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教 科 書 目 録 の ご 案 内

　平素は小社の刊行物をご愛読いただき，厚く御礼申し上げます．
2018年度の教科書目録をお届けいたします．
　この教科書目録は，小社の既刊・近刊・来春までの新刊本の中より，
大学，短大，専門学校などの講義やゼミナールの教材としてよく利
用され，また最適と思われる本を精選し，分野別に分類して掲載し
たものです．
　この目録に収録しました各書目は，2017年9月現在の定価を記載
しております．増刷などによって今後定価が変わることもあります
のでご承知おきください．
　なお，一部在庫の少ない書籍もございます．ご採用にあたりまし
ては，裏表紙の「採用予定」にご記入のうえ，ＦＡＸにてお知らせ
ください．
　何卒ご高配のほどよろしくお願い申し上げます．

（株）大 月 書 店 　 営 業 部

掲載した書籍のなかには，品切または在庫僅少のものが一部含まれ
ています．デジタル版，オンデマンド出版などでの対応を検討いた
しますので，お手数ですがお早めに電話・FAX（裏表紙の「採用予定」）・
メール等でご相談いただけますと幸いに存じます．
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大 学 生 活

人文・社会科学系
大学院生の
キャリアを切り拓く
〈研究と就職〉をつなぐ実践

　41222-8
佐藤裕，三浦美樹，青木深／
一橋大学学生支援センター編著
A5判/208頁/2400円

（2014.3）

研究職志望者・企業等への就職志望者の双方に対
応し，ポストドクター・外国人留学生・大学教職員
にも役立つ必携のテキスト．

大学生の
学習テクニック
第３版
 41234-1
森靖雄著
A5判/288頁/1800円

（2014.12）

これ１冊で，大学生活がみるみる充実！　講義や
レポートから就活まで，丸ごとサポート．累計７
万部を売り上げたロングセラーの最新改訂版．

ストーカーから
身を守るハンドブック

 33084-3
エミリー・スペンス・アルマ
ゲヤー著　上田勢子訳
A5判/88頁/1200円

（2014.9）

ストーカー心理，ストーカー行為，法的手段，身
を守る方法などをわかりやすく解説．巻末に記録
法，安全チェックリスト付．

大学生になるって
どういうこと？
学習・生活・キャリア形成 

41231-0
植上一希，寺崎里水，
藤野真著
A5判/192頁/1900円

（2014.4）

多くの大学で課題となっている初年次教育．大学
での生活や学習方法の基礎がわかり，４年間と卒
業後のビジョンが描ける実践的テキスト．

ハタチまでに知って
おきたい性のこと
第２版 41232-7
橋本紀子，田代美江子，
関口久志編
A5判/200頁/2000円

（2017.3）

からだの仕組みや避妊の方法，性感染症への対処
法など，性をめぐる基礎知識を実践的に解説．セ
クハラやデートDVの問題も考える．

大学生のための
メンタルヘルスガイド
悩む人、助けたい人、知りた
い人へ 41235-8

松本俊彦編
A5判/224頁/1800円

（2016.7）

大学生が直面しやすいメンタルヘルスの問題に対
して，それぞれの分野を代表する専門家がやさし
く解説．処方箋となる１冊．

NEW!!
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歴 史

地 理

日本社会の歴史
歴史教育者協議会編

上＝原始・古代～近世
52096-1　（2012.9）
A5判/296頁/2500円

下＝近代～現代
52097-8　（2012.11）
A5判/360頁/2500円

アジアとの関係，民衆の歴史，女性史・ジェンダー
史に光をあて，マイノリティや辺境からの視点を
重視．コンパクトに学べる日本通史．

歴史を読み替える
ジェンダーから見た日本史 
久留島典子，長野ひろ子，長志珠絵編
A5判/288頁/2800円（2015.1）
高校の教科書に対応した，ジェンダー視点による
日本通史．多数の資料とともに新たな歴史像を描
き出す．基礎講座のテキストに最適．

これならわかる
日本の歴史Ｑ＆Ａ　
全3巻 

加藤文三，市川真一，
石井郁男著
A5判/平均132頁/各1200円

暗記，暗記の歴史授業のおかげで多くの子どもが
歴史ぎらいになっています．でもそこは教え方し
だい．だれでもが歴史好きになるような本を作っ
てみよう――３人のベテラン教師会心の作．

①旧石器～平安 50151-9
②鎌倉～江戸 50152-6
③幕末～現代 50153-3

はじめて学ぶ
日本近代史
大日方純夫著

上＝開国から日清・日露まで 
52068-8　（2002.3）
A5判/200頁/1800円

下＝日露戦後から敗戦まで 
52069-5　（2003.3）
A5判/224頁/1800円

開国から敗戦までを，〈内〉〈外〉からの眼，女性・
子どもの視点などを交差させながら描き出す．

すっきり！わかる
歴史認識の争点Ｑ＆Ａ

 52101-2
歴史教育者協議会編
A5判/160頁/1500円

（2014.5）

南京虐殺はでっちあげ？　「慰安婦」制度はどの
国にもあった？　歴史の歪曲にきっぱり反論でき
る論拠と証拠をこの１冊に．

歴史を読み替える
ジェンダーから見た
世界史
 50181-6
三成美保，姫岡とし子，
小浜正子編
A5判/320頁/2800円

（2014.5）

高校の教科書に対応した，ジェンダー視点による
初めての世界史．多数の資料とともに新たな歴史
像を描き出す，画期的なテキスト．

わかる・身につく
歴史学の学び方
 41236-5
大学の歴史教育を考える会編
A5判/208頁/2000円

（2016.11）

概説書・研究書・論文の読み方，ノートのとり方，
ゼミ発表，そして卒論執筆．大学４年間の学びに
欠かせないワザと工夫を指南．

NEW!!
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証言記録 市民たちの戦争 全3巻　　　50215-0
NHK「戦争証言」プロジェクト編　吉田裕，一
ノ瀬俊也，佐々木啓監修
46判/各344～388頁/各巻2600円
①銃後の動員／②本土に及ぶ戦禍／③帝国日本の
崩壊

高度成長の時代　全３巻 52090-9

大門正克，大槻奈巳，岡田知弘，
佐藤隆，進藤兵，高岡裕之，柳沢遊編
46判/各350～400頁/各巻3800円
①復興と離陸／②過熱と揺らぎ／③成長と冷戦へ
の問い

これならわかる
沖縄の歴史Ｑ＆Ａ 52073-2
楳澤和夫著
A5判/128頁/1400円（2003.1）
幾多の苦難に見舞われながら「本土とは違う」独
特の文化を形成してきた沖縄．チャンプルー文化
といわれるユニークな歴史をＱ＆Ａで解き明かす．

「慰安婦」バッシングを越えて
「河野談話」と日本の責任 52089-3
「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンタ
ー編　西野瑠美子，金富子，小野沢あかね責任編集
46判/288頁/2200円（2013.6）

「慰安婦」への強制はあった！くり返される暴言を
全面批判．問題解決のために日本は何をすべきか．

「生存」の東北史
歴史から問う3.11 52088-6
大門正克，岡田知弘，河西英通，川内淳史，高岡裕之編
46判/320頁/2800円（2013.5）
災害と開発，差別と後進を強いられながら「生存」
の足場を創る試みがなされた東北．歴史を掘り起
こし3.11後の現在と往還する．

歴史学が問う 公文書の管理と情報公開
特定秘密保護法下の課題 51010-8
安藤正人，吉田裕，久保亨編
46判/264頁/3500円（2015.5）
特定秘密保護法がもたらす問題を，近現代の歩み
と現状から検証．情報公開法と公文書管理法に基
づき，被害を食いとめ，同法撤廃の展望を示す．

