香門 2015 9784130530224 ¥4,290  ¥12,012  1029502757 

大学の条件 ―大衆化と市場化の経済分析― 矢野 眞和 2015 9784130513326 ¥6,270  ¥15,675  1029502756 

社会的共通資本としての森 （Social Common Capital） 宇沢 弘文 2015 9784130302524 ¥8,910  ¥22,275  1029342052 

ユーロ圏危機と世界経済 ―信認回復のための方策とアジアへの影響― 小川 英治 2015 9784130402712 ¥6,435  ¥16,087  1029342051 

門戸開放政策と日本 北岡 伸一 2015 9784130301558 ¥10,560  ¥26,400  1029342050 

シナジー社会論 ―他者とともに生きる― 今田 高俊 2014 9784130501811 ¥6,270  ¥15,675  1029502760 

社会学 第2版 奥井 智之 2014 9784130520256 ¥3,135  ¥8,778  1029502759 

イスラーム知の遺産 柳橋 博之 2014 9784130261463 ¥12,870  ¥32,175  1029342057 

ソブリン危機と福祉国家財政 持田 信樹 2014 9784130461115 ¥9,570  ¥23,925  1029342056 

戦後日独関係史 工藤 章 2014 9784130262606 ¥14,520  ¥36,300  1029342055 

労働市場と景気循環 ―恐慌論批判― 小幡 道昭 2014 9784130461139 ¥10,230  ¥25,575  1029342054 

<持ち場>の希望学 ―釜石と震災、もう一つの記憶― 東大社研 2014 9784130330725 ¥4,620  ¥12,936  1029342053 

2019年2月 
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ミクロ経済学演習 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784130421508  

著編者名 奥野 正寛 発行年 2018 商品コード 1029342026 

奥野正寛編著『ミクロ経済学』の執筆陣によるワークブック。ゲーム理論などの新分野を扱った中級ミクロ問題集。各種試験対策に役
立つ、演習形式での自学自習が可能。改訂版では問題数が倍増し、量的学習が一層充実。学習の進め方も丁寧に説明。 

検証アベノミクス「新三本の矢」 
 ―成長戦略による構造改革への期待と課題― 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784130402842  

著編者名 福田 慎一 発行年 2018 商品コード 1029161093 

アベノミクスの第2ステージが始まって2年半。新たな成長戦略は日本経済の閉塞感を打破し、潜在成長力を高め、持続的成長を実現
することができたのであろうか。強い経済、子育て支援、安心の社会保障の「新三本の矢」を多角的に考察することで、その意義を検
証する。 

厚生経済学と経済政策論の対話 
 ―福祉と権利、競争と規制、制度の設計と選択― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

冊子版ISBN 9784130402835  

著編者名 鈴村 興太郎 発行年 2018 商品コード 1029161092 

理論経済学、社会的選択理論の第一人者である著者が、その成果の大要を対話形式で説く。ポール・サミュエルソンや小宮隆太郎な
どの国際的な著名人との対談から、厚生経済学の理論的な命題の意味と意義を、具体的な政策課題の論脈で例示する。 

中国法制史 

同時1アクセス（本体） ¥6,930 

同時3アクセス（本体） ¥19,404 

冊子版ISBN 9784130323871  

著編者名 寺田 浩明 発行年 2018 商品コード 1029161087 

一元的な全国統治と市場的・契約的な社会を世界史上さきがけて確立した中国は、いかなる法秩序を備えていたのか――社会の一
般的特徴の析出にはじまり、民事・刑事の法と裁判のありかた、さらには近代法の新たなモデルなど、伝統中国法の全体像を西洋と
日本との比較を踏まえ描き尽くす。第一人者が講義の集大成として書き下ろす、待望のスタンダード・テキスト。 

安達峰一郎 
 ―日本の外交官から世界の裁判官へ― 

同時1アクセス（本体） ¥7,425 

同時3アクセス（本体） ¥18,562 

冊子版ISBN 9784130362597  

著編者名 柳原 正治 発行年 2017 商品コード 1029452722 

ポーツマス会議では日本の国益を代弁する外交官として交渉に臨み，国際連盟では日本代表として会議の議長を務め，常設国際司
法裁判所ではアジア人初の長官として正義の実現を目指した，安達峰一郎．知られざる真の国際人にさまざまな角度から光を当てた，
第一級の論者が織り成す初の作品． 

WTO体制下の中国農業・農村問題 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784130461214  

著編者名 田島 俊雄 発行年 2017 商品コード 1029161094 

WTO加盟により国際的制約にとらわれた中国の農業政策はいかに展開されているのか。離農・階層分化により「誰が農業をするか」
「どのように農業をするか」が焦眉の課題となり、新型農業経営体系の構築を模索する中国農業の現状と今後の発展経路を考察する。 

2019年2月 
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帝国日本の外交1894-1922 
 ―なぜ版図は拡大したのか― 

同時1アクセス（本体） ¥12,375 

同時3アクセス（本体） ¥30,937 

冊子版ISBN 9784130362603  

著編者名 佐々木 雄一 発行年 2017 商品コード 1029161088 

日清戦争を機にアジア進出の道を歩み始めた日本。その版図は、いかなる動機や勢力、前提のもと、どのような過程で拡大したのか？
――日清戦争からワシントン会議閉幕まで、帝国拡大の原因とメカニズムを政治指導者や外交当局の構想・論理・決定に焦点を当て大
胆に解き明かし、近代日本の外交と対外政策の真相を浮き彫りにする。 

世界金融危機と金利・為替 
 ―通貨・金融への影響と評価手法の再構築― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784130402743  

著編者名 小川 英治 発行年 2016 商品コード 1029342048 

世界金融危機以降の各国中央銀行による量的金融緩和政策は、金融・外国為替市場において国際的に大きな混乱を引き起こすリスク
をはらんでいる。金利・為替動向を構造的に解明し、金融危機後の市場の安定に貢献しうる新しい金利・為替評価手法の開発の可能性
を探る。 

国際経済学のフロンティア 
 ―グローバリゼーションの拡大と対外経済政策― 

同時1アクセス（本体） ¥14,025 

同時3アクセス（本体） ¥35,062 

冊子版ISBN 9784130402767  

著編者名 木村 福成 発行年 2016 商品コード 1029342045 

国際経済学の先端的な研究に関して、主に国際貿易論を対象としてさまざまなトピックを取り上げる。「新新貿易理論」に代表される新し
い理論の形成と発展をはじめとして、国際貿易の新潮流、多国籍企業の経済活動、貿易障壁と貿易政策を体系的に解説する。 

プロ野球「熱狂」の経営科学 
 ―ファン心理とスポーツビジネス― 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥20,625 

冊子版ISBN 9784130402774  

著編者名 水野 誠 発行年 2016 商品コード 1029161091 

プロ野球を題材に、データに基づく経営科学を消費者行動、社会心理学、経営組織論、財務会計論といったさまざまな学問分野から解
説する。価値を見きわめるマーケティング、ファンがチームを応援する心理的メカニズム、選手に対する人的資源管理など、「熱狂」を支
えるあらゆる要素をサイエンスの力で分析する。 

日本経済 
 ―社会的共通資本と持続的発展― 

同時1アクセス（本体） ¥11,550 

同時3アクセス（本体） ¥28,875 

冊子版ISBN 9784130402675  

著編者名 間宮 陽介 発行年 2014 商品コード 1029161090 

資本主義のあり方が問われる今日、持続可能な経済社会の構築とはいかなるものか。社会的共通資本の概念は、その問いかけに重要
な指針を与える。日本経済を中心とした、環境社会、都市とまちづくりなどの分野から、わが国のあるべき姿を考察する。 

日本経済 
 ―変革期の金融と企業行動― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784130402668  

著編者名 堀内 昭義 発行年 2014 商品コード 1029161089 

「失われた20 年」は、日本の金融、企業セクターが旧来のシステムからの脱却を模索した変革期であり、停滞一色ではないダイナミズム
を内包していた。この四半世紀の日本経済を対象として、企業の経営戦略、設備投資などの企業行動、財政、金融政策について考察す
る。 

法学講義 
同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥14,784 

冊子版ISBN 9784130323710  

著編者名 笹倉 秀夫 発行年 2014 商品コード 1029161086 

法学を学び始める初学者に最適な、好評講義にもとづく待望の入門書。実際の判決の分かりやすい解説をつうじて法解釈の醍醐味に
触れるとともに、法の歴史、西洋法と日本法の比較、法と正義・道徳の関係など、さまざまな視座から法の世界の魅力に迫る。 

2019年2月 



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。 

2 0 1 8年配信タイトル  
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社会主義体制下の上海経済  
―計画経済と公有化のインパクト― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784130461245  

著編者名 加島 潤 発行年 2018 商品コード 1026634622 

1950年代に形成された中国の社会主義体制は、その後の発展過程にどのような歴史的意義をもったか。計画経済期（1949-78年）におけ
る、工業化は促進されるもののきわめて特異な実態を明らかにすることによって、1978年改革開放政策をへて急速に経済大国へと成長す
るメカニズムに迫る。 

「日韓連帯運動」の時代 ―1970-80年代のトラン

スナショナルな公共圏とメディア― 

同時1アクセス（本体） ¥9,405 

同時3アクセス（本体） ¥23,512 

冊子版ISBN 9784130561150  

著編者名 李 美淑 発行年 2018 商品コード 1026888907 

1970～80年代の韓国は独裁政権による弾圧に抗して、民主化運動が沸き起こっていた。植民地支配の歴史もまだ生々しい当時、隣国の
この状況に対して、日本の市民たちはどのように反応したのか。両国市民の国境を越えたネットワークと連帯の姿を鮮やかに描き出す。 

政権交代の政治力学  
―イギリス労働党の軌跡, 1994-2010― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

冊子版ISBN 9784130362672  

著編者名 今井 貴子 発行年 2018 商品コード 1026888911 

サッチャーの登場により不可能とみられていたイギリス労働党の政権奪還は、いかにして成し遂げられ、13年に及ぶ政権運営はいかなるものだったのか？
――党首二代にわたる立て直しを経て、党首に就任したトニー・ブレアのもと抜本的な改革を経て政権交代を実現し、長期政権を築いたのち総選挙に敗退す
る労働党の軌跡を辿る。今日まで続く功績と負の遺産の解明を通じて、現代における政権交代の意義と教訓を提示した待望の書。 

