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電子出版アワード2016 デジタル・インフラ賞 受賞！ 

早稲田大学出版部 

良質な研究書を世に送り出している好評シリーズ 早稲田大学学術叢書 

新進研究者の学術成果を発信 早稲田大学エウプラクシス叢書 

初期メソポタミア史の研究 
（早稲田大学学術叢書 52） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 
同時3アクセス（本体） ¥8,250 
著編者 前田 徹 
発行年 2017年 
冊子版ISBN 9784657177018 
商品コード  1025575125 

現代日本語の文法構造統語論編 
（早稲田大学学術叢書 51） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600  
同時3アクセス（本体） ¥8,250 
著編者 上野 義雄 
発行年 2017年 
冊子版ISBN 9784657167071 
商品コード  1024938401 

現代日本語の文法構造形態論編 
（早稲田大学学術叢書 50） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600  
同時3アクセス（本体） ¥8,250 
著編者 上野 義雄  
発行年 2016年  
冊子版ISBN 9784657167064 
商品コード  1024938400 

ヘルスコミュニケーション 
―健康行動を習慣化させるための 
    支援― 

同時1アクセス（本体） ¥3,696  
同時3アクセス（本体） ¥4,620 
著編者 島崎 崇史  
発行年 2016年  
冊子版ISBN 9784657168016 
商品コード 1024938402 

シンガポールの奇跡 
―発展の秘訣と新たな課題― 

同時1アクセス（本体） ¥4,620  
同時3アクセス（本体） ¥5,775 
著編者 坂口 可奈 
発行年 2017年  
冊子版ISBN 9784657178015 
商品コード  1024938404 

蜀の美術 
―鏡と石造遺物にみる後漢期の 
    四川文化― 

同時1アクセス（本体） ¥4,752  
同時3アクセス（本体） ¥5,940 
著編者 楢山 満照 
発行年 2017年  
冊子版ISBN 9784657178022 
商品コード  1024938405 

クリティカル・シンキング教育 
―探究型の思考力と態度を育む― 

同時1アクセス（本体） ¥5,280  
同時3アクセス（本体） ¥6,600 
著編者 酒井 雅子  
発行年 2017年  
冊子版ISBN 9784657168023 
商品コード 1024938403 

NEW! NEW! NEW! 

NEW! NEW! NEW! 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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早稲田大学出版部 

No. 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 

1 災害時にこそ問われる学級経営力 岩手・三陸編 （1） 河村 茂雄 2011 9784657113016 ¥2,200 ¥3,300 1017138691 

2 災害に強い電力ネットワーク ―スマートグリッドの基礎知識―（2） 横山 隆一 2011 9784657113023 ¥2,200 ¥3,300 1017138692 

3 東日本大震災とコンビニ ―便利さ(コンビニエンス)を問い直す―（3） 川辺 信雄 2011 9784657113030 ¥2,200 ¥3,300 1017138693 

4 3.11津波で何が起きたか ―被害調査と減災戦略―（4） 柴山 知也 2011 9784657113047 ¥2,200 ¥3,300 1017138694 

5 地方自治体は重い負担に耐えられるか ―「民」の力を結集する方法―（5） 小林 麻理 2011 9784657113054 ¥2,200 ¥3,300 1017138695 

6 拡大する放射能汚染と法規制 ―穴だらけの制度の現状―（6） 日置 雅晴 2011 9784657113061 ¥2,200 ¥3,300 1017138696 

7 0泊3日の支援からの出発 ―早稲田大学ボランティアセンター・学生による復興支援活動―（7） 加藤 基樹 2011 9784657113092 ¥2,200 ¥3,300 1017138697 

8 復興政策をめぐる《正》と《善》 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 1―（8） 鈴村 興太郎 2012 9784657113078 ¥2,200 ¥3,300 1017138698 

9 東日本大震災と憲法 ―この国への直言―（9） 水島 朝穂 2012 9784657113085 ¥2,200 ¥3,300 1017138699 

10 学生のパワーを被災地へ! ―「早稲田型ボランティア」の舞台裏―（10） 岩井 雪乃 2012 9784657123015 ¥2,200 ¥3,300 1017138700 

11 文化遺産の保全と復興の哲学 ―自然との創造的関係の再生―（11） 中川 武 2012 9784657123053 ¥2,200 ¥3,300 1017138701 

12 被災地の子どもの心に寄り添う ―臨床心理学からのアドバイス―（12） 本田 恵子 2012 9784657123022 ¥2,200 ¥3,300 1017138702 