これならわかる
アメリカの歴史Ｑ＆Ａ 50221-9
石出法太，石出みどり著
A5判/160頁/1600円（2015.4）
先住民時代から現代まで，超大国アメリカが出現
した過程を追う．ディズニー，映画，野球，音楽，
ミュージカルなども取り上げる．

これならわかる
韓国・朝鮮の歴史Ｑ＆Ａ 50204-2
三橋広夫著
A5判/128頁/1400円（2002.8.1）
朝鮮半島になぜ２つの国ができたの？それ以前に
はどんな歴史があったか？韓国・朝鮮の古代から
現代までの歴史をＱ＆Ａでわかりやすくまとめる．

これならわかる
中国の歴史Ｑ＆Ａ 50205-9
宮崎教四郎，秋葉幹人著
A5判/128頁/1400円（2003.3）
漢字は誰がつくったか．孫悟空はどのように英雄
になったかなど，興味深いエピソードを織り込み，
黄河文明から現代中国までの歴史をひも解く．

これならわかる
台湾の歴史Ｑ＆Ａ 50198-4
三橋広夫著
A5判/144頁/1500円（2012.5）
台湾って国じゃないの？　中国との関係は？　占
領されていたのになぜ親日？　台湾の知られざる
歴史を多くの写真と共にひもとく．

向かいあう　　　 　
日本と韓国・朝鮮の歴史
近現代編

 52100-5
歴史教育者協議会（日本），
全国歴史教師の会（韓国）編
A5判/320頁/2800円

（2015.1）

加害と被害の近現代史をともにもつ日本と韓国．
日韓の歴史教師たちがその歴史を見つめ直し，和
解と共存の可能性を探る．

歴史学が挑んだ課題
継承と展開の50年
 51011-5
歴史科学協議会編
A5判/392頁/3700円

（2017.6）

日本の歴史学界で論じられてきた重要かつ基礎的
テーマを俯瞰し，研究の意義と到達点，今後の課
題と可能性を提示する．

これならわかる
オリンピックの歴史
Ｑ＆Ａ
 50222-6
石出法太，石出みどり著
A5判/176頁/1600円

（2016.4）

国際平和のイメージの一方，政治利用や商業主義
もつきまとうオリンピック．古代以来の歴史を，
光と影の両面をふまえてまとめる．

NEW!!
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これならわかる
ベトナムの歴史Ｑ＆Ａ 50208-0
三橋広夫著
A5判/128頁/1400円（2005.7）
たえず大きな変化にさらされてきたベトナムの歴
史を，隣国のラオス・カンボジアとともに，わか
りやすく学ぶ．

これならわかる
ハワイの歴史Ｑ＆Ａ 50209-7
石出みどり，石出法太著
A5判/128頁/1400円（2005.9）
ハワイ王国の滅亡，幕末日本との関係，日本人移
民，太平洋戦争など，ハワイの魅力や問題点を文
化と歴史の面から捉え直す．

これならわかるオーストラリア・
ニュージーランドの歴史Ｑ＆Ａ 50199-1
石出法太，石出みどり著
A5判/144頁/1500円（2009.8）
ヨーロッパ人の入植以前から現代までの歴史を
99の質問と回答から構成．先住民の世界や日本
との関わりにも目を配った充実の内容．

これならわかる
キリスト教とイスラム教の歴史Ｑ＆Ａ 50206-6
浜林正夫著
A5判/144頁/1400円（2005.1）
世界人口の半分以上を占めるキリスト教徒とイス
ラム教徒．２大宗教の対立は宿命か？　難解な宗
教史がこの１冊ですっきりわかる．

これならわかる
パレスチナとイスラエルの歴史Ｑ＆Ａ 50207-3
野口宏著
A5判/144頁/1400円（2005.2）
なぜ暴力の連鎖が続くのか？両者の共存の道はな
いのか？私たちが感じている素朴な疑問や話題を
通して，歴史の起源からわかりやすく解説．

アメリカと戦争 1775‒2007
「意図せざる結果」の歴史 53042-7
ケネス・Ｊ・ヘイガン，イアン・Ｊ・ビッカートン著
高田馨里訳
46判/320頁/2800円（2010.6）
独立戦争からイラク戦争まで．「意図せざる結果」
に彩られたアメリカ合衆国の戦争史．

勝者なき戦争
世界戦争の200年 53043-4
イアン・Ｊ・ビッカートン著　高田馨里訳
46判/320頁/3600円（2015.5）
近現代の主要な戦争を対象に，戦争における勝利
と敗北の問題を探究する現代の名著．

これならわかる
世界の歴史Ｑ＆Ａ
全3巻 

鈴木亮，中山義昭，
三橋広夫，石出みどり著
A5判/各128頁/各1300円

「世界史がどうも苦手…」という人におススメの
シリーズ．楽しく好奇心のわくＱ＆Ａが３冊あわ
せて247もあり，暗記中心とはちがう面白さで世
界史が学べます．

①人類の誕生～ヨーロッパ人の世界進出 50201-1
②市民革命～第一次世界大戦 50202-8
③世界恐慌～21世紀への扉 50203-5

羽田正監修
A4判/各40頁/各3000円

（2015.6―2016.3）

人類の歴史を「輪切り」にすると，教科書とは違
う新しい世界史が見えてくる！　豊富なイラスト
で「見て楽しむ」歴史絵本．

①世界史のはじまり 40935-8
②さまざまな世界像 40936-5
③海をこえてつながる世界 40937-2
④大きく動きだす世界 40938-9
⑤変わりつづける世界 40939-6

輪切りで見える！
パノラマ世界史
全5巻
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教えて！哲学者たち　上・下
子どもとつくる哲学の教室 上40618-0／下40619-7
D・A・ホワイト著　村瀬智之監訳　上田勢子他訳
A5判/平均150頁/各2200円（2016.11‒12）

「嘘がいけないのはなぜ？」「本当の友達って？」
身近な疑問から古今東西の哲学者の思想へ．教室
で使える活動案や指導ガイドつき．

動物倫理入門
 43098-7
ローリー・グルーエン著　河島基弘訳
A5判/280頁/3400円（2015.11）
工場製品と化した畜産動物，医学の「進歩」に供
される実験動物……．動物と人間の関係をめぐる
倫理的問題を，包括的かつ簡潔に解説する．

死の自己決定権のゆくえ
尊厳死・「無益な治療」論・臓器移植 36069-7
児玉真美著
46判/224頁/1800円（2013.8）
尊厳死とその制度化の問題点を考え，世界各国で
安楽死・自殺幇助・治療の強制終了などが合法化さ
れている驚くべき事実を告発する．

脱原発と工業文明の岐路
 43092-5
岩佐茂，高田純著
46判/272頁/2400円（2012.8）
3・11以後の歴史的転換についての哲学的なアプ
ローチ．工業文明と科学技術，低線量被曝，自然
観の再検討，脱工業社会などを考察．

平等の哲学
新しい福祉思想の扉をひらく 43085-7
竹内章郎著
46判/272頁/2200円（2010.5）
一見単純に見えながら実は多様で奥深い「平等」
という難問を根源的に再検討．新たな平等論構築
のための理論的枠組みを提示．

自由主義
福祉国家への思想的転換 43086-4
L.T.ホブハウス著　吉崎祥司監訳
社会的自由主義研究会訳
46判/208頁/2500円（2010.5）
社会的平等の視点から市場経済と私的所有の限界
を指摘．福祉国家思想の淵源となった代表作．

市民社会論
その理論と歴史 43066-6
吉田傑俊著
A5判/336頁/3400円（2005.7）
マルクス市民社会論の理論的再構成を軸に西欧市
民社会論の歴史的展開を検討するとともに，〈現代
的〉市民社会論の諸潮流を理論的に集約する．

環境倫理と風土
日本的自然観の現代化の視座 43065-9
亀山純生著
46判/256頁/2500円（2005.7）
環境倫理は自然保護の現場にどう役立つか．基本
的諸命題を問い直し，日本的自然観に根ざした風
土を核とする共生型合意の規範を提起した力作．

平和と和解の思想をたずねて
 43084-0
平和と和解の研究センター／足羽與志子・濱谷正
晴・吉田裕編著
46判/360頁/3400円（2010.6）
様々な学問領域における第一級の研究者が，具体
的なテーマを取り上げ思考をめぐらせる．

境界領域への旅
岬からの社会学的探求 43070-3
新原道信著
46判/296頁/2800円（2007.7）
20世紀そして21世紀の愚行／愚考がもたらす社
会的痛苦．たったひとりで“異郷／異境／異教”
の地に降り立つひとに捧ぐ“詩草”の書．

哲 学

思 想

資本主義を超える
マルクス理論入門
 43099-4
渡辺憲正，平子友長，
後藤道夫，蓑輪明子編
A5判/264頁/2400円

（2016.9）

革命，経済，歴史に関する基礎理論を解説し，女
性／家族，エコロジー，ナショナリズムなど現代
の問題をマルクスの視座から考察．

NEW!!