沖縄米軍基地と日米安保  
―基地固定化の起源1945-1953― 

同時1アクセス（本体） ¥9,075 

同時3アクセス（本体） ¥22,687 

冊子版ISBN 9784130362665  

著編者名 池宮城 陽子 発行年 2018 商品コード 1026888910 

日本にいまだ大きな影を落とす沖縄米軍基地は、なぜ、いかなる経緯を経て固定化されたのか？――1945年の終戦から1953年のアメリカによる施政権行使
の継続決定まで、日米両国の構想と交渉の模様を膨大な資料を通じて詳細に描き、問題の構図を浮き彫りにする。現在まで続く未解決の困難に向き合うた
め改めて過去を検証し、真相を解き明かした意欲作。 

完全性定理とモデル理論  
（ゲーデルと20世紀の論理学 (ロジック) 2） 

同時1アクセス（本体） ¥11,704 

同時3アクセス（本体） ¥17,556 

冊子版ISBN 9784130640961  
著編者名 田中 一之 発行年 2006 商品コード 1026901592 

完全性定理――ゲーデルが学位論文で証明したこの重要定理を今日の形で述べるためには，モデル理論（意味論）の整備が必要であっ
た．本書では，その数学的構造と言語の哲学的分析という二つの面から，それぞれのエキスパートがていねいに解説する． 

近世フランスの法と身体  
―教区の女たちが産婆を選ぶ― 

同時1アクセス（本体） ¥15,510 

同時3アクセス（本体） ¥38,775 

冊子版ISBN 9784130261579  

著編者名 長谷川 まゆ帆 発行年 2018 商品コード 1026888906 

18世紀フランスのアルザス南部で起きた助産婦の選任をめぐる教区の女たちの紛争事件をめぐって、この事件の歴史的な意味を考察す
る。この解明に向けた重層的かつ実証的な探査が、近世フランスの法と身体をミクロヒストリーから照らし出す。著者のフランス史研究の
集大成。 

研究開発機能の空間的分業  
―日系化学企業の組織・立地再編とグローバル化― 

同時1アクセス（本体） ¥10,890 

同時3アクセス（本体） ¥27,225 

冊子版ISBN 9784130461252  

著編者名 鎌倉 夏来 発行年 2018 商品コード 1026888909 

日系化学企業を対象に、研究開発の組織、立地、知識フローのグローバルな動態を明らかにし、分業がどのような論理に基づき成り立っ
ているのかを考察する。イノベーションを活発に起こしていく上で、国内外でいかなる空間的分業が望ましいのかを解き明かす。 

町並み保存運動の論理と帰結  
―小樽運河問題の社会学的分析― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784130561143  

著編者名 堀川 三郎 発行年 2018 商品コード 1026888908 

日本における歴史的景観保存運動のさきがけとなった小樽運河。当事者たちの語りを丹念に追いつつ、開発がある種の必然でもあった都市の社会史、住民
たちの語りが共同性を得てゆくプロセス、今日に至る観光都市化のアンビバレンツをも複層的に見つめ、町並み保存の「意味」を問う。著者による33年間の
フィールドワークが結実した、圧倒的なモノグラフ。 

2019年2月 



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。 

各タイトルのラインナップは次ページ以降をご覧ください。 

東京大学出版会セレクション 

同時1アクセス（本体） ￥1,046,700 
同時3アクセス（本体） ￥1,566,600 

110点揃価格 

究極の参考書「知の技法」ほか 
売れ筋ベストセラーの上位タイトルからさらに続々追加！ 

教科書タイトルも多数！充実の内容です！ 

2019年2月 
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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。 

冊子版ISBN 9784130033053 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥6,930 

商品コード 1026901565 

小林 康夫・船曳 建夫 編 

カリキュラム改革が進む東大教養学部で、 
９３年度から文系１年生の必修科目として開設
されたゼミ形式の「基礎演習」のテキスト。 
最先端の学問の魅力を紹介し、論文の書き方・
口頭発表の仕方・資料の集め方等を収めた 
「究極の参考書」。発行年：1994年 

冊子版ISBN 9784130022026 

同時1アクセス(本体) ¥5,544 

同時3アクセス(本体) ¥8,316 

商品コード 1025735698 

有賀 弘 著 発行年：1994年 

政治 -個人と統合- 第2版 

冊子版ISBN 9784130120289 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1025735702 

末永 俊郎 著 発行年：1998年 

現代社会心理学 

冊子版ISBN 9784130420600 

同時1アクセス(本体) ¥7,392 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

商品コード 1025735730 

中村 隆英 著 発行年：1984年 

統計入門 

冊子版ISBN 9784130620017 

同時1アクセス(本体) ¥5,852  

同時3アクセス(本体) ¥8,778  

商品コード 1026901584 

齋藤 正彦 著 発行年：1966年 

基礎数学1 線型代数入門 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル ★教科書タイトル 

★教科書タイトル ★教科書タイトル 

※数学関連のページでもシリーズの紹介をしております！ 
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大 人 気 ロ ン グ セ ラ ー  

2019年2月 



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 
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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 

知識基盤社会と大学の挑戦 佐々木 毅 2006  9784130033251 ¥7,700 ¥11,550 1026901566 

教育研究のメソドロジー 
秋田 喜代美 
恒吉 僚子 
佐藤 学 編 

2005  9784130520768 ¥8,624 ¥12,936 1026901582 

教育臨床心理学 ―愛・いやし・人権そして恢復― 
 

横湯 園子 2002 9784130520751 ¥8,932 ¥13,398 1025735740 

教育行政学 平原 春好 1993 9784130520713 ¥8,624 ¥12,936 1025735739 

冊子版ISBN 9784130513104 

同時1アクセス(本体) ¥8,008 

同時3アクセス(本体) ¥12,012 

商品コード 1025735737 

西平 直 著  発行年：2005年 

教育人間学のために 

教育の底にひそむ、こたえに窮す
る問い。教育は幸せを目指す営み
か?人は人を理解できるのか?体験
から学ぶとは、どういうことか。  

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130821179 

同時1アクセス(本体) ¥9,856 

同時3アクセス(本体) ¥14,784 

商品コード 1025735779 

Piazza [Text only] 
 ―東京大学イタリア語教材― 

東京大学イタリア語教材編集委員会 著 
発行年：2004年 
ダンテの「地獄篇」、ルネサンス宮廷の料理書、
『ニュー・シネマ・パラダイス』、カルヴィーノ、
エーコ、サーバなど―25篇の魅力的なテクストを
収録。  

★教科書タイトル 
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教 育 関 連  

語 学 ・ 言 語 学 関 連  

冊子版ISBN 9784130100946  

同時1アクセス(本体) ¥12,936 

同時3アクセス(本体) ¥19,404 

商品コード 1025735700 

記号の知/メディアの知 
 ―日常生活批判のためのレッスン― 

石田 英敬 著 
発行年：2003年 
テレビ、広告、写真、建築、サイバースペース…。
さまざまなメディアを通してつくりだされる世界の
意味とは何か？ 私たちの身のまわりにみられる意
味のメカニズムを解き明かし、それらを相対化する
批判力の獲得を提唱。 

2019年2月 



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 
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● 表示価格は税抜きです。 

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 

線型代数入門（基礎数学1） 齋藤 正彦 1966  9784130620017 ¥5,852 ¥8,778 1026901584 

解析入門 1 （基礎数学 2） 杉浦 光夫 1980 9784130620055 ¥8,624 ¥12,936 1025735745 

解析入門 2 （基礎数学 3） 杉浦 光夫 1985 9784130620062 ¥10,472 ¥15,708 1025735746 

線型代数演習 （基礎数学 4） 斎藤 正彦 1985 9784130620253 ¥7,392 ¥11,088 1025735747 

多様体の基礎 （基礎数学 5） 松本 幸夫 1988 9784130621038 ¥9,856 ¥14,784 1025735751 

微分方程式入門 （基礎数学 6） 高橋 陽一郎 1988 9784130621045 ¥8,008 ¥12,012 1025735752 

解析演習 （基礎数学 7） 杉浦 光夫 1989 9784130621052 ¥8,932 ¥13,398 1025735753 

複素解析（基礎数学8） 高橋 礼司 1990  9784130621069 ¥8,008 ¥12,012 1026901585 

偏微分方程式入門 （基礎数学 12） 金子 晃 1998 9784130629034 ¥10,472 ¥15,708 1025735764 

数学の基礎 ―集合・数・位相―（基礎数学 14） 
 

斎藤 正彦 2002 9784130629096 ¥8,624 ¥12,936 1025735765 

10冊揃価格 

同時1アクセス(本体) ¥86,240 

同時3アクセス(本体) ¥129,360 

東京大学出版会 基礎数学シリーズ 
1966年の刊行から各タイトルとも現在まで幅広く教科書として利用されている人気シリーズです！ 

追加タイトルも予定中です！ 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130420648 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1025735731 

芝 祐順 著  発行年：1990年 

行動科学における統計解析法 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130613071 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1025735744 

杉原 厚吉 著  発行年：2006年 

形と動きの数理  
―工学の道具としての幾何学― 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 
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数 学 関 連  

2019年2月 



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 
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● 表示価格は税抜きです。 