13 三陸にジオパークを ―未来のいのちを守るために―（13） 高木 秀雄 2012 9784657123039 ¥2,200 ¥3,300 1017138703 

14 大規模災害に強い自治体間連携 ―現場からの報告と提言―（14） 稲継 裕昭 2012 9784657123046 ¥2,200 ¥3,300 1017138704 

15 「日常」の回復 ―江戸儒学の「仁」の思想に学ぶ―（15） 土田 健次郎 2012 9784657123138 ¥2,200 ¥3,300 1017138705 

16 《当事者》としていかに危機に向き合うか ―震災復興の政治経済学を求めて ; 2―（16） 河野 勝 2012 9784657123077 ¥2,200 ¥3,300 1017138706 

17 早く的確な救援のために ―初動体制ガイドラインの提案―（17） 中村 民雄 2012 9784657123107 ¥2,200 ¥3,300 1017138707 

18 新聞は大震災を正しく伝えたか ―学生たちの紙面分析―（18） 花田 達朗 2012 9784657123084 ¥2,200 ¥3,300 1017138708 

19 東日本大震災と環境汚染 ―アースドクターの診断―（19） 香村 一夫 2012 9784657123060 ¥2,200 ¥3,300 1017138709 

20 ともに生きた伝えた ―地域紙『石巻かほく』の1年―（20） 三陸河北新報社 2012 9784657123145 ¥2,800 ¥4,200 1017138710 

21 フクシマ原発の失敗 ―事故対応過程の検証とこれからの安全規制―（21） 松岡 俊二 2012 9784657123121 ¥2,200 ¥3,300 1017138711 

22 災害に強い社会をつくるために ―科学者の役割・大学の使命―（22） 鎌田 薫 2012 9784657123152 ¥2,200 ¥3,300 1017138712 

23 復興に女性たちの声を ―「3・11」とジェンダー―（23） 村田 晶子 2012 9784657123169 ¥2,200 ¥3,300 1017138714 

24 あの日私たちは東北へ向かった ―国際協力NGOと3・11―（24） 多賀 秀敏 2012 9784657123176 ¥2,200 ¥3,300 1017138715 

25 ジャーナリズムの「いま」を問う ―早稲田ジャーナリズム大賞パネルディスカッションより―（25） 早稲田大学広報室 2012 9784657123183 ¥2,200 ¥3,300 1017138716 

26 風化と闘う記者たち ―忘れない平成三陸大津波―（26） 岩手日報社編集局 2012 9784657123190 ¥2,200 ¥3,300 1017138717 

27 原発政策を考える3つの視点 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 3―（27） 齊藤 純一 2013 9784657133014 ¥2,200 ¥3,300 1017138718 

28 震災後に読む文学 （28） 堀内 正規 2013 9784657133021 ¥2,200 ¥3,300 1017138719 

29 津波被災地の500日 ―大槌・石巻・釜石にみる暮らし復興への困難な歩み―（29） 浦野 正樹 2013 9784657133038 ¥2,200 ¥3,300 1017138720 

30 ふくしま・震災後の生活保障 ―大学生たちの目で見た現状―（30） 菊池 馨実 2013 9784657133045 ¥2,200 ¥3,300 1017138721 

31 ガジュマル的支援のすすめ ―東日本大震災と人間科学 ; 1 一人ひとりのこころに寄り添う―（31） 辻内 琢也 2013 9784657133052 ¥2,200 ¥3,300 1017138722 

32 ともに創る!まちの新しい未来 ―気仙沼復興塾の挑戦―（32） 早田 宰 2013 9784657133069 ¥2,200 ¥3,300 1017138723 

33 復興まちづくりに文化の風を ―日中共同ワークショップの試み―（33） 中川 武 2013 9784657133076 ¥2,200 ¥3,300 1016411250 

34 原子力規制委員会の社会的評価 ―3つの基準と3つの要件―（34） 松岡 俊二 2013 9784657133083 ¥2,799 ¥4,199 1016411251 

35 フクシマから日本の未来を創る ―復興のための新しい発想―（35） 松岡 俊二 2013 9784657133090 ¥2,799 ¥4,199 1016411252 

36 大災害時に物流を守る ―燃料多様化による対応を―（36） 
早稲田大学マーケティン
グ・コミュニケーション研究
所 

2014 9784657143013 ¥2,799 ¥4,199 1016411253 

37 東京湾岸の地震防災対策 ―臨海コンビナートは大丈夫か―（37） 濱田 政則 2014 9784657143020 ¥2,799 ¥4,199 1016411254 