デンマーク共
サ ム フ ン ズ

同社会の
歴史と思想
新たな福祉国家の生成
 36090-1
小池直人著
A5判/392頁/4200円

（2017.9）

新自由主義下にも高度な福祉を保ちつづけるデン
マーク．それを可能にした思想的背景と歴史過程
を考察する本格的研究書．

NEW!!



6

国民文庫版 資本論（全９冊）
 80250-0
マルクス著　岡崎次郎訳
国民文庫/平均460頁/揃価10006円（1972―75）
マルクスの主著『資本論』を，正確・厳密かつわ
かりやすく訳出した定番テキスト．第９分冊には
解題と総索引を収録．

引き裂かれたアメリカ
富の集中、経済危機と金権政治 15043-4
高田太久吉著
46判/288頁/2500円（2017.6）
一握りの者への富の集中，カネに支配された政治
のありようを，豊富なデータから明らかにし，ア
メリカを引き裂く社会的分断の実態に迫る．

新自由主義と金融覇権
現代アメリカ経済政策史 15041-0
萩原伸次郎著
A5判/320頁/2900円（2016.11）
ニクソン政権以降のアメリカ合衆国における新自
由主義経済政策の展開を，金融覇権の生成・確立・
危機という観点から分析．

市場社会と人間の自由
社会哲学論選 43091-8
カール・ポランニー著　若森みどり・植村邦彦・
若森章孝編訳　46判/384頁/3800円（2012.5）
経済と民主主義の危機という経験から，市場ユー
トピアを根源的に批判し，人間の自由を追究し続
けた知的格闘の軌跡．

不平等と再分配の新しい経済学
 11118-3
サミュエル・ボウルズ著　佐藤良一，芳賀健一訳
A5判／216頁／3000円（2013.8）
平等主義は時代遅れになったのか？　最新のゲー
ム理論・行動科学と実証・実験データに基づいて示
す，ラディカルな再分配政策の可能性．

世界経済危機とマルクス経済学
 15039-7
基礎経済科学研究所編
A5判/248頁/2600円（2011.3）
資本主義体制の危機をどう打開するか．近代経済
学諸派の経済理論を批判的に検討する中で，マル
クス経済学の優位性を検証する．

改訂新版 岐路に立つ日本経済
 14058-9
北村洋基著
A5判/312頁/2600円（2010.5）
リーマンショック後の世界大不況のもとでの日本
経済の危機的現状とその打開策を提起する最新の
日本経済論．大学テキストに最適．

世界経済と企業行動
現代アメリカ経済分析序説 15036-6
萩原伸次郎著
A5判/308頁/2900円（2005.3）
世界最大の債務国でありながら，経済覇権を強化
しているアメリカ．こうした体制がどのように維
持されているのかを巨大企業の行動から分析．

経 済

99％のための
経済学入門　第２版
マネーがわかれば
社会が見える 11121-3
山田博文著
A5判/240頁/1900円

（2016.7）

マルクス自身の
手による資本論入門
 11114-5
モスト原著　マルクス加筆・改訂
大谷禎之介訳
46判/216頁/2200円

（2009.10）

１％の富裕層に仕える経済学ではなく99％の生
活者のための経済学を．アベノミクスの矛盾や中
国経済など最新データを補足した第２版．

マルクス自身がわかりやすく加筆・改訂した，た
だひとつの『資本論』入門．画期的新訳と解説を
加えた『資本論』入門書の決定版．

貿易入門
世界と日本が見えてくる
 15042-7
小林尚朗，篠原敏彦，
所康弘編
A5判/280頁/2300円

（2017.4）

大学１年生を主な対象に，貿易の基本を解説．理
論や歴史，今日の課題はもちろんのこと，貿易実
務までカバーする．国際ビジネスを志す方にも．

NEW!!

NEW!!



7

現代金融と信用理論
 11110-7
信用理論研究学会編
A5判/352頁/2800円（2006.1）
金融グローバル化，金融技術革新，規制緩和と市
場化など，金融環境の激変とともに複雑・多様化
する現代金融の実像を鋭く分析する．

金融グローバリゼーションの理論
 11111-4
信用理論研究学会編
A5判/352頁/2800円（2006.2）
ユーロ誕生，通貨危機，ドル不安，セキュリタイ
ゼーション，機関投資家現象など，グローバル化
し不安定化する国際金融の実像を解明．

これならわかる金融経済　第３版
 11119-0
山田博文
A5判／288頁／2400円（2013.9）
日々のニュースや経済問題に焦点をあて，金融や
経済の基礎知識をわかりやすく解説する．最新情
報によるロングセラーの全面改訂．

国債がわかる本
政府保証の金融ビジネスと債務危機 14061-9
山田博文著
46判／176頁／1500円（2013.5）
国債は国の借金であると同時に，確実に金利を受
け取れる「おいしい」金融ビジネスでもある．そ
の両側面とメカニズムを平易に解説．

戦後日本資本主義の現局面　従属と貧
困・格差「大国」（戦後世界と日本資本主義２）
鈴木春二著　　　　　　10242-6
A5判/304頁/3000円（2017.1）
原発，貧困と格差の拡大，「憲法改正」など重大な
岐路にある戦後日本の原点と経緯を概括し，問題
の根因を析出し，日本経済の現在を解明する．

戦後日本資本主義と平成金融“恐慌”
（戦後世界と日本資本主義３） 10243-3
相沢幸悦著
A5判/208頁/2800円（2010.6）
日本経済を苦しめ続ける大不況の原因を，戦後日
本の金融をふりかえって考え，健全な金融システ
ムの構築に向けた道筋を提案する．

現代グローバリゼーションとアメリカ
資本主義（戦後世界と日本資本主義4） 10244-0
柿崎繁著
A5判/304頁/3000円（2016.5）
アメリカによる経済的・軍事的覇権の確立と揺ら
ぎ，それを補強するための戦略から，現代グロー
バリゼーションを分析する試み．

戦後日本資本主義の根本問題
（戦後世界と日本資本主義５） 10245-7
涌井秀行著
A5判/200頁/2800円（2010.3）

「零細土地所有」と「冷戦体制」――本書はこれら
の「根本問題」を基礎に，戦後日本の成長と危機
を読み解く試みである．

戦後日本重化学工業の構造分析
（戦後世界と日本資本主義６） 10246-4
吉田三千雄著
A5判/224頁/2800円（2011.9）
戦後日本の高度成長を主導した重化学工業．その
歴史的展開と現在を，豊富な資料をもとに跡づけ
る．