大学数学の入門シリーズ 
本書は代数学・幾何学への導入部分をわかりやすく解説することを目的として刊行され、 

現在まで幅広く教科書として利用されている人気シリーズです！ 追加タイトルも予定中です！ 

★教科書タイトル 

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 

代数学Ⅰ 群と環 桂 利行 2004 9784130629515 ¥4,928 ¥7,392 1025735766 

代数学Ⅱ 環上の加群 桂 利行 2007  9784130629522 ¥7,392 ¥11,088 1026901590 

代数学Ⅲ 体とガロア理論  桂 利行 2005 9784130629539 ¥7,392 ¥11,088 1025735767 

幾何学Ⅰ 多様体入門 坪井 俊 2005 9784130629546 ¥8,008 ¥12,012 1025735768 

4冊揃価格 

同時1アクセス(本体) ¥27,720 

同時3アクセス(本体) ¥41,580 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

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 

物理学序論としての力学（基礎物理学 1） 藤原 邦男 1984 9784130620710 ¥7,392 ¥11,088 1025735748 

熱学 （基礎物理学 2） 小出 昭一郎 1980 9784130620727 ¥8,624 ¥12,936 1025735749 

電磁気学 （基礎物理学 3） 加藤 正昭 1987 9784130620734 ¥7,392 ¥11,088 1025735750 

基礎物理学シリーズ 
本書は基礎物理学をわかりやすく解説することを目的として刊行され、 
現在まで幅広く教科書として利用されている人気シリーズです！ 

★教科書タイトル 

3冊揃価格 
同時1アクセス(本体) ¥23,408 

同時3アクセス(本体) ¥35,112 

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 

光の物理 ―光はなぜ屈折、反射、散乱するのか― 
 

小林 浩一 2002 9784130626057 ¥9,856 ¥14,784 1025735757 

振動と波動 吉岡 大二郎 2005 9784130626071 ¥7,700 ¥11,550 1025735758 

素粒子の物理 相原 博昭 2006 9784130626088 ¥8,316 ¥12,474 1025735759 

流体力学の数値計算法 藤井 孝蔵 1994 9784130628020 ¥13,552 ¥20,328 1025735761 

人気教科書タイトルも配信！ 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 
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物 理 学 関 連  

2019年2月 
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機 械 工 学 関 連  

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 

航空機力学入門 加藤 寛一郎 1982 9784130610438 ¥11,704 ¥17,556 1025735743 

機械振動学 保坂 寛 2005 9784130628105 ¥8,624 ¥12,936 1025735762 

真空技術 第3版（物理工学実験 4） 堀越 源一 1994 9784130630443 ¥8,624 ¥12,936 1025735769 

機械設計 基本原理からマイクロマシンまで 
 

中島 尚正 1993  9784130628235 ¥9,856 ¥14,784 1026901587  

伝熱工学 庄司  正弘 1995  9784130628266 ¥9,856 ¥14,784 1026901588 

新版 エネルギー変換 
斎藤 孝基・飛原 
英治・畔津 昭彦 

2006  9784130628273 ¥11,088 ¥16,632 1026901589 

機械製作法通論 上 （東京大学基礎工学双書） 
 

千々岩 健児 1982 9784130650342 ¥7,700 ¥11,550 1025735772 

機械製作法通論 下（東京大学基礎工学双書） 
 

千々岩 健児・長
尾 高明・木内 
学・畑村 洋太郎 

1982  9784130650359 ¥9,240 ¥13,860 1026901595 

人気の教科書タイトルが電子化！ 
基本図書としてのコレクションにおすすめです！ 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 
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2019年2月 



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。 

冊子版ISBN 9784130625029 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

商品コード 1025735755 

原田 義也 著  発行年：2004年 

★教科書タイトル 有機化学の基礎  
（生命科学のための有機化学 1） 

冊子版ISBN 9784130627115 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

商品コード 1025735760 

池谷 仙之 著  発行年：2004年 

★教科書タイトル 地球生物学  
―地球と生命の進化― 

冊子版ISBN 9784130721011 

同時1アクセス(本体) ¥16,632 

同時3アクセス(本体) ¥24,948 

商品コード 1025735773 

鵜飼 保雄 著  発行年：2003年 

★教科書タイトル 植物育種学 
 ―交雑から遺伝子組換えまで― 

冊子版ISBN 9784130730501 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1025735774 

佐藤 衆介 著  発行年：2005年 

★教科書タイトル アニマルウェルフェア  
―動物の幸せについての科学と倫理― 

冊子版ISBN 9784130625036 

同時1アクセス(本体) ¥9,856 

同時3アクセス(本体) ¥14,784 

商品コード 1025735756 

原田 義也 著  発行年：2004年 

★教科書タイトル 生化学の基礎  
（生命科学のための有機化学 2） 

冊子版ISBN 9784130628082 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1026901586 

足立 芳寛・松野 泰也・ 
醍醐 市朗 著  発行年：2004年 

★教科書タイトル 環境システム工学 

13 

自 然 科 学 関 連  

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 

風景のなかの環境哲学 桑子 敏雄 2005 9784130130240 ¥8,624 ¥12,936 1025735709 

専門知と公共性 ―科学技術社会論の構築へ向けて― 藤垣 裕子 2003 9784130603027 ¥10,472 ¥15,708 1025735741 

総観気象学入門 = An introduction to synoptic-
dynamic meteorology 

小倉 義光 2000 9784130607322 ¥12,320 ¥18,480 1025735742 

群集生態学 宮下 直 2003 9784130622110 ¥9,856 ¥14,784 1025735754 

地圏の水環境科学 登坂 博行 2006 9784130628129 ¥14,784 ¥22,176 1025735763 

文化の自然誌 煎本 孝 1996 9784130633116 ¥8,008 ¥12,012 1025735770 

変わる植物学広がる植物学 ―モデル植物の誕生― 塚谷 裕一 2006 9784130633277 ¥7,392 ¥11,088 1025735771 

科学技術社会論の技法 藤垣 裕子 編 2005  9784130032049 ¥8,624 ¥12,936 1026901564 

里山の環境学 
武内 和彦・ 
鷲谷 いづみ・ 
恒川 篤史 編 

2001  9784130603010 ¥8,624 ¥12,936 1026901583 

蘇るコウノトリ 菊地 直樹 2006  9784130633260 ¥8,624 ¥12,936 1026901591 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

2019年2月 



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 
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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。 

冊子版ISBN 9784130320207 

同時1アクセス(本体) ¥16,016 

同時3アクセス(本体) ¥24,024 

商品コード 1025735715 

福田 歓一 著  発行年：1985年 

★教科書タイトル 政治学史 

冊子版ISBN 9784130421164 

同時1アクセス(本体) ¥8,008 

同時3アクセス(本体) ¥12,012 

商品コード 1026901579 

貝塚 啓明 著  発行年：2003年 

★教科書タイトル 財政学 第３版 

冊子版ISBN 9784130341318 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

商品コード 1025735721 

小林 良彰 著  発行年：2000年 

★教科書タイトル 選挙・投票行動  
（社会科学の理論とモデル 1） 

冊子版ISBN 9784130320382 

同時1アクセス(本体) ¥7,392 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

商品コード 1025735718 

新藤 宗幸 著  発行年：2006年 

★教科書タイトル 

概説日本の地方自治 第2版 

冊子版ISBN 9784130022033 

同時1アクセス(本体) ¥7,392 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

商品コード 1025735699 

入江 昭 著  発行年：2000年 

★教科書タイトル 二十世紀の戦争と平和 増補版 

国際関係とは究極的には個々の人間レベルの営みであるという観点から、
１９世紀以来世に問われてきた戦争観・平和観の系譜をたどる。 
１９８０年代以降の世界の動きについて追加した８６年刊の増補版。 

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 

日本政治思想史研究 新装版 丸山 真男 1983 9784130300056 ¥11,088 ¥16,632 1025735712 

国際関係論 第2版 衛藤 瀋吉 1989 9784130320238 ¥8,624 ¥12,936 1025735716 

国際関係学 百瀬 宏 1993 9784130320313 ¥7,392 ¥11,088 1025735717 

官庁セクショナリズム （行政学叢書 1） 今村 都南雄 2006 9784130342315 ¥8,008 ¥12,012 1025735722 

財政投融資 （行政学叢書 2） 新藤 宗幸 2006 9784130342322 ¥8,008 ¥12,012 1025735723 

ヨーロッパの政治 篠原 一 1986  9784130320214 ¥9,856 ¥14,784 1026901575 

官のシステム 大森 彌 2006  9784130342346 ¥8,008 ¥12,012 1026901576 

現代日本の農政改革 生源寺 眞一 2006  9784130711050 ¥15,400 ¥23,100 1026901596 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 
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政 治 ・ 国 際 問 題 関 連  
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● 表示価格は税抜きです。 

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 

法という企て 井上 達夫 2003 9784130311731 ¥12,936 ¥19,404 1025735714 

法學 新版 山田 晟 1964 9784130320511 ¥7,700 ¥11,550 1025735719 

生活民法入門 ―暮らしを支える法― 大村 敦志 2003 9784130323277 ¥9,856 ¥14,784 1025735720 

英米法総論 上 （英米法叢書 ） 田中 英夫 1980  9784130350518 ¥10,780 ¥16,170 1026901577 

英米法総論 下 （英米法叢書 ） 田中 英夫 1980 9784130350525 ¥11,704 ¥17,556 1025735724 

現代アメリカの司法 浅香 吉幹 1999 9784130361149 ¥11,704 ¥17,556 1025735725 

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 

経済地理学 ―立地・地域・都市の理論― 松原 宏 2006 9784130402262 ¥14,784 ¥22,176 1025735726 

経済原論講義 山口 重克 1985 9784130420235 ¥8,008 ¥12,012 1025735728 

経済統計入門 第2版 中村 隆英 1992 9784130420808 ¥9,240 ¥13,860 1025735732 

日本資本主義百年の歩み  
―安政の開国から戦後改革まで― 

大石 嘉一郎 2005 9784130421218 ¥8,008 ¥12,012 1025735733 

現代ドイツ経済の歴史 古内 博行 2007 9784130421263 ¥11,704 ¥17,556 1025735734 

冊子版ISBN 9784130420396 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1025735729 

石井 寛治 著  発行年：1991年 

日本経済史 第2版 

講座派の立場からの日本経済史
が簡潔にまとめられており、底
本としておすすめ。 
これ一冊で大丈夫！ 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130421096 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1026901578 

大河内 暁男 著  発行年：2001年 

経営史講義 第2版 

現在の企業経営と生産体制の成立経緯、
企業経営の発展傾向と、それが内包す
る問題に焦点を当て、英米を中心にし
た企業経営行動の歴史を概観する。戦
後から現在までの問題状況を踏まえ加
筆した、91年刊の第2版。 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

法律関連  
教科書タイトル多数！ 

★教科書タイトル 
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経 済 ・ 経 営 ・ 法 律 関 連  
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● 表示価格は税抜きです。 