早稲田大学ブックレット：「震災後」に考えるシリーズ 

早稲田大学ブックレット 
＜「震災後」に考える＞ 
第1巻-第37巻 セット 

同時1アクセス（本体） ：¥79,200 同時3アクセス（本体） ： ¥118,800  
商品コード：1018294891   

書名 著編者 出版社 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 

震災後に考える  
―東日本大震災と向きあう92の分析と提言― 

早稲田大学・震災復興
研究論集編集委員会 

早稲田大学出版部 2015 9784657150035 ¥14,520 ¥21,780 1017934840 

「忘れない！ 学ぶ！ 行動する！」私たちが４年間に考え続けたこと。東日本大震災以後早稲田大学は何を研究し、いかに行動したか。 

※こちらのタイトルは上記セットには含まれません。 
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早稲田大学出版部 

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 

中国古代の社会と黄河 （1） 濱川 栄 2009 9784657094025 ¥7,260  ¥9,130  1016411240 

東京専門学校の研究 ―「学問の独立」の具体相と「早稲
田憲法草案」―（2） 

真辺 将之 2010 9784657101013 ¥7,128  ¥8,910  1018822935 

一亡命者の記録 ―池明観のこと―（4） 堀 真清 2010 9784657102089 ¥6,072  ¥7,590  1018822936 

ジョン・デューイの経験主義哲学における思考論 ―知性
的な思考の構造的解明―（5） 

藤井 千春 2010 9784657102096 ¥7,700  ¥9,570  1015826006 

霞ヶ浦の環境と水辺の暮らし ―パートナーシップ的発展
論の可能性―（6） 

鳥越 皓之 2010 9784657102102 ¥8,580  ¥10,780  1015826007 

朝河貫一論 ―その学問形成と実践―（7） 山内 晴子 2010 9784657102119 ¥11,770  ¥14,740  1015826009 

源氏物語の言葉と異国 （8） 金 孝淑 2010 9784657102126 ¥6,468  ¥8,085  1018822937 

経営変革と組織ダイナミズム ―組織アライメントの研究―
（9） 

鈴木 
勘一郎 

2011 9784657117014 ¥7,260  ¥9,075  1018822938 

民主化と市民社会の新地平 ―フィリピン政治のダイナミズ
ム―（11） 

五十嵐 
誠一 

2011 9784657117038 ¥11,330  ¥14,190  1016411247 

石が語るアンコール遺跡 ―岩石学からみた世界遺産―
（12） 

内田 悦生 2011 9784657117045 ¥8,030  ¥10,120  1015826014 

モンゴル近現代史研究 ―1921-1924年 : 外モンゴルとソ
ヴィエト,コミンテルン―（13） 

青木 雅浩 2011 9784657117052 ¥10,780  ¥13,530  1016411243 

金元時代の華北社会と科挙制度 ―もう一つの「士人層」
―（14） 

飯山 知保 2011 9784657117069 ¥11,770  ¥14,740  1016411241 

平曲譜本による近世京都アクセントの史的研究 （15） 上野 和昭 2011 9784657117076 ¥12,980  ¥16,170  1016411248 

良質な研究書を世に送り出している好評シリーズ 早稲田大学学術叢書 
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早稲田大学出版部 

良質な研究書を世に送り出している好評シリーズ 早稲田大学学術叢書 

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 

Pageant fever ―local history and consumerism in Edwardian England―（16） 吉野 亜矢子 2011 9784657117090 ¥8,580  ¥9,680  1015826011 

全契約社員の正社員化 ―私鉄広電支部・混迷から再生へ(1993年-2009年)―
（17） 

河西 宏祐 2011 9784657117106 ¥8,030  ¥10,120  1015826005 

対話のことばの科学 ―プロソディが支えるコミュニケーション―（18） 市川 熹 2011 9784657117113 ¥7,370  ¥9,240  1016411242 

人形浄瑠璃のドラマツルギー ―近松以降の浄瑠璃作者と平家物語―（19） 伊藤 りさ 2011 9784657117137 ¥9,768  ¥12,210  1018822939 

清朝とチベット仏教 ―菩薩王となった乾隆帝―（20） 石濱 裕美子 2011 9784657117120 ¥9,240  ¥11,550  1015826008 

ヘーゲル・未完の弁証法 ―「意識の経験の学」としての『精神現象学』の批判的研
究―（21） 

黒崎 剛 2012 9784657127013 ¥15,840  ¥19,800  1016411249 

日独比較研究市町村合併 ―平成の大合併はなぜ進展したか?―（22） 片木 淳 2012 9784657127020 ¥8,580  ¥10,780  1016411244 