戦後日本の労使関係　戦後技術革新と労使
関係の変化（戦後世界と日本資本主義７） 10247-1
藤田実著
A5判/256頁/2800円（2017.6）
生産力の発展と資本蓄積，労働運動によって規定
される労使関係の構造を生成・確立・変容の諸局面
で把握し，戦後日本資本主義を分析する．

マルクス・フォー・ビギナー　全５巻 00530-7

A5判/平均144頁/各1200円（2009.7―2010.4）
マルクスの著作を初めて読む読者のための古典シ
リーズ．マルクス思想の全体像をつかめる５作品
を選び，理解を助ける解説・年譜・注解を付した．

①共産党宣言
 00531-4
マルクス＝エンゲルス著　村田陽一訳　浜林正夫解説
A5判/112頁/1200円（2009.7）

「万国のプロレタリア団結せよ！」――資本主義の
限界があらためて問われる今，いっそう生命力を
増す歴史的宣言．

②空想から科学へ
 00532-1
エンゲルス著　村田陽一，寺沢恒信訳　浜林正夫解説
A5判/136頁/1200円（2009.7）
資本主義から社会主義への道筋を解き明かす，マ
ルクス思想の最良の入門書．

③賃労働と資本
 00533-8
マルクス著　村田陽一訳　金子ハルオ解説
A5判/128頁/1200円（2009.9）
マルクスが労働者のために書いた経済学の書．資
本主義における搾取のしくみを平易に説く．

④賃金・価格・利潤
 00534-5
マルクス著　土屋保男訳　金子ハルオ解説
A5判/176頁/1200円（2009.9）
労働運動の有効性を，賃金・価格・利潤の関係につ
いての，すぐれて経済学的な分析によって示した
名著．

⑤フォイエルバッハ論
 00535-2
マルクス＝エンゲルス著　渡邉憲正訳
山科三郎，渡邉憲正解説
A5判/160頁/1200円（2010.4）
マルクス「フォイエルバッハ・テーゼ」，エンゲルス「フォ
イエルバッハとドイツ古典哲学の終結」の画期的新訳．

NEW!!

NEW!!
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はじめて学ぶマーケティング　応用篇
マーケティングと現代社会 14048-0
薄井和夫著
A5判/200頁/2000円（2003.9）
姉妹編である［応用篇］では，情報社会，グロー
バル社会等，現代社会の諸特徴をテーマにし，こ
れに関連するマーケティングの諸問題を紹介．

イギリスと日本の流通政策
 14054-1
岩下弘著
A5判/256頁/3400円（2007.7）
17世紀以来の英国の商店法の変遷と，90年代の
日本の流通政策の変遷を検討し消費者との関わり
を消費者行政・独禁法改正などにみる．

中小企業が日本経済を救う
 14051-0
森靖雄著
46判/280頁/2000円（2004.10）
グローバル化と長期不況のもとで苦境にたつ日本
の産業・産地・商店街の再建について，内外の多彩
な成功例をもとに詳細に解説した提言書．

経 営

はじめて学ぶ
マーケティング 基礎篇
現代のマーケティング戦略 

14049-7
薄井和夫著
A5判/192頁/2000円

（2003.12）

経営分析
 16019-8
大橋英五著
A5判/264頁/3000円

（2005.10）

マクロマーケティングの視点からの斬新な入門テ
キスト．［基礎篇］は，製品戦略，価格戦略等の基
礎を学びながら現代社会の諸問題を取り上げる．

長期不況のもとで，大企業が繁栄し，中小企業は
赤字．これでいいのか！　正しい企業の再構築は
どうあるべきか？　企業分析の新しい方法を提起．

非営利法人・団体と
労働組合の
会計と税務 Q&A
 16020-4
協働公認会計士協働事務所，
税務協働税理士協働事務所
編著
A5判/280頁/2200円

（2013.10）

非営利法人，NPO，労働組合の会計担当者必携！
会計処理のしかた，課税のされ方など，「そこを知
りたかった！」の悩みをQ&Aで解決します．
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法 律

デモクラシー検定
民主主義ってなんだっけ？  21092-3
石埼学著
46判/184頁/1500円（2006.11）
民主主義の基本は多数決？議員は国民の代表？
民主主義の「常識」の怪しさを気鋭の憲法学者が
看破．やさしくラディカルな日常の民主主義論．

世界の「平和憲法」　新たな挑戦
 21102-9
笹本潤著
46判/168頁/1600円（2010.5）

「外国軍事基地禁止」や「軍隊廃止」などをおり
こんだ世界の新しい平和憲法を紹介しながら，平
和構築を考える新たな視点を提示．

はじめて学ぶ
日本国憲法
 24012-8
小沢隆一著
A5判/216頁/1800円

（2005.3）

増補版
赤ペンチェック
自民党憲法改正草案
 21115-9
伊藤真著
A5判/128頁/1000円

（2016.9）

改憲論の問題点を鋭く指摘しつつ，９条をはじめ
とした憲法の先駆的内容をわかりやすく解説．学
生とともに市民の憲法学習にも役立つテキスト．

改憲勢力3分の2，いよいよ憲法改正へ？　自民党
の改憲草案を逐条解説し好評を得た旧版に，最新
情勢と展望を加筆し緊急出版．高田延彦さん推薦

けんぽうのえほん　　 
あなたこそたからもの
 21111-1
いとうまこと（伊藤真）文
たるいしまこ（垂石眞
子）絵
B5変形判/40頁/1300円

（2015.5）

憲法の伝道師として活躍する著者が，憲法の大切
な精神を平易な言葉で語りかける，初めての憲法
絵本．

社会権
人権を実現するもの
 43100-7
竹内章郎，吉崎祥司著
46判/368頁/3600円

（2017.3）

社会権を軽視し，豊かな福祉の実現を阻んできた
日本の法学・社会理論を批判的に検証し，社会権
再生の意義を示しだす．

NEW!!
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これならわかる
日本の領土紛争
国際法と現実政治から学ぶ
 21103-6
松竹伸幸著
46判/192頁/1600円

（2011.8）

政 治
シリーズ 新福祉国家構想（刊行中）
福祉国家構想研究会編
代表：岡田知弘，後藤道夫，二宮厚美，渡辺治

現代日本の労働市場と社会保障制度を根本から問
い直し，新しい福祉国家を提起するシリーズ．

①誰でも安心できる医療保障へ　
皆保険50年目の岐路 36071-0
二宮厚美・福祉国家構想研究会編
46判/240頁/1900円（2011.12）
人々の暮らし・生存を支える医療制度の実現に向
けて，現状を批判的に検討し，新たな福祉国家を
展望する理論と対抗構想を提示する．

②公教育の無償性を実現する
教育財政法の再構築 36072-7
世取山洋介・福祉国家構想研究会編
46判/520頁/2900円（2012.8）
教育財政・条件整備制度の歴史を根本的に見直し，
教育的必要を満たす制度の骨格と財政量を提示．
教育財政法の新たな地平を拓く．

③失業・半失業者が暮らせる制度の構築
雇用崩壊からの脱却 36073-4
後藤道夫，布川日佐史，福祉国家構想研究会編
46判／256頁／2200円（2013.4）
日本の失業時保障の貧困を徹底批判．雇用保険制
度の抜本改正と「求職者保障制度」の新設など，
労働者の総合的な生活保障を提示．

④福祉国家型財政への転換
危機を打開する真の道筋 36074-1
二宮厚美，福祉国家構想研究会編
46判/320頁/2400円（2013.5）
財政危機と国民生活の危機を同時に解決していく
ために，経済・財政危機の原因と，新しい福祉国
家のための財政原則を具体的に提示．

⑤日米安保と戦争法に代わる選択肢
憲法を実現する平和の構想 36075-8
渡辺治，福祉国家構想研究会編
46判/408頁/2300円（2016.10）
安保と改憲をめぐる攻防の歴史をふまえ，対米従
属を断ち切り，アジアに安定をもたらす，平和憲
法を真に実現する道筋を提示する．