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 

西洋古代史料集 第2版 古山 正人 2002 9784130220187 ¥8,008 ¥12,012 1025735711 

ユーゴ内戦 ―政治リーダーと民族主義― 月村 太郎 2006 9784130301404 ¥11,704 ¥17,556 1025735713 

仏教入門 高崎 直道 1983  9784130130110 ¥7,392 ¥11,088 1026901571 

考古学入門 鈴木 公雄 1988  9784130220514 ¥6,776 ¥10,164 1026901572 

中世ヨーロッパを生きる 
甚野 尚志・ 
堀越 宏一 編 

2004  9784130230513 ¥8,624 ¥12,936 1026901573 

草の根のファシズム 吉見 義明 1987  9784130250719 ¥7,392 ¥11,088 1026901574 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

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 

日本の貧困研究 橘木 俊詔 2006 9784130402279 ¥9,856 ¥14,784 1025735727 

学歴と格差・不平等 ―成熟する日本型学歴社会― 吉川 徹 2006 9784130501668 ¥8,008 ¥12,012 1025735736 

若者と仕事 ―「学校経由の就職」を超えて― 本田 由紀 2005 9784130513111 ¥11,704 ¥17,556 1025735738 

変化する社会の不平等 
白波瀬 佐和子 
編 

2006  9784130511247 ¥7,700 ¥11,550 1026901580 

國文學概説 阿部 秋生 1959 9784130820301 ¥8,624 ¥12,936 1025735777 

中国文学序説 前野 直彬 1982 9784130820387 ¥9,856 ¥14,784 1025735778 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 
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歴 史 ・ 宗 教 関 連  

社 会 学 ・ 美 術 ・ 文 学 関 連  

2019年2月 
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● 表示価格は税抜きです。 

冊子版ISBN 9784130120524 

同時1アクセス(本体) ¥8,008 

同時3アクセス(本体) ¥12,012 

商品コード 1025735706 

山本 巍 著  発行年：1993年 

哲学 ―原典資料集― 

古代哲学から現代哲学まで、主要な
原典の主要な箇所を抜粋して翻訳し
た実践的な資料集。大学の教養課程
の学生のためのテキストとしてだけ
でなく、一般の読者にも楽しみなが
ら読めるようになっている。 

★教科書タイトル 

冊子版ISBN 9784130120531 

同時1アクセス(本体) ¥8,008 

同時3アクセス(本体) ¥12,012 

商品コード 1025735707 

野矢 茂樹 著  発行年：1994年 

論理学 

初心者の素朴な疑問と驚きに満ちた、
ずぶの素人のための現代論理学への初
めの一歩。現代論理学という不思議の
国への、ちょっとハードな観光旅行の
ような1冊。読者に問いかけ、読者に
答える問答形式。 

★教科書タイトル 

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 

ヨーロッパ社会思想史 = A history of European social 
thought 

山脇 直司 1992 9784130120517 ¥6,776 ¥10,164 1025735705 

自分で考えてみる哲学 
ブレンダン・
ウィルソン 

2004 9784130130233 ¥7,392 ¥11,088 1025735708 

「きめ方」の論理 ―社会的決定理論への招待― 
 

佐伯 胖 1980 9784130430173 ¥7,700 ¥11,550 1025735735 

インド思想史 
早島 鏡正・ 
高崎 直道・ 
前田 専学・原 実 

1982  9784130120159 ¥11,088 ¥16,632 1026901567 

ゲーデルと20世紀の論理学２ 田中 一之 編 2006  9784130640961 ¥11,704 ¥17,556 1026901592 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 
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哲 学 ・ 思 想 関 連  

2019年2月 
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● 表示価格は税抜きです。 

冊子版ISBN 9784130120456 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1025735704 

佐治 守夫 著  発行年：2007年 

★教科書タイトル 

カウンセリングを学ぶ  
―理論・体験・実習―第2版） 

冊子版ISBN 9784130120272 

同時1アクセス(本体) ¥8,624 

同時3アクセス(本体) ¥12,936 

商品コード 1026901568 

無藤 隆・高橋 恵子・田島 信元 編  
発行年：1990年 

★教科書タイトル 

発達心理学入門Ⅱ 青年･成人･老人 

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 

信頼の構造 ―こころと社会の進化ゲーム― 山岸 俊男 1998 9784130111089 ¥9,856 ¥14,784 1025735701 

臨床心理学の倫理をまなぶ 金沢 吉展 2006 9784130120449 ¥9,856 ¥14,784 1025735703 

からだ 新装版 ―認識の原点― 
（コレクション認知科学 7） 

佐々木 正人 2008 9784130151573 ¥7,392 ¥11,088 1025735710 

子どもの社会的発達 
井上 健治・久
保 ゆかり 編 

1997  9784130120319 ¥8,624 ¥12,936 1026901569 

家族臨床心理学 子どもの問題を家族で解決する 
 

亀口 憲治 2000  9784130120333 ¥10,472 ¥15,708 1026901570 

教育心理学Ⅱ 発達と臨床援助の心理学 
 

下山 晴彦 編 1998  9784130520744 ¥8,932 ¥13,398 1026901581 

冊子版ISBN 9784130642422 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

商品コード 1026901593 

高井 義美・秋山 徹 編  
発行年：2006年 

★教科書タイトル がん研究のいま2  
  がん細胞の生物学 

冊子版ISBN 9784130642446 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

商品コード 1026901594 

田島 和雄・古野 純典 編 
発行年：2006年 

★教科書タイトル がん研究のいま4 
    がんの疫学 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

★教科書タイトル 

その他人気のタイトルも今後電子化予定！ 
ご期待ください！ 
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心 理 学 ・ 医 学 関 連  

2019年2月 
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● 表示価格は税抜きです。 

科学・技術と社会倫理 
―その統合的思考を探る― 

同時1アクセス（本体） ¥7,975 

同時3アクセス（本体） ¥11,962 

冊子版ISBN 9784130011006  

著編者名 山脇 直司 発行年 2015 商品コード 1017522727 

科学と科学者のあり方は？ 科学では答えることのできないトランス・サイエンスとしての倫理・公共哲学
的課題にどのように取り組むか？ 今後の教養教育をいかにすべきか？ 3・11後の原発事故によって科
学・技術と社会倫理に突き付けられた課題を統合的に考察する。 

有機分子の分子間力 
―Ab initio分子軌道法による分子間相互作用エネル
ギーの解析― 

同時1アクセス（本体） ¥12,936 

同時3アクセス（本体） ¥19,404 

冊子版ISBN 9784130625104  

著編者名 都築 誠二 発行年 2015 商品コード 1017972986 

Ab initio分子軌道法を用いて分子間相互作用を解析できるように、分子間力と分子間相互作用エネル
ギーの計算方法について順序立てて説明する。分子シミュレーション研究会会誌『アンサンブル』連載を加
筆し再構成。 

レジリエンスは身につけられるか 
―個人差に応じた心のサポートのために― 

同時1アクセス（本体） ¥14,784 

同時3アクセス（本体） ¥22,176 

冊子版ISBN 9784130161206  

著編者名 平野 真理 発行年 2015 商品コード 1019023614 

資質的にレジリエンス要因の少ない人は、どのようにレジリエンスを高められるか。レジリエンスの生得
性・後天性を概念的に分けて考えることで、より細やかな臨床心理学的援助の方向性を見出す。 

論文ゼミナール 

同時1アクセス（本体） ¥7,084 

同時3アクセス（本体） ¥10,626 

冊子版ISBN 9784130032087  

著編者名 佐々木 健一 発行年 2014 商品コード 1016972033 

論文とはどういう文章か？ 論文のモラルとは？ 主題の見つけ方、設計と構築の仕方は？ 論文を書く
こと＝技術（アート）として捉えて、この創造的な仕事の基本姿勢から実践方法までを懇切に解説する。卒
論や学術論文の本格的な作法を身につけ、知の基礎能力を高められる一冊。 

生命科学のための基礎化学 

同時1アクセス（本体） ¥10,472 

同時3アクセス（本体） ¥15,708 

冊子版ISBN 9784130625081  

著編者名 原田 義也 発行年 2014 商品コード 1016972047 

大学入学まで化学を学習してこなかった学生、化学を学ぶすべての読者を対象として、化学の基礎を丁寧
にわかりやすく解説。好評を博したテキスト『生命科学のための有機化学I・II』の姉妹編でもあり、コラムに
は生命科学に関連する話題を豊富にとりあげた。 
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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。 

政治参加と民主政治  
（シリーズ日本の政治 4） 

同時1アクセス（本体） ¥8,624 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784130321242  

著編者名 山田 真裕 発行年 2016 商品コード 1020782037 

日本人の政治参加にはいかなる特徴があり、日本の民主政治に何をもたらしているのか。政治参加と
社会運動、行動論と政治過程論・政治体制論や制度論、量的研究と質的研究、実証研究と規範理論
の統合的な視点を提起する。 

全国政治の始動 
―帝国議会開設後の明治国家― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

冊子版ISBN 9784130262439  

著編者名 前田 亮介 発行年 2016 商品コード 1023891885 

帝国議会の開設により誕生した全国規模の利益調整をおこなう政治システムを「全国政治」と名づけ、
国家レベルの脱封建化過程としての全国政治の始動と安定を、近代日本の国民国家形成に不可欠の
階梯とする視座を提供する。 

戦後民主主義をどう生きるか 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784130033398  

著編者名 三谷 太一郎 発行年 2016 商品コード 1023891897 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。歴史上の日本の民主主義は、すべ
て何らかの「戦後民主主義」であった-。戦後70年を経てあらためて「戦後」の意味を問い、現代史の深
みから日本の民主主義における個人の生き方について考える。 

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 

議院内閣制 （シリーズ日本の政治 1） 川人 貞史 2015 9784130321211 ¥8,624 ¥12,936 1018194036 

政党システムと政党組織 （シリーズ日本の政治 6） 待鳥 聡史 2015 9784130321266 ¥8,624 ¥12,936 1018194037 

立法と権力分立 （シリーズ日本の政治 7） 増山 幹高 2015 9784130321273 ¥8,624 ¥12,936 1020782038 

政治とマスメディア （シリーズ日本の政治 10） 谷口 将紀 2015 9784130321303 ¥8,624 ¥12,936 1020782039 

頼山陽の思想 ―日本における政治学の誕生― 濱野 靖一郎 2014 9784130362511 ¥18,700 ¥28,050 1016480083 

市民を雇わない国家 ―日本が公務員の少ない国へと至った道― 前田 健太郎 2014 9784130301602 ¥15,950 ¥23,925 1018853744 