Negotiating history ―from Romanticism to Victorianism―（23） 鈴木 理恵子 2012 9784657127037 ¥7,810  ¥9,790  1015826010 

人類は原子力で滅亡した ―ギュンター・グラスと『女ねずみ』―（24） 杵渕 博樹 2013 9784657137012 ¥8,712  ¥10,890  1018822940 

兵式体操成立史の研究 （25） 奥野 武志 2013 9784657137029 ¥10,428  ¥13,035  1018822941 

分水と支配 ―金・モンゴル時代華北の水利と農業―（26） 井黒 忍 2013 9784657137036 ¥11,110  ¥13,860  1016411246 

島村抱月の文藝批評と美学理論 （27） 岩佐 壯四郎 2013 9784657137043 ¥13,200  ¥16,500  1016411245 

企業競争力と人材技能 ―三井物産創業半世紀の経営分析―（28） 高橋 弘幸 2013 9784657137050 ¥10,824  ¥13,530  1018822942 

アジア冷戦に挑んだ平和運動 ―タイ共産党の統一戦線活動と大衆参加―（29） 高橋 勝幸 2014 9784657137067 ¥10,450  ¥13,090  1015826012 

人道的介入 ―秩序と正義,武力と外交―（30） 小松 志朗 2014 9784657137074 ¥6,600  ¥8,250  1015826013 

後漢政治制度の研究 （31） 渡邉 將智 2014 9784657147011 ¥11,110  ¥13,860  1016411235 

制度変革の政治経済過程 ―戦前期日本における営業税廃税運動の研究―（32） 石井 裕晶 2014 9784657147028 ¥11,220  ¥14,080  1016411236 

オッフェンバックと大衆芸術 ―パリジャンが愛した夢幻オペレッタ―（33） 森 佳子 2014 9784657147035 ¥10,780  ¥13,530  1016411237 

英国のシティズンシップ教育 ―社会的包摂の試み―（34） 北山 夕華 2014 9784657147042 ¥7,150  ¥8,910  1016411238 

An automodular view of English grammar （35） 上野 義雄 2014 9784657147059 ¥11,110  ¥13,860  1016411239 

地域銀行の経営行動 ―変革期の対応―（36） 森 祐司 2014 9784657147066 ¥8,976  ¥11,220  1018822943 

アクティブ・ライフスタイルの構築 ―身体活動・運動の行動変容研究―（37） 竹中 晃二 2015 9784657157010 ¥10,032  ¥12,540  1018822944 

アリストテレスの存在論 ―「実体」とは何か―（38） 岩田 圭一 2015 9784657157027 ¥10,956  ¥13,695  1018822946 

格差社会の住宅政策 ―ミックスト・インカム住宅の可能性―（39） 渡邊 詞男 2015 9784657157034 ¥6,072  ¥7,590  1018822945 

環境リスク管理の法原則 ―予防原則と比例原則を中心に―（40） 藤岡 典夫 2015 9784657157041 ¥8,184  ¥10,230  1018822947 

中国独占禁止法 ―法体系とカルテル規制の研究―（41） 陳 丹舟 2015 9784657157058 ¥10,296  ¥12,870  1018822948 

An automodular view of ellipsis （42） 上野 義雄 2015 9784657157065 ¥11,088  ¥13,860  1018822949 

日本復帰と反復帰 ―戦後沖縄ナショナリズムの展開―（43） 小松 寛 2015 9784657157072 ¥9,108  ¥11,385  1018822950 

近代武道・合気道の形成 ―「合気」の技術と思想―（44） 工藤 龍太 2015 9784657157089 ¥6,864  ¥8,580  1021488273 

戦後日本の対外文化政策 ―1952年から72年における再編成の模索―（45） 牟 倫海 2016 9784657167019 ¥6,600  ¥8,250  1021488274 

前漢国家構造の研究 （46） 楯身 智志 2016 9784657167026 ¥9,768  ¥12,210  1021488275 

日中漢字文化をいかした漢字・語彙指導法 ―「覚える」から「考える」へ―（47） 李 軍 2016 9784657167033 ¥6,600  ¥8,250  1021488276 

柔道整復師 ―接骨術の西洋医学化と国家資格への歩み―（48） 湯浅 有希子 2016 9784657167040 ¥5,280  ¥6,600  1024938398 

長沙走馬楼呉簡の研究 ―倉庫関連簿よりみる孫呉政権の地方財政―（49） 谷口 建速 2016 9784657167057 ¥7,260  ¥9,075  1024938399 