歴史的経緯と国際法上の論争を平易な文章でコン
パクトに解説し，政治的背景や相手国の主張をも
視野に入れた現実的な方途を探る．

〈大国〉への執念
安倍政権と日本の危機
 21110-4
渡辺治，岡田知弘，
後藤道夫，二宮厚美著
46判/400頁/2400円

（2014.10）

改憲～軍事大国化と新自由主義改革の再起動とい
う課題を自覚的に遂行する安倍政権の現段階を構
造的に分析．対抗への道筋を示す．

18歳からわかる
平和と安全保障の
えらび方
 21112-8
梶原渉，城秀孝，布施祐仁，
真嶋麻子編
A5判/216頁/1600円

（2016.1）

安保法制で何が変わるのか？　本当に平和な世界
の実現に向けて何ができるのか？　自分の問題と
して考え行動するための判断材料を示す．
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講座 戦争と現代　全5巻 20080-1

渡辺治，後藤道夫，大日方純夫，
木畑洋一，山科三郎，山田朗，和田進編
46判/平均360頁/揃14200円
20世紀から21世紀の世界と日本を，戦争を切り口
に分析し，現在と未来を見通す視点を提起する．

①「新しい戦争」の時代と日本
 20081-8
渡辺治，後藤道夫編
46判/392頁/2900円（2003.11）
９・11からイラク戦争．テロと「新しい戦争」の
時代はなぜ始まったのか等を，アメリカ帝国と経
済グローバリズムという二つの軸で解析する．

②20世紀の戦争とは何であったか
 20082-5
木畑洋一編
46判/288頁/2800円（2004.1）
戦争の視角から国民国家形成の歴史やアメリカ，
ソ連の現代史を振り返り，20世紀の戦争の性格
を再検討．

③近代日本の戦争をどう見るか
 20083-2
大日方純夫，山田朗編
46判/320頁/2800円（2004.2）
日本の植民地支配は，他の諸国家のそれとどう違
っていたか．近代日本の戦争の特質を政治・軍事・
社会・イデオロギーの各側面から解明する．

④ナショナリズムと戦争
 20084-9
後藤道夫，山科三郎編
46判/320頁/2800円（2004.6）
ナショナリズムの特徴を捉えながら，グローバリ
ズムが進展する中での現代の戦争とナショナリズ
ムの関係を考察する．

⑤平和秩序形成の課題
 20085-6
渡辺治，和田進編
46判/416頁/2900円（2004.4）
イラク派兵を強行した日本の軍事大国化を食い止
めることはできるか．対抗構想を提起し，その担
い手の形成についても考察する．

中東と日本の針路
「安保法制」がもたらすもの 21113-5
長沢栄治，栗田禎子編
46判/264頁/1800円（2016.5）
総勢40人の中東研究者たちが，「安保法制」に警
鐘を鳴らし，激動する情勢を読み解くとともに，
日本＝中東関係の未来を展望する．

すっきり！わかる　集団的自衛権Ｑ＆Ａ
 21107-4
浅井基文著
A5判／176頁／1500円（2014.2）
集団的自衛権と憲法との関係は？　行使を認める
とどうなる？　中国・北朝鮮の脅威に備えに必要
か．問題の全体像をすっきり整理．

市民に選挙をとりもどせ！
 21106-7
小沢隆一，田中隆，山口真美編著
A5判／200頁／1800円（2013.6）
１票の格差に相次ぐ違憲判決．小選挙区による大
量の死票…問題だらけの日本の選挙制度を洗い出
し，市民のための選挙のあり方を示す．

普通の国になりましょう
 21093-0
C・ダグラス・ラミス著
46判/96頁/1200円（2007.4）

「普通の国」ってどんな国？軍隊のある国が普通？
ユーモアと機知にあふれた問いを通して，日本の，
世界の，意外な姿が見えてくる．

グローバリゼーションと戦争
宇宙と核の覇権めざすアメリカ 21079-4
藤岡惇著
46判/256頁/2200円（2004.7）
米国の新しい世界戦略が戦争とテロを引き起こす
しくみと背景を分析．それに対抗する市民運動の
世界的胎動を紹介する．

グローバル・ガバナンスの時代へ
ナショナリズムを超えて 21078-7
碓井敏正著
46判/240頁/2300円（2004.5）
グローバル化を誰がどのようにコントロールして
いくか．ロールズの〈正義論〉が国民国家の枠を
超えて適用される可能性を模索する．

ナショナリズムの歴史と現在
 51006-1
E・J・ホブズボーム著　浜林正夫，嶋田耕也，庄司信訳
46判/304頁/3500円（2001.3）
国家とは？民族とは？国民とは？　本書は，ナシ
ョナリズムの歴史を世界史的な視野でたどりなが
ら，この３者の複雑な関係を解き明かす．
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「大量失業社会」の労働と家族生活
筑豊・大牟田150人のオーラルヒストリー 33075-1
都留民子編著　高林秀明・堀木晶子・増淵千保美・
唐鎌直義著　46判/296頁/2800円（2012.6）
不安定雇用と失業が増大する現代日本．とりわけ
厳しさが増す地方都市の150人の切実な語りから，
失業を生きる人びとの実像を描く．

労働再審　全６巻 30180-5

本田由紀，五十嵐泰正，藤原千沙，山田和代，
西澤晃彦，仁平典宏，山下順子，山森亮編
46判/頁不同/各2600円

「働くこと」の自明性を問い直す――揺らぐ労働
の諸相から現代を描くシリーズ．

①転換期の労働と〈能力〉 
 230181-2
本田由紀編
46判/288頁/2600円（2010.11）
いかなる「能力」を身に付ければ「まともな」処
遇が約束されるのか？　現代人を不安に駆り立て
る「能力」概念を再検証する論集．

②越境する労働と〈移民〉
 30182-9
五十嵐泰正編
46判/320頁/2600円（2010.11）
本格的な移民導入の議論が高まる日本．人はおろ
か仕事や職場すら容易に国境を越える時代は，労
働社会にいかなる変容を迫るのか．

③女性と労働
 30183-6
藤原千沙，山田和代編
46判/288頁/2600円（2011.1）
現代の貧困問題の根は女性労働にある――男性の
遥か以前から低条件や無償の労働を強いられてき
た女性たちの働き方を再検証する．

④周縁労働力の移動と編成
 30184-3
西澤晃彦編
46判/272頁/2600円（2011.9）
空間・移動という視点で，戦前戦後の出稼ぎや集
団就職，「寄せ場」から現代のワーキングプアまで
を貫く，特異かつ根源的な労働論．

⑤ケア・協働・アンペイドワーク
揺らぐ労働の輪郭 30185-0
仁平典宏・山下順子編
46判/288頁/2600円（2011.12）
ケア，ボランティア，コミュニケーション労働…

「支払われるべき」労働の境界とは．再生産をめ
ぐる変容と労働概念の揺らぎに迫る．

⑥労働と生存権
 30186-7
山森亮編
46判/272頁/2600円（2012.1）
働ける／働けないにかかわらず生存を保障する制
度とは．雇用劣化と社会保障の綻びのもとで，改
めて労働と福祉の接続を問い直す．

若者の労働と生活世界
彼らはどんな現実を生きているか 35025-4
本田由紀編
46判/368頁/2400円（2007.5）
混迷の時代，模索する若者たちの「現場」から見
える実像とは．気鋭の研究者らが同世代の現実と
日本社会の矛盾を問う画期的論集．

ノンエリート青年の社会空間　働くこと，
生きること，「大人になる」ということ 35030-8
中西新太郎＋高山智樹編
46判/392頁/3200円（2009.9）
標準的ライフコースを外れた若者たちが，不利な
条件下でなお「何とかやっていく」空間を形成す
るため模索する姿を丹念に描く．