戦後中国の憲政実施と言論の自由1945-49 中村 元哉 2004 9784130261234 ¥11,220 ¥14,960 1008060915 

戦後政党の発想と文脈 松下 圭一 2004 9784130301312 ¥6,270 ¥8,360 1008060927 

現代日本の選挙政治 ―選挙制度改革を検証する― 谷口 将紀 2004 9784130362184 ¥6,600 ¥8,800 1008060944 

中国の対外戦略 岡部 達味 2002 9784130301275 ¥7,590 ¥10,120 1008060926 

カナダ連邦政治 ―多様性と統一への模索― 加藤 普章 2002 9784130362078 ¥8,910 ¥11,880 1008060941 

戦後フランス政治の実験 ―第四共和制と「組織政党」1944-1952年― 中山 洋平 2002 9784130362085 ¥12,870 ¥17,160 1008060942 

近代個人主義と憲法学 ―公私二元論の限界― 中山 道子 2000 9784130361156 ¥8,580 ¥11,440 1008060937 
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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。 

イノベーション・マネジメント 
―プロセス・組織の構造化から考える― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥22,176 

冊子版ISBN 9784130421430  

著編者名 野城 智也 発行年 2016 商品コード 1023891886 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。マネジメントの観点から、イノベー
ションのさまざまな類型・アプローチを記述。日本のイノベーションの問題点を示し、それを克服するた
めの戦略を提言する。東京大学技術経営戦略学専攻の講義をベースに書籍化。 

金融経済学 

同時1アクセス（本体） ¥10,395 

同時3アクセス（本体） ¥25,987 

冊子版ISBN 9784130402781  

著編者名 清水 克俊 発行年 2016 商品コード 1023891901 

日本の金融資本市場の実態をふまえた金融経済学のテキスト。コーポレート・ファイナンスからデリバ
ティブ、金融政策まで、金融理論の基礎を解説。MBAコースや金融実務に携わる人にも配慮した工夫
を盛り込む。 

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 

明治維新期の貨幣経済 小林 延人 2015 9784130262392 ¥15,400 ¥23,100 1018194035 

資本主義日本の歴史構造 石井 寛治 2015 9784130402705 ¥14,300 ¥21,450 1018683850 

国際経済法 松下 満雄 2015 9784130323758 ¥27,104 ¥40,656 1018853745 

国際租税法 第3版 増井 良啓 2015 9784130323789 ¥9,856 ¥14,784 1020782040 

林政学講義 永田 信 2015 9784130720656 ¥8,932 ¥13,398 1021588034 

流動化する組織の意思決定 
 ―エージェント・ベース・アプローチ― 

稲水 伸行 2014 9784130461108 ¥19,250 ¥28,875 1016480086 

自立と連携の農村再生論 岡本 雅美 2014 9784130760294 ¥9,900 ¥14,850 1016605999 

企業統治と会計行動 ―電力会社における利害調整
メカニズムの歴史的展開― 

北浦 貴士 2014 9784130461122 ¥21,450 ¥32,175 1016671136 

調査と権力 ―世界銀行と「調査の失敗」― 松本 悟 2014 9784130402682 ¥15,950 ¥23,925 1018853751 
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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。 

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 

競争秩序のポリティクス ―ドイツ経済政策思想の源流― 雨宮 昭彦 2005 9784130402200 ¥9,570 ¥12,760 1008060958 

中央アジア体制移行経済の制度分析 
 ―政府-企業間関係の進化と経済成果― 

岩崎 一郎 2004 9784130460828 ¥18,150 ¥24,200 1008060966 

戦間期日本の経済政策史的研究 三和 良一 2003 9784130401951 ¥11,880 ¥15,840 1008060956 

ケインズの理論 ―複合的視座からの研究― 平井 俊顕 2003 9784130460743 ¥36,300 ¥48,400 1008060961 

近代資本主義の組織 
 ―製糸業の発展における取引の統治と生産の構造― 

中林 真幸 2003 9784130460750 ¥19,800 ¥26,400 1008060962 

ナチス期の農業政策研究 
 ―1934-36 : 穀物調達措置の導入と食糧危機の発生― 

古内 博行 2003 9784130460774 ¥20,625 ¥27,500 1008060963 

農村開発金融論 ―アジアの経験と経済発展― 泉田 洋一 2003 9784130460798 ¥10,230 ¥13,640 1008060964 

グローバリズムと日本企業 ―組織としての多国籍企業― 洞口 治夫 2002 9784130401852 ¥7,590 ¥10,120 1008060954 

金融危機の経済分析 桜川 昌哉 2002 9784130401920 ¥7,590 ¥10,120 1008060955 

結合企業課税の理論 増井 良啓 2002 9784130361194 ¥9,240 ¥12,320 1008060939 

中世民衆の生業と技術 網野 善彦 2001 9784130201308 ¥7,920 ¥10,560 1008060911 

講義現代日本の行政 新藤 宗幸 2001 9784130322041 ¥3,960 ¥5,280 1008060933 

農地転用論 ―ドイツにおける農地の計画的保全と都市― 高橋 寿一 2001 9784130361187 ¥13,860 ¥18,480 1008060938 

戦後オランダの政治構造  
―ネオ・コーポラティズムと所得政策― 

水島 治郎 2001 9784130362047 ¥13,200 ¥17,600 1008060940 

グローバリゼーションと国民経済の選択 秋元 英一 2001 9784130401753 ¥7,425 ¥9,900 1008060950 

日本銀行金融政策史 石井 寛治 2001 9784130401760 ¥7,260 ¥9,680 1008060951 

設備投資と金融市場 ―情報の非対称性と不確実性― 鈴木 和志 2001 9784130401777 ¥6,600 ¥8,800 1008060952 
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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。 

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 

行政法学と主要参照領域 原田 大樹 2015 9784130361460 ¥13,750 ¥20,625 1017972983 

判例教材刑事訴訟法 第5版 三井 誠 2015 9784130323765 ¥14,784 ¥22,176 1018683846 

刑法総論講義 第6版 前田 雅英 2015 9784130323734 ¥11,088 ¥16,632 1018683849 

演習行政法 原田 大樹 2014 9784130323857 ¥10,472 ¥15,708 1016480082 

刑事訴訟法講義 第5版 池田 修 2014 9784130323741 ¥11,704 ¥17,556 1017819632 

例解行政法 原田 大樹 2013 9784130323833 ¥11,088 ¥16,632 1016480089 

放火罪の理論 星 周一郎 2004 9784130311786 ¥13,860 ¥18,480 1008060931 

戦争の法から平和の法へ ―戦間期のアメリカ国際法学者― 篠原 初枝 2003 9784130362160 ¥8,910 ¥11,880 1008060943 

正犯・共犯論の基礎理論 島田 聡一郎 2002 9784130311748 ¥14,520 ¥19,360 1008060930 

法哲学講義 笹倉 秀夫 2002 9784130323253 ¥6,930 ¥9,240 1008060936 

政治制度としての陪審制 ―近代日本の司法権と政治― 三谷 太一郎 2001 9784130301251 ¥8,250 ¥11,000 1008060925 

  

演習刑法 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥11,704 

同時3アクセス（本体） ¥17,556 

冊子版ISBN 9784130323796  

著編者名 木村 光江 発行年 2016 商品コード 1020782041 

司法試験の刑法の答案の書き方に焦点を絞った演習書。総論・各論の主要論点を網羅し、重要判例も丁寧に解き明
かす。基本知識と答案構成の確認に最適な解答も掲載。 

  

英米民事訴訟法 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥23,925 

冊子版ISBN 9784130361484  

著編者名 溜箭 将之 発行年 2016 商品コード 1023891883 

イギリスとアメリカの民事手続の主要な7場面を取り上げ、訴訟の開始からトライアル・上訴まで、訴訟の流れに沿って
比較しながら英米の民事訴訟を概説する。判例索引、英文要旨も収録。 

  

犯罪被害者の司法参加と量刑 

同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥36,300 

冊子版ISBN 9784130361491  

著編者名 佐伯 昌彦 発行年 2016 商品コード 1023891884 

被害者が刑事裁判に参加することで、量刑判断に対してどのような影響が生じるのかを、心理学的な理論に大きく依
拠しつつ検証。実証的な観点からアプローチすることで、従来の論争においては欠如していた議論の基盤を提供する。 

  

会社法 = Corporate law 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥17,556 

冊子版ISBN 9784130323727  

著編者名 田中 亘 発行年 2016 商品コード 1023891900 

基本原則や制度趣旨といった初学者向けの基礎から、実務上の運用や争点など実務家向けの内容まで、会社法の
重要事項を明快に解説したテキスト。判例を中心に重要論点を広く取り上げ、多数の図表で制度の概要を整理する。 
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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。 

  

アメリカ文化外交と日本 
 ―冷戦期の文化と人の交流― 

同時1アクセス（本体） ¥16,225 

同時3アクセス（本体） ¥24,337 

冊子版ISBN 9784130203029  

著編者名 藤田 文子 発行年 2015 商品コード 1022212955 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  主権を回復した日本に、交響楽に乗りアメリカからやってきた文
化は、冷戦期の日本に「反共と再軍備を促す外交」の一環でもあった。しかし、原子力認識、文学、大衆文化等、多様な論点で出会う
日米双方の多様な人々の相互作用が、半ば予期せぬうねりを生んでゆく。知られざる戦後の文化空間を活写する一冊。 

  

戦後フランス中央集権国家の変容  
―下からの分権化への道― 

同時1アクセス（本体） ¥12,870 

同時3アクセス（本体） ¥32,175 

冊子版ISBN 9784130362641  

著編者名 中山 洋平 発行年 2017 商品コード 1026405221 

フランスの中央集権体制はいつ、いかにして変容し、地方分権化へと至ったのか。中央集権型の中央地方関係は、保守長期政権下
の高度成長期に下から掘り崩され、70年代末には地方分権化が避けて通れなくなったことを、一次資料を駆使して明らかにする。 

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 

中国鎮魂演劇研究 田仲 一成 2016 9784130860499 ¥82,500 ¥123,750 1019748470 

遊牧英雄とロシア帝国 ―あるクルグズ首領の軌跡― 秋山 徹 2016 9784130261524 ¥19,250 ¥28,875 1020296351 

共産党とガバナンス （超大国・中国のゆくえ 3） 菱田 雅晴 2016 9784130342933 ¥5,280 ¥14,784 1023891882 

勃興する「民」 （超大国・中国のゆくえ 5） 新保 敦子 2016 9784130342957 ¥5,280 ¥14,784 1023891892 

環境と開発への提言 ―知と活動の連携に向けて― ロバート・ワトソン 2015 9784130330800 ¥9,856 ¥14,784 1017522726 

現代ロシアの政治変容と地方 ―「与党の不在」から圧倒的一党優位へ― 油本 真理 2015 9784130362542 ¥19,800 ¥29,700 1017972984 

現代アメリカ連邦税制 ―付加価値税なき国家の租税構造― 関口 智 2015 9784130461146 ¥17,600 ¥26,400 1017972987 

経済大国化の軋みとインパクト （超大国・中国のゆくえ 4） 丸川 知雄 2015 9784130342940 ¥9,240 ¥13,860 1018853746 

深化するデモクラシー （現代インド 3） 長崎 暢子 2015 9784130343039 ¥14,850 ¥22,275 1018853747 

台頭する新経済空間 （現代インド 4） 岡橋 秀典 2015 9784130343046 ¥15,125 ¥22,687 1018853748 

周縁からの声 （現代インド 5） 粟屋 利江 2015 9784130343053 ¥14,850 ¥22,275 1018853749 

環流する文化と宗教 （現代インド 6） 三尾 稔 2015 9784130343060 ¥14,850 ¥22,275 1018853750 

パワーシェアリング ―多民族国家マレーシアの経験― 中村 正志 2015 9784130362566 ¥17,875 ¥26,812 1019532950 

合意形成モデルとしてのASEAN ―国際政治における議長国制度― 鈴木 早苗 2014 9784130362535 ¥12,375 ¥18,562 1016480084 

鵜飼いと現代中国 ―人と動物、国家のエスノグラフィー― 卯田 宗平 2014 9784130563093 ¥20,625 ¥30,937 1017332731 

福沢諭吉と朝鮮問題 ―「朝鮮改造論」の展開と蹉跌― 月脚 達彦 2014 9784130210782 ¥10,450 ¥15,675 1018853740 

近代東アジア国際関係史 衛藤 瀋吉 2004 9784130322072 ¥5,940 ¥7,920 1008060935 

マックス・ヴェーバーとポーランド問題 
 ―ヴィルヘルム期ドイツ・ナショナリズム研究序説― 

今野 元 2003 9784130362207 ¥11,880 ¥15,840 1008060945 

王権儀礼と国家 ―現代マレー社会における政治文化の範型― 富沢 寿勇 2003 9784130563017 ¥12,870 ¥17,160 1008060982 

民俗宗教と日本社会 宮家 準 2002 9784130104050 ¥6,270 ¥8,360 1008060902 

国際文化論 平野 健一郎 2000 9784130322027 ¥4,125 ¥5,500 1008060932 

世界の人口  第2版 河野 稠果 2000 9784130520164 ¥5,280 ¥7,040 1008060975 
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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。 

  

社会調査の考え方 上 
同時1アクセス（本体） ¥9,856 

同時3アクセス（本体） ¥14,784 

冊子版ISBN 9784130520263  

著編者名 佐藤 郁哉 発行年 2015 商品コード 1022212957 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  質的・量的の別なく「筋のいい調査」の条件を、豊
富な研究と、目からウロコの用語（概念）解説によって、はじめて学ぶ人にもわかりやすく語るテキスト。見たいものだけ
をみる安直な「アンケート」を脱し、私たちを発見に導く社会調査への入門。 

  

社会調査の考え方 下 
同時1アクセス（本体） ¥9,856 

同時3アクセス（本体） ¥14,784 

冊子版ISBN 9784130520270  

著編者名 佐藤 郁哉 発行年 2015 商品コード 1022212958 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  はじめて学ぶ人にもわかりやすく「筋の良い調査」
の現場を語るテキスト。上巻でのリサーチ・デザインの手ほどきを受けて、下巻では、実験やフィールドワークなどの個
別技法から「報告書の作成」まで、その要所要点を惜しげなく披瀝する。 

  

自殺学 ―その治療と予防のために― 

同時1アクセス（本体） ¥7,418 

同時3アクセス（本体） ¥11,127 

冊子版ISBN 9784130600866  

著編者名 稲村 博 発行年 1977 商品コード 1023891472 

精神医学の立場から、治療と予防のための正しい自殺学の確立をめざした力作。世界古今の資料・文献などの集大成。 
【書物復権2011】 初版1977・最終版1988年  

  
「家族する」男性たち  
―おとなの発達とジェンダー規範からの脱却― 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥15,675 

冊子版ISBN 9784130111430  

著編者名 大野 祥子 発行年 2016 商品コード 1023891879 

男は働いて家族を養わなければならないという男性ジェンダー規範からの脱却は可能か。育児期男性を対象とした実
証的調査に基づき、規範的な性別役割分業モデルとは異なる新しい家族観を、生涯発達心理学の視点から提言する。 

  

葬儀業のエスノグラフィ 
同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥24,024 

冊子版ISBN 9784130563109 

著編者名 田中 大介 発行年 2017 商品コード 1024019672 

葬儀社・関連業者で現場作業に従事しながら得た豊富な経験的事例をもとに、「現代の死」とは何か、多元的な問題群
に挑む。 

  
外国人労働者受け入れと日本社会 
―技能実習制度の展開とジレンマ― 

同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784130501866 

著編者名 上林 千恵子 発行年 2015 商品コード 1017972985 

少子高齢化などによる労働力不足が叫ばれるなか、日本社会はどのようにして外国人労働者を受け入れていくべきか。
外国人技能実習制度、外国人労働者受け入れに伴う社会的なジレンマなどについて論じる。 
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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。 

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 

高齢期の所得保障 ―ブラジル・チリの法制度と日本― 島村 暁代 2015 9784130361477 ¥19,800 ¥29,700 1019314830 

社会科学における善と正義  
 ―ロールズ『正義論』を超えて― 

大瀧 雅之 2015 9784130302067 ¥15,950 ¥23,925 1021588027 

日本の住宅市場と家計行動 瀬古 美喜 2014 9784130402651 ¥14,300 ¥21,450 1016671137 

公共人類学 山下 晋司 2014 9784130523059 ¥9,856 ¥14,784 1016972037 

日本の社会保障政策 ―課題と改革― 小塩 隆士 2014 9784130402699 ¥10,450 ¥15,675 1018853752 

社会学の方法的立場 ―客観性とはなにか― 盛山 和夫 2013 9784130501798 ¥8,800 ¥13,200 1016480088 

概説日本の公共政策 新藤 宗幸 2004 9784130322065 ¥3,960 ¥5,280 1008060934 

地方分権の財政学 ―原点からの再構築― 持田 信樹 2004 9784130460811 ¥8,250 ¥11,000 1008060965 

都市コミュニティの磁場 
 ―越境するエスニシティと21世紀都市社会学― 

奥田 道大 2004 9784130501552 ¥8,910 ¥11,880 1008060970 

社会調査演習  第2版 原 純輔 2004 9784130520195 ¥4,125 ¥5,500 1008060976 

家族心理学 ―社会変動・発達・ジェンダーの視点― 柏木 恵子 2003 9784130120401 ¥5,280 ¥7,040 1008060905 

変化のなかの雇用システム 仁田 道夫 2003 9784130402071 ¥7,920 ¥10,560 1008060957 

都市と文明の比較社会学 ―環境・リスク・公共性― 
（社会学シリーズ） 

藤田 弘夫 2003 9784130501545 ¥8,250 ¥11,000 1008060969 

中国人強制連行 西成田 豊 2002 9784130266031 ¥10,560 ¥14,080 1008060924 

都市とモダニティの理論 吉原 直樹 2002 9784130501507 ¥7,590 ¥10,120 1008060968 

意味の文明学序説 ―その先の近代― 今田 高俊 2001 9784130100885 ¥6,600 ¥8,800 1008060898 

世論の政治社会学 岡田 直之 2001 9784130501460 ¥7,590 ¥10,120 1008060967 
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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。 

  

数学の現在 i 
同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784130653114  

著編者名 斎藤 毅 発行年 2016 商品コード 1023891887 

広大な数学の世界を一望するシリーズ。iは、エタール・コホモロジー、楕円曲線、ムーンシャインなどを取り上げ、日々
の発見を積み重ねて理論が生み出されていくようすを、東大数理のスタッフがいきいきと描く。 

  

数学の現在 π 
同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥12,936 

冊子版ISBN 9784130653121  

著編者名 斎藤 毅 発行年 2016 商品コード 1023891888 

広大な数学の世界を一望するシリーズ。πは、対称性、モノドロミー表現、葉層構造、ケーラー・アインシュタイン計量な
どを取り上げ、代数学・幾何学・解析学が融合していくすがたを、東大数理のスタッフがいきいきと描く。 

  

数学の現在 e 
同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784130653138  

著編者名 斎藤 毅 発行年 2016 商品コード 1023891889 

※著作権などの理由により、第9講は掲載されておりません。 ※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  広
大な数学の世界を一望するシリーズ。eは、場の量子論、反応拡散方程式、ランダムウォーク、ウェーブレットなどを取り上げ、ひとつ
の発見が新たな分野に影響を与えていく現場を、東大数理のスタッフがいきいきと描く。 

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 

微分幾何学 （大学数学の世界 1） 今野 宏 2013 9784130629713 ¥11,088 ¥16,632 1016480090 

生命保険数学の基礎―アクチュアリー数学入門 = Foundations of life 
insurance mathematics : an introduction to actuarial mathematics―第2版 

山内 恒人 2014 9784130629195 ¥11,396 ¥17,094 1017332732 

数理ファイナンス （大学数学の世界 2） 楠岡 成雄 2015 9784130629720 ¥9,856 ¥14,784 1017972988 

反応拡散方程式 柳田 英二 2015 9784130629201 ¥14,168 ¥21,252 1018683847 

ホモロジー入門 （大学数学の入門 . 幾何学 ; 2 5） 坪井 俊 2016 9784130629553 ¥10,780 ¥16,170 1021588030 

常微分方程式 （大学数学の入門 10） 坂井 秀隆 2015 9784130629607 ¥10,472 ¥15,708 1021588031 

原論 7-10 （エウクレイデス全集 第2巻） エウクレイデス 2015 9784130653022 ¥21,450 ¥32,175 1021588033 

  
Reweaving the economy ―how IT affects 
the borders of country and organization― 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784130470698  