フリーター労組の生存ハンドブック
つながる，変える，世界をつくる 33060-7
清水直子，園良太編著
46判/208頁/1450円（2009.7）
自由と生存のメーデーなどで話題をよぶフリータ
ー労組が，働き方や生活のピンチの対処法，デモ
や仲間づくりまでを実践的に説く．

高卒女性の12年
不安定な労働、ゆるやかなつながり 35041-4
杉田真衣著
46判/240頁/2500円（2015.7）
高校3年から30歳まで，わずかなつながりを支え
に，東京で生きぬくノンエリート女性たち．その
歩みを，インタビュー調査から描く．

労 働

どうして就職活動は
つらいのか
 31051-7
双木あかり著
46判/200頁/1600円

（2015.4）

薄っぺらい自己分析，大量のエントリーシート，
突きつけられる「不合格」――．大学生へのアン
ケート調査をもとに当事者が綴る苦しみの理由．
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S
シ ー ル ズ

EALDs　民主主義ってこれだ！
33086-7 

SEALDs（自由と民主主義のための学生緊急行動）編著
A5判/160頁/1500円（2015.10）
民意を無視した政治に若者が声をあげた．大きな
社会現象となったムーブメントの渦中で，メンバ
ー自らが編んだビジュアルドキュメント．

若者と社会変容
リスク社会を生きる 35031-5
A・ファーロング，Ｆ・カートメル著　乾彰夫ほか訳
46判/320頁/2800円（2009.11）
先進諸国が直面する「若者期」の変容を，教育，
雇用，余暇，政治参加などの諸側面から検証．新
たな困難と変わらぬ不平等を描く．

茶色の朝
 60047-2
フランク・パヴロフ物語　ヴィンセント・ギャロ絵
高橋哲哉メッセージ　藤本一勇訳
46判/48頁/1000円（2003.12）
仏で極右の台頭を牽制したとされる現代の寓話．
世代を超えて反響を集めた日本版オリジナル編集．

ドキュメント アメリカ先住民
あらたな歴史をきざむ民 33067-6
鎌田遵著
46判/432頁/2800円（2011.11）
あらゆる困難がのしかかるアメリカ社会の最底辺
で苦闘しつつ，先住民の誇りとあらたな挑戦に賭
ける様々な部族の相貌．唯一無二の記録．

ホームレスと自立／排除
路上に〈幸福を夢見る権利〉はあるか 33053-9
笹沼弘志著
46判/320頁/2600円（2008.2）
貧困の極限たる野宿者はなぜ偏見と排除にさらさ
れ続けるのか．思想的・法的考察から近代の人権
理論をアクチュアルに鍛えなおす．

格差国家アメリカ
広がる貧困，つのる不平等 23019-8
大塚秀之著
46判/200頁/1800円（2007.9）
少数者への膨大な富の集中と驚くべき数の貧困世
帯の存在．経済格差と貧困，人種差別と人権問題
をするどく分析した現代アメリカ論．

中東革命のゆくえ
 23020-4
栗田禎子著
46判/280頁/2200円（2014.10）

「自由，尊厳，社会的公正」を掲げ，宗教・宗派を
超えて人々が立ち上がったエジプト2011年革命．
その歴史的背景と構造，今後の展望を描きだす．

北朝鮮の人権問題にどう向きあうか
 21109-8
小川晴久著
46判/224頁/1800円（2014.8）
北朝鮮での人権侵害の実態はどのようなものか．
国際社会はどう動いているか．日本の人たちはど
う考え，何をすべきか．推薦・土井香苗氏（HRW）

テレビ報道職のワーク・ライフ・アンバランス
13局男女30人の聞き取り調査から 33082-9
林香里，谷岡理香編
A5判/256頁/2800円（2013.11）
テレビ局で報道職に携わる21人の管理職と9人の
30代男女への詳細なインタビュー調査から，誕
生60年のメディアにジャーナリズム性を問う．

オルタナティブ・メディア
変革のための市民メディア入門 33057-7
ミッチ・ウォルツ著　神保哲生訳・解説
46判/280頁/2800円（2008.12）
巨大な商業メディアの足下で，ミニコミから無免
許ラジオまであらゆる手段を用い世界の均質化に
抵抗するメディア運動の数々を各国から紹介．

現 代 社 会
メ デ ィ ア

〈私〉をひらく社会学
若者のための社会学入門 

41233-4

豊泉周治，鈴木宗徳，
伊藤賢一，出口剛司著
A5判/240頁/2400円

（2014.4）

個人化された世界に閉ざされ，社会的経験を奪わ
れている若者たち．その困難の原因を知り自己と
世界の回復へ．

生きたかった
相模原障害者殺傷事件が
問いかけるもの　　36088-8

藤井克徳，池上洋通，
石川満，井上英夫編
A5判/160頁/1400円

（2016.12）

重度障害者のみを狙った史上最悪の事件をどう受
け止めるべきか．各分野の専門家と当事者・支援
者たちの声を編んだ緊急出版．

NEW!!
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⑤いよいよローカルの時代
ヘレナさんの「幸せの経済学」 32035-6
ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ，辻信一著
B6判/176頁/1200円（2009.6）
今やグローバリゼーションでなくローカリゼーシ
ョンの時代．ムーブメントの実例や地域に根ざし
経済をつくりかえる方法を伝える．

⑥スローメディスン
まるまる治る，ホリスティック健康論 32036-3
上野圭一，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2009.12）
自然治癒力を目ざめさせ，内側から治癒を誘導す
る代替医療はまさにスローメディスン．医療とエ
コロジーのつながりを発見する．

⑦しんしんと、ディープエコロジー
アンニャと森の物語 32037-0
アンニャ・ライト，辻信一著
B6判/176頁/1200円（2010.5）
森の声をきき，ナマケモノのように生きるとは？
アンニャと辻信一との共鳴する活動，ディープエ
コロジーについてじっくり語りあう．

⑧自然農という生き方
いのちの道を，たんたんと 32038-7
川口由一・辻信一著
B6判/176頁/1200円（2011.5）
無農薬，無肥料，不耕起が基本の自然農．70年代
からの先駆的実践者・川口由一にその極意を聞く．

①そろそろスローフード
今，何をどう食べるのか？  32031-8
島村菜津，辻信一著
B6判/160頁/1200円（2008.6）
本物のスローフードの時代がやってきた．「スロ
ー」を軸に島村菜津と辻信一が食の世界を語りつ
くす．食を根本から考える本．

②テクテクノロジー革命
非電化とスロービジネスが未来をひらく 32032-5
藤村靖之，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2008.9）
環境を考慮にいれ藤村博士が発明するのは非電化
製品の数々．さらにこの製品で地域に根ざすスロ
ービジネスを提唱する．

③エコとピースの交差点
ラミス先生のわくわく平和学 32033-2
C・ダグラス・ラミス，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2008.12）
いかに経済がつくりだす戦争状態に左右されてき
たのか．抜けだすためにはエコ的な方法が必須．
エコとピースがすっと結びつく本．

④ゆるゆるスローなべてるの家
ぬけます，おります，なまけます 32034-9
向谷地生良，辻信一著
B6判/168頁/1200円（2009.3）
べてるの家誕生秘話から現在まで．弱さを絆につ
ながるべてるの家は，まさにスローライフの実践
場だった．べてる語録も満載．

環 境
農 業

ゆっくり
ノートブック 全８冊
辻信一監修
B6判/頁不同/各1200円

農業・食料問題入門
 14060-2
田代洋一著
A5判/312頁/2600円

（2012.9）

ドイツ脱原発倫理
委員会報告
社会共同によるエネルギー
シフトの道すじ 33080-5
安全なエネルギー供給に関
する倫理委員会著
吉田文和，ミランダ・シュ
ラーズ編訳
A5判/160頁/1800円

（2013.7）

スローとエコロジーの思想を軸に，じっくりとこ
とん対談をする．ゆっくりノートブックは懐かし
い未来のための備忘録．

農業・食料問題の歴史と「今」がわかる定番テキ
スト，『新版　農業問題入門』を全面改訂．TPPな
どの最新状況も盛り込む．

脱原発決定を支えた倫理委員会による報告書．未
来への責任とエネルギーシフトの可能性を宣言．
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弱さの思想
たそがれを抱きしめる 43096-3
高橋源一郎，辻信一著
46判/208頁/1600円（2014.2）

「弱さ」を中心に据えた町やコミュニティをフィ
ールドワークし，新しい共同体のあり方と思想と
しての「弱さ」を考察する．

降りる思想
江戸・ブータンに学ぶ 43093-2
田中優子，辻信一著
46判/224頁/1700円（2012.10）
私たちには今，降りることが必要とされている．
そのモデルは江戸とブータンにあり．311をふま
えて語りあう，日常に根づくしなやかな思想．

自然エネルギー革命をはじめよう
地域でつくるみんなの電力 33079-9
高橋真樹著
46判/224頁/1800円（2012.11）
自治体や市民による各地の自然エネルギーへの取
り組みをルポ．一人ひとりがエネルギーを手にす
る重要性と，脱原発への希望を伝える．

市民がつくった電力会社
ドイツ・シェーナウの草の根エネルギー革命 33076-8
田口理穂著
46判/224頁/1700円（2012.8）
南ドイツの小さな町の反原発運動が，ドイツ屈指
の自然エネルギー電力会社を生んだ．フクシマ以
後の日本の進路を照らす希望の物語．

原発事故の被害と補償
フクシマと「人間の復興」 33071-3
大島堅一・除本理史著
46判/176頁/1600円（2012.2）
東電はじめ原発関連企業の責任と国の役割を追及．
被害の「全面補償」と財源問題の検討から，エネ
ルギー政策転換への課題を提示．

さよなら，消費社会
カルチャー・ジャマーの挑戦 33046-1
カレ・ラースン著　加藤あきら訳
46判/280頁/2200円（2006.6）
メディアやブランドが提案する生き方なんかクー
ルじゃない．メディアと消費とエコロジーを問い
直し，新しい文化と価値観の創造を呼びかける．

ＧＮＨ
もうひとつの〈豊かさ〉へ，10人の提案 33055-3
辻信一編著　
46判/272頁/1800円（2008.7）
GNP＝国民総生産で計る経済成長から，GNH＝
国民総幸福で計る豊かさへの転換を，食・時間・農
など十人十色の視点から語る．

リサージェンス誌選集
つながりを取りもどす時代へ
持続可能な社会をめざす環境思想 33062-1
枝廣淳子監訳
A5判/176頁/1600円（2009.10）
ゴア，マータイ，スティング，シヴァ，トマス・ムーア
ほか著名人の提言を編んだ骨太の環境思想の本．

食とたねの未来をつむぐ
わたしたちのマニフェスト 33065-2
ヴァンダナ・シヴァ編　小形恵訳
46判/160頁/1500円（2010.7）
大切にしたいもの，守りたいもの，分かち合いた
いもの．食を愛するひとたちが，みんなでつくっ
たマニフェスト．

きみは地球だ
デヴィッド・スズキ博士の環境科学入門 33051-5
デヴィッド・スズキ著　辻信一，小形恵訳　森雅之絵
菊判/128頁/1600円（2007.10）
空気，水，火，土，生物多様性，愛，世界の神秘
について，一流の科学者がわかりやすく伝える．
環境問題を考える原点になる本．

TPP問題の新局面
とめなければならないこれだけの理由 15040-3
田代洋一編著
46判/184頁/2000円（2012.6）
最新の情報をもとにアメリカのねらいと日本が被
るダメージを分析し，オール北海道の取組み，米
韓FTAの実態など運動の課題を提起．

現代の食と農をむすぶ
 14053-4
樫原正澄，江尻彰著
A5判/224頁/2000円（2006.5.12）
グローバリゼーションと農産物自由化の進展のも
と，「食の安全」を確保する立場から，世界と日本
の食料生産等の実態と問題点を総合的に解説．

利潤への渇望
アグリビジネスは農民・食料・環境を脅かす 15035-9
F．マグドフ，J．B．フォスター，F．H．バッテル編
中野一新監訳
46判/272頁/2800円（2004.3）
アグリビジネスによる農産物の世界商品化と農業
技術革新が及ぼす多大な影響を分析．

小泉光久著
A4変形判/各64頁/
各2500円

食料はどのようにして，よりおいしく，より効率
的な作物となっていったのか．その発見と進化の
歴史を，日本史と並行して描く．

①米の物語（2015.6） 40896-2
②野菜の物語（2015.12） 40897-9
③果物の物語（2016.3） 40898-6
④食肉の物語（2015.8） 40899-3

農業の発明発見物語
全4巻
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①多様な性のありかたを知ろう
 40711-8

A5判/56頁/2000円（2017.1）
クラスに１人といわれる性的マイノリティ＝
LGBT（Q）．適切な知識に基づき，本人の自信と
周囲の理解を育てる実践的ガイド．

②家族や周囲にどう伝える？
 40712-5

A5判/64頁/2000円（2017.2）
LGBTQであることを家族や周囲に打ち明けるか
どうは大きな悩み．適切なタイミングや方法，関
係づくりを実践的にアドバイス．

③トランスジェンダーってなに？
 40713-2

A5判/64頁/2000円（2017.3）
身体の性と心の性の不一致に違和感をいだく人を
トランスジェンダーと総称します．苦しみの原因
から適切なサポートや医療までを幅広くガイド．

④心とからだを大切にしよう
 40714-9

A5判/64頁/2000円（2017.4）
LGBTの若者の多くが直面する心理的な葛藤に対
処し，心と身体の調和を取り戻すための適切なア
ドバイスを提供．

はじめて学ぶジェンダー論
 35018-6
伊田広行著
A5判/224頁/1900円（2004.3）
ジェンダー論とは「性を中心とした人権に関する
学問」である．自分を抜きにしないで考えていく，
画期的でユニークなテキスト．

続 はじめて学ぶジェンダー論
 35021-6
伊田広行著
A5判/240頁/1900円（2006.3）
セックス，セクシュアリティ，性暴力についての
アクチュアルな問題意識からジェンダーを考える．
入門テキストの続篇．

デートＤＶと恋愛
 35034-6
伊田広行著
46判/328頁/2800円（2010.11）
デートＤＶについて実践的な観点から問題を整
理・分析．従来のＤＶ論に欠落していた恋愛観に
関する考察を重視し，問題提起する．

男が暴力をふるうのはなぜか
そのメカニズムと予防 42013-1
ジェームズ・ギリガン著　佐藤和夫訳
46判/248頁/2800円（2011.1）
暴力を引き起こす男性性の論理を分析し，その予
防法を三段階で提案．ジェンダー平等と非暴力の
地平を見据える比類なき暴力論．

働く女性とマタニティ・ハラスメント
「労働する身体」と「産む身体」を生きる 35029-2
杉浦浩美著
46判/256頁/2600円（2009.9）
妊娠という身体的制約を抱えながら働く不安，職
場の無理解やマタニティ・ハラスメントともいえ
る行為等，実態を明らかにし考察．

不可視の性暴力
性風俗従事者と被害の序列 35042-1
田中麻子著
46判/360頁/4800円（2016.8）
性暴力のなかで最も不可視化されている「性風俗
従事者」に対する被害の実態を詳らかにし，状況
改善のための糸口を探る．

ジ ェ ン ダ ー

ハタチまでに知って
おきたい性のこと
第２版 41232-7
橋本紀子，田代美江子，
関口久志編
A5判/200頁/2000円

（2017.3）

からだの仕組みや避妊の方法，性感染症への対処
法など，性をめぐる基礎知識を実践的に解説．セ
クハラやデートDVの問題も考える．

わたしらしく、
LGBTQ　全4巻

ロバート・ロディ，ローラ・
ロス著　上田勢子訳
LGBT法連合会監修
A5判/平均62頁/揃価8000円

どんな性でも胸を張って生きられる社会へ．最新
の知見と実践に基づいた10代のための解説書．

NEW!!