著編者名 高木 聡一郎 発行年 2017 商品コード 1024195223 

情報技術は国家・地域と産業組織の境界をどのように変えてきたか。日本企業を題材に、ITが可能にした情報サービスのアウトソー
シング、クラウド、マス・コラボレーションなどをめぐり、相手国ごとに異なる国際分業の生産性、雇用への影響など、複雑かつ多面的
な現象を明晰に説明する。【英文書籍】業者で現場作業に従事しながら得た経験的事例を豊富に提示しながら、葬儀の現在を総合的
に分析しつつ、高齢社会となった日本における「現代の死」とは何か、多元的な問題群に挑む。 

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 

教養としての認知科学 鈴木 宏昭 2016 9784130121101 ¥8,316 ¥12,474 1020782034 

ソフトウェア開発実践 ―科学技術シミュレーションソフトの設計― 佐藤 文俊 2015 9784130624558 ¥15,400 ¥23,100 1022022486 

インターネット・バイ・デザイン 
  ―21世紀のスマートな社会・産業インフラの創造へ― 

江崎 浩 2016 9784130634564 ¥4,620 ¥12,936 1023891891 

日本人の情報行動 2015 橋元 良明 2016 9784130501903 ¥19,800 ¥49,500 1023891895 

学術情報と知的所有権 ―オーサシップの市場化と電子化― 名和 小太郎 2002 9784130033206 ¥6,270 ¥8,360 1008060895 
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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。 

フィールドサイエンティスト 
―地域環境学という発想―（Natural history） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784130601429  

著編者名 佐藤 哲 発行年 2016 商品コード 1021588028 

アフリカから沖縄へ、シマフクロウからサケまで。世界の複雑性に正面から向き合うフィールドサイエンスの醍醐味と意義を、
地域社会が直面する課題に駆動された、問題解決指向の地域環境学の視点から描き出す。 

科学的助言 
―21世紀の科学技術と政策形成― 

同時1アクセス（本体） ¥5,775 

同時3アクセス（本体） ¥14,437 

冊子版ISBN 9784130603164  

著編者名 有本 建男 発行年 2016 商品コード 1023891896 

近年、ますます多くの政策分野で科学的根拠に基づく助言が不可欠になり、関連の議論が世界的に進んでいる。食品安全、
医薬品審査、地震予知、地球温暖化などの事例を紹介しつつ、科学的助言の課題と今後の展望を示す。 

日本の動物法 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥15,708 

冊子版ISBN 9784130633468  

著編者名 青木 人志 発行年 2016 商品コード 1023891902 

身体障害者補助犬、外来生物問題など、動物法に関わる問題の中から関心が高いと思われるものを取り上げ、人と動物の
関係を「動物をまもる」「動物をつかう」という視点から捉えなおす。動物愛護管理法の改正に対応した第2版。 

宇宙論の物理 上 
同時1アクセス（本体） ¥11,704 

同時3アクセス（本体） ¥17,556 

冊子版ISBN 9784130626156  

著編者名 松原 隆彦 発行年 2014 商品コード 1017332733 

現代宇宙論の基礎を網羅した、決定版テキスト。前著『現代宇宙論』（2010年刊）がその全体像を解説しているのに対し、本
書は理論的方法を習得したい読者に向けてくわしく解説する。宇宙論の理解に必要な最小限の事項から丹念に説明し、物
理的事柄はすべて第一原理から導出する。 

宇宙論の物理 下 
同時1アクセス（本体） ¥11,704 

同時3アクセス（本体） ¥17,556 

冊子版ISBN 9784130626163  

著編者名 松原 隆彦 発行年 2014 商品コード 1017332734 

現代宇宙論の基礎を網羅した、決定版テキスト。前著『現代宇宙論』（2010年刊）がその全体像を解説しているのに対し、本
書は理論的方法を習得したい読者に向けてくわしく解説する。宇宙論の理解に必要な最小限の事項から丹念に説明し、物
理的事柄はすべて第一原理から導出する。 

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 

「いのち」の自己組織 ―共に生きていく原理に向かって― 清水 博 2016 9784130130295 ¥8,932 ¥13,398 1020782035 

生存時間解析 応用編 ―SASによる生物統計― 大橋 靖雄 2016 9784130623179 ¥7,920 ¥22,176 1023891893 

日本の地震予知研究130年史 ―明治期から東日本大震災まで― 泊 次郎 2015 9784130603133 ¥20,900 ¥31,350 1018683848 

草原生態学 ―生物多様性と生態系機能― 大黒 俊哉 2015 9784130622257 ¥11,088 ¥16,632 1021588029 

植物の描き方 （自然観察の技法 3） 盛口 満 2015 9784130633437 ¥7,392 ¥11,088 1021588032 

分子熱統計力学 ―化学平衡から反応速度まで― 高塚 和夫 2014 9784130625098 ¥8,624 ¥12,936 1017819631 

生き物の描き方 （自然観察の技法 [1]） 盛口 満 2012 9784130633352 ¥6,776 ¥10,164 1018853754 

安山岩と大陸の起源 ―ローカルからグローバルへ― 巽 好幸 2003 9784130607469 ¥6,270 ¥8,360 1008060983 
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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。 

近世中後期の藩と幕府 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784130262460  

著編者名 荒木 裕行 発行年 2017 商品コード 1025881719 

近世日本は諸問題がありつつ幕府と諸藩からなる国家として安定した社会を構築していた。その250年以上も継続した近世の幕藩関係を、政治ネットワークと支配機
構から読み解く政治史。時代の画期となった中期から後期にかけて、日常の交際から危機に直面したときの対応まで実証的に明らかにする。業者で現場作業に従事
しながら得た経験的事例を豊富に提示しながら、葬儀の現在を総合的に分析しつつ、高齢社会となった日本における「現代の死」とは何か、多元的な問題群に挑む。 

近世の朝廷財政と江戸幕府 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784130262422  

著編者名 佐藤 雄介 発行年 2016 商品コード 1023891881 

江戸時代の天皇・朝廷はいかにして成り立っていたのか、それに幕府はどのように関与していたのか。18世紀以降、幕府
が天皇・朝廷に対して行っていた財政保証や支援の実態から、幕府と朝廷の関係を究明する。 

アヘンと香港 ―1845-1943― 

同時1アクセス（本体） ¥17,050 

同時3アクセス（本体） ¥25,575 

冊子版ISBN 9784130261517 

著編者名 古泉 達矢 発行年 2016 商品コード 1020083459 

19世紀中葉から20世紀中葉に至るまでの香港におけるアヘン政策の変遷を、アジア・太平洋地域でのアヘン・麻薬問題を
めぐる国家間・地域間の関係という切り口から描き出す。 

オスマン朝宮殿の建築史 

同時1アクセス（本体） ¥18,150 

同時3アクセス（本体） ¥27,225 

冊子版ISBN 9784130668569 

著編者名 川本 智史 発行年 2016 商品コード 1022295573 

近年、イスラーム世界における前近代最大の帝国のひとつであるオスマン朝の重要性が認識されてきたが、統治の中心となった宮殿の建
築についてはいまだ不明な点が多い。本書は、限られた当時の旅行記や絵画などの史料を駆使し、宮廷・政治制度と儀礼空間の関係性
に着目しながら、宮殿群建築の歴史的変遷の過程を明らかにする。 

ルネッサンス史 

同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784130210805  

著編者名 西本 晃二 発行年 2015 商品コード 1017972989 

イタリア半島から仏、西、英、独まで、大転換の時代を描ききったルネッサンス通史。華やかな美術や文芸はもとより、それ
を可能にした経済、政治、宗教もふまえた観点から、ヨーロッパで起こった一大現象の全体像を解き明かす。 

人は時代といかに向き合うか 

同時1アクセス（本体） ¥8,932 

同時3アクセス（本体） ¥13,398 

冊子版ISBN 9784130033381  

著編者名 三谷 太一郎 発行年 2014 商品コード 1018853734 

近代日本の形成に関わった政治家、学者、宗教家、文芸家等のそれぞれの時代との交渉を追跡し、政治史家としての研鑽
に裏打ちされた著者の同時代観を提示する。 
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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 

室町幕府守護制度の研究 上 
―南北朝期諸国守護沿革考証編― 
第4刷 

佐藤 進一 1999 9784130200219 ¥7,418 ¥11,127 1023891469 

室町幕府守護制度の研究 下 
―南北朝期諸国守護沿革考証編― 

佐藤 進一 1988 9784130200868 ¥7,673 ¥11,510 1023891470 

鎌倉幕府守護制度の研究 
―諸国守護沿革考証編―増訂2刷 

佐藤 進一 1984 9784130200271 ¥7,162 ¥10,742 1023891468 

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 

教皇ベネディクトゥス一六世 ―「キリスト教的ヨーロッパ」の逆襲― 今野 元 2015 9784130210812 ¥21,450 ¥32,175 1018853742 

近世日清通商関係史 彭 浩 2015 9784130262408 ¥16,500 ¥24,750 1018853743 

初詣の社会史 ―鉄道が生んだ娯楽とナショナリズム― 平山 昇 2015 9784130262415 ¥17,600 ¥26,400 1020782036 

ヨーロッパ中近世の兄弟会 河原 温 2014 9784130210799 ¥26,950 ¥40,425 1018853741 

中国の衝撃 溝口 雄三 2004 9784130130226 ¥3,300 ¥4,400 1008060907 

沖縄と日本国家 ―国家を照射する「地域」― 山本 英治 2004 9784130511209 ¥7,920 ¥10,560 1008060971 

柳宗悦 ―時代と思想― 中見 真理 2003 9784130100915 ¥10,230 ¥13,640 1008060899 

日本近代史への視座 大石 嘉一郎 2003 9784130201377 ¥10,725 ¥14,300 1008060912 

アメリカ20世紀史 秋元 英一 2003 9784130220200 ¥5,610 ¥7,480 1008060913 

都市発達史研究 新装版 今井 登志喜 2001 9784130263016 ¥8,580 ¥11,440 1008060919 

英国社会史 上 : 新装版  増訂版 今井 登志喜 2001 9784130263023 ¥8,580 ¥11,440 1008060920 

英国社会史 下 : 新装版  増訂版 今井 登志喜 2001 9784130263030 ¥8,580 ¥11,440 1008060921 

日本封建社会論 新装版  第2版 永原 慶二 2001 9784130263047 ¥7,425 ¥9,900 1008060922 

明治維新 新装版 （日本現代史 1） 井上 清 2001 9784130263054 ¥9,240 ¥12,320 1008060923 

織豊系城郭の形成 千田 嘉博 2000 9784130201230 ¥11,220 ¥14,960 1008060910 

清末中国における日本観と西洋観 佐々木 揚 2000 9784130261203 ¥11,550 ¥15,400 1008060914 

近代中国の国際的契機 ―朝貢貿易システムと近代アジア― 浜下 武志 1990 9784130210522 ¥7,673 ¥11,510 1023891471 
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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 

近代日本の宗教論と国家 ―宗教学の思想と国民教育の交錯― 前川 理子 2015 9784130160346 ¥20,900 ¥31,350 1018853739 

レヴィナスと「場所」の倫理 藤岡 俊博 2014 9784130160339 ¥17,875 ¥26,812 1016480081 

生命と自由 ―現象学、生命科学、そして形而上学― 斎藤 慶典 2014 9784130101271 ¥11,550 ¥17,325 1016671135 

原生計算と存在論的観測 ―生命と時間、そして原生― 
郡司 
ペギオ-幸夫 

2004 9784130100977 ¥10,230 ¥13,640 1008060900 

中世寺院の僧団・法会・文書 山岸 常人 2004 9784130262057 ¥13,530 ¥18,040 1008060917 

安藤昌益からみえる日本近世 若尾 政希 2004 9784130262064 ¥10,230 ¥13,640 1008060918 

日本倫理思想史 佐藤 正英 2003 9784130120555 ¥4,290 ¥5,720 1008060906 

中世東国日蓮宗寺院の研究 佐藤 博信 2003 9784130262040 ¥19,800 ¥26,400 1008060916 

「孝」思想の宗教学的研究 ―古代中国における祖先崇拝の思想的発展― 池澤 優 2002 9784130104043 ¥9,240 ¥12,320 1008060901 

経験と存在 ―カントの超越論的哲学の帰趨― 円谷 裕二 2002 9784130160216 ¥11,880 ¥15,840 1008060909 

ヘーゲル哲学と無の論理 高山 守 2001 9784130160209 ¥16,500 ¥22,000 1008060908 

ロゴスと深淵 ―ギリシア哲学探究― 山本 巍 2000 9784130100861 ¥8,910 ¥11,880 1008060897 

先天盲開眼者の視覚世界 鳥居 修晃 2000 9784130111119 ¥9,075 ¥12,100 1008060903 

宗教民俗学 宮家 準 1989 9784130100588 ¥7,425 ¥9,900 1008060896 

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 

詩的思考のめざめ ―心と言葉にほんとうは起きていること― 阿部 公彦 2014 9784130830645 ¥7,700 ¥11,550 1016480085 

境界と交流 （人文知 3） 熊野 純彦 2014 9784130035033 ¥8,624 ¥12,936 1018853735 

物語理論講義 （Liberal arts） 藤井 貞和 2004 9784130830386 ¥4,290 ¥5,720 1008060987 

迷宮としてのテクスト 
―フォークナー的エクリチュールへの誘い―（アメリカ太平洋研究叢書） 

林 文代 2004 9784130860314 ¥10,230 ¥13,640 1008060988 

平安物語叙述論 藤井 貞和 2001 9784130800631 ¥23,100 ¥30,800 1008060984 

菅原道真と平安朝漢文学 藤原 克己 2001 9784130800648 ¥13,200 ¥17,600 1008060985 

  

近世日本の「礼楽」と「修辞」 
 ―荻生徂徠以後の「接人」の制度構想― 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784130362580 

著編者 高山 大毅 発行年 2016 商品コード 1022295572 

荻生徂徠に影響を受けた思想家によって構想された「接人」＝人づきあいの制度を詳細に分析する。よき秩序を維持し、温雅な交際を実現するための
行動と言語の型―「礼楽」と「修辞」とは。博泉、江南、正志齋らが試みた壮大で精緻な企てを跡づけ、思想史、文学史、文化史研究の新たな地平を拓く。
【第5回東京大学南原繁記念出版賞受賞作】 

  

饗宴 ―訳と詳解― 

同時1アクセス（本体） ¥10,725 

同時3アクセス（本体） ¥26,812 

冊子版ISBN 9784130101295 

著編者 プラトン 発行年 2016 商品コード 1023891890 

プラトンの「饗宴」。この作品だけが、特定個人との対話でないのはなぜか。過去への語りが二重化されているのはどうしてか。ギリ
シア語のテクストに徹底的に分け入り、正確な訳と詳細な註で、古典の新たな魅力を甦らせる。 

  

善意と悪意の英文学史 
 ―語り手は読者をどのように愛してきたか― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784130801065 

著編者 阿部 公彦 発行年 2015 商品コード 1020782042 

近代から現代にかけてのイギリス、アメリカ、アイルランドといった英語圏の国々で、善意がどのように表現されてきたかを、それぞれ
の時代を代表する文学作品を読むことを通して考察する。江戸川乱歩や宮沢賢治も取り上げる。 
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アメリカ教師教育史 
 ―教職の女性化と専門職化の相克― 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥41,250 

冊子版ISBN 9784130562263 

著編者 佐久間 亜紀 発行年 2017 商品コード 1024195224 

今なお女性が多くを占め、専門性より「実践的」養成を求める声に晒されるアメリカの教師教育。19世紀州立師範学
校における葛藤を生き、越え出ようと模索した女性教師たちを追うことによって、こんにち日本の教育改革でも繰り返
し問われる教師教育の専門性、女性の労働の問題を照射する。 

  

キャンパスの国際化と留学生相談 
 ―多様性に対応した学生支援サービスの構築― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

冊子版ISBN 9784130111447 

著編者 大西 晶子 発行年 2016 商品コード 1023891898 

国際化の時代において、大学はどのような内的変化を求められているのか。在日留学生や日本の大学の学生支援
従事者、留学生相談の場を対象とした研究を通して、日本の大学に求められる留学生支援サービスのあり方を示す。 

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 

生涯発達とライフサイクル 鈴木 忠 2014 9784130133081 ¥9,856 ¥14,784 1018853737 

実践の基本 （臨床心理学をまなぶ 2） 下山 晴彦 2014 9784130151320 ¥8,932 ¥13,398 1018853738 

精神医学の科学と哲学 （シリーズ精神医学の哲学 1） 石原 孝二 2016 9784130141819 ¥7,920 ¥19,800 1023891894 

精神医学の歴史と人類学 （シリーズ精神医学の哲学 2） 鈴木 晃仁 2016 9784130141826 ¥7,920 ¥19,800 1023891899 

顧みられない熱帯病 ―グローバルヘルスへの挑戦― ピーター J ホッテズ 2015 9784130604123 ¥11,550 ¥17,325 1018441440 

ことばの発達と認知の心理学 鹿取 廣人 2003 9784130120395 ¥5,280 ¥7,040 1008060904 

脚気の歴史 ―ビタミン発見以前― 山下 政三 1983 9784130660389 ¥9,209 ¥13,813 1023891473 

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 

就学告諭と近代教育の形成 ―勧奨の論理と学校創設― 川村 肇 2016 9784130562249 ¥33,000 ¥49,500 1020296350 

子どもたちは教室で何を学ぶのか ―教育実践論から学習実践論へ― 石黒 広昭 2016 9784130530880 ¥10,472 ¥15,708 1022212959 

カリキュラム・イノベーション ―新しい学びの創造へ向けて― 
東京大学教育学部カリキュラム 
・イノベーション研究会 2015 9784130513319 ¥9,350 ¥14,025 1022212956 

学校文化の史的探究 ―中等諸学校の『校友会雑誌』を手がかりとして― 斉藤 利彦 2015 9784130562232 ¥24,200 ¥36,300 1022212960 

思春期学 笠井 清登 2015 9784130111416 ¥11,550 ¥17,325 1021588026 

生きることとしての学び ―2010年代・自生する地域コミュニティと共変化する人々― 牧野 篤 2014 9784130513265 ¥15,950 ¥23,925 1016605998 

外国人の子どもの教育 ―就学の現状と教育を受ける権利― 宮島 喬 2014 9784130530217 ¥8,624 ¥12,936 1016972026 

幼児教育のデザイン ―保育の生態学― 無藤 隆 2013 9784130520805 ¥7,700 ¥11,550 1018853753 

大学改革 ―秩序の崩壊と再編― 天野 郁夫 2004 9784130530774 ¥3,300 ¥4,400 1008060977 

ポリスとしての教育 ―教育的統治のアルケオロジー― 白水 浩信 2004 9784130562089 ¥14,520 ¥19,360 1008060981 

日本の高等教育システム ―変革と創造― 天野 郁夫 2003 9784130513067 ¥7,260 ¥9,680 1008060974 

東京の近代小学校 ―「国民」教育制度の成立過程― 土方 苑子 2002 9784130513050 ¥6,600 ¥8,800 1008060973 

戦前期女子高等教育の量的拡大過程 
―政府・生徒・学校のダイナミクス― 

佐々木 啓子 2002 9784130562041 ¥11,220 ¥14,960 1008060979 

学校文化の比較社会学 ―日本とイギリスの中等教育― 志水 宏吉 2002 9784130562058 ¥9,570 ¥12,760 1008060980 

民俗学運動と学校教育 ―民俗の発見とその国民化― 小国 喜弘 2001 9784130562034 ¥9,240 ¥12,320 1008060978 

学校を欠席する子どもたち 
―長期欠席・不登校から学校教育を考える― 

保坂 享 2000 9784130513036 ¥4,620 ¥6,160 1008060972 

日本語を考える ―移りかわる言葉の機構― 山口 明穂 2000 9784130830294 ¥4,620 ¥6,160 1008060986 
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