NEW!!
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子どもの悲しみによりそう
喪失体験の適切なサポート法 42016-2
ジョン・ジェームス，ラッセル・フリードマン，レ
スリー・ランドン著，水澤都加佐，黒岩久美子訳
46判/272頁/2400円（2014.6）
子どもの喪失体験（家族やペットとの死別，親の離
婚，引越）を援助する効果的なプログラムを解説

ヘンでいい。
「心の病」の患者学 36065-9
斎藤学，栗原誠子著
46判/224頁/1600円（2009.4）

「治さない精神科医」に「主張する患者」が挑ん
だ“こころ”問答．本音の激突が精神医学の常識
を塗りかえる，前代未聞の対話録．

仕事で燃えつきないために
対人援助職のメンタルヘルスケア 42011-7
水澤都加佐著
A5判/128頁/1450円（2007.8）
援助職の職業病とも言われる「もえつき」．原因，
症状，プロセス，予防などを解説．多数のチェッ
クリスト付．援助職必携の書．

悲しみにおしつぶされないために
対人援助職のグリーフケア入門 42014-8
スコット・ジョンソン，水澤都加佐著
A5判/144頁/1500円（2010.9）
援助専門職にとってグリーフケアへの理解は必須
です．豊富な事例で喪失からの回復と手法を解説．
すぐに役立つチェックリスト付．

自殺，なぜ？　どうして！
自殺予防，自殺企図者と自死遺族のケアのために 42015-5
エリック・マーカス著　水澤都加佐訳
46判/256頁/1900円（2012.7）
自殺に関する200以上の質問に，簡潔に丁寧に心
を尽くして答える．自死遺族や自殺企図者，カウ
ンセラー，医師，教育者に役だつ．

大学生のためのメンタルヘルスガイド 
悩む人、助けたい人、知りたい人へ 41235-8 
松本俊彦編
A5判/224頁/1800円（2016.7）
大学生が直面しやすいメンタルヘルスの問題に対
してそれぞれの分野を代表する専門家がやさしく
解説．処方箋となる１冊．

心 理
福 祉

カウンセリングで
何ができるか
 36060-4
信田さよ子著
46判/176頁/1500円

（2007.12）

単なる悩み相談を超えた，もっと生々しい現実と
果敢に向き合い，具体的で現実的な解決をめざす
アクティブなカウンセリングの手法を明かす．

依存症者を治療に
つなげる
対人援助職のための初期介入
（インタベンション）入門
 42017-9
水澤都加佐著
A5判/144頁/1600円

（2015.2）

治療を受けようとしない依存症者に周囲は苦労し
通し．本書で初期介入を体系的に学べば成功率
80％で治療につながる．チェックリスト多数付．

認知症になった私が
伝えたいこと
 36082-6
佐藤雅彦著
46判/208頁/1600円

（2014.11）

51歳の時に認知症の診断を受け，心の葛藤や日
常生活の困難に対峙しながらも，前向きな生き方
を模索してきた著者からのメッセージ．

認知症とともに
生きる私
「絶望」を「希望」に変えた20年 

36089-5

クリスティーン・ブライデン著
馬籠久美子訳
46判/272頁/2000円

（2017.4）

当事者として発言することで認知症への偏見を打
ち破り，医療やケアの改革に大きく貢献した著者
の過去20年にわたる講演録．

NEW!!
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そろそろ、
部活のこれからを
話しませんか
未来のための部活講義 

41229-7
中澤篤史著
46判/272頁/1800円

（2017.2）

改訂版 見える学力，見えない学力
 88461-2
岸本裕史著
国民文庫・240頁/550円（1996.3）
基礎学力の３本柱，読み・書き・計算能力と家庭生
活で育む自律性や他者への愛情を子どもの成長す
る力としてまとめたミリオン・セラーの改訂版．

教育現場のケアと支援
場の力を活かした学校臨床 41227-3
丸山広人著
46判/336頁/3500円（2016.6）
発達障害や人間関係で学校に適応できない子ども
たち．長年にわたるフィールドワークと事例研究
により新しいコンサルテーションを提示．

保護者の常識と非常識
学校へのクレームをどう受けとめるか 41193-1
柿沼昌芳，永野恒雄著
46判/176頁/1500円（2008.3）
学校へのクレームのなかには，親の悩みや願いが
隠されていることも少なくない．本書は教育法的
視点を解説しながら，対話による解決を提案する．

学校から見える子どもの貧困
 41202-0
藤本典裕，制度研編
A5判/232頁/1800円（2009.5）
子どもの貧困の実態に直面する学校事務職員の立
場から，学校で何ができ，制度改善のためにこれ
から何が必要か，を問題提起する。

改訂新版 教育としての学校事務
子どもの学習発達保障のために 41206-8
柳原富雄，制度研編
A5判/216頁/2000円（2010.6）
子どもの学習発達保障の実現は，教師だけでなく，
学校事務職員を含むすべての学校関係者，保護者，
住民の協同化によって果たされる．

子ども文化の現代史
遊び・メディア・サブカルチャーの奔流　　41225-9
野上暁著
46判/256頁/2000円（2015.3）
浮浪児が登場する「鐘の鳴る丘」から３ＤＳゲー
ム妖怪ウォッチまで，子ども文化の７０年をメデ
ィアと関連しながら追う．

教 育

日本独自の文化である部活は，そもそもどうして
生まれたのか．いま何が問題で，これからどうす
べきなのか．世界初の部活入門書．

教師の心が　　　
折れるとき
教員のメンタルヘルス
実態と予防・対処法
 41226-6
井上麻紀著
46判/160頁/1500円

（2015.5）

学校教員に特化したメンタルヘルスケアの経験か
ら，ダウンしてしまう教員の実態と，予防から職
場復帰に至る対処ポイントをまとめる．

半径５メートルからの
教育社会学
 41238-9
片山悠樹，内田良，古田和久，
牧野智和編
A5判/240頁/2200円

（2017.9）

誰もが学校に通い，進学し，就職する――当たり
前と思い込んでいる教育のあり方を相対化し，新
たな見方へと誘う入門テキスト． 

現実と向きあう
教育学
教師という仕事を
考える25章 41205-1
田中孝彦，藤田和也，
教育科学研究会編
46判/272頁/2500円

（2010.2）

いま学校現場で教師が直面する問題と子どもたち
をとりまく困難を25の視点から読み解き，教育
者の果たしうる役割と希望を描く．

NEW!!

NEW!!
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保育と憲法
個人の尊厳ってこれだ！ 41250-1
川口創，平松知子著
A5判/160頁/1500円（2017.8）
実験的対談により，個人の尊厳から保育とは何か
を意義づけ，「質」を探り，子どもの人権に値する
制度的保障を正面から提起する．

乳児の発達診断入門
 41010-1
田中昌人著
A5判/248頁/1800円（1985.11）

『子どもの発達と診断』乳児篇のわかりやすい解
説書．これから学ぶ人にはもちろん，既習者のポ
イント再学習にも最適．

乳幼児健診と心理相談
 41211-2
田丸尚美著
46判/216頁/1800円（2010.11）
心理相談や保健師たちが家族にどうかかわってき
たかを明らかし，心理職が柱として押さえるべき
３つの流れと求められる課題を提起．

子どもの絵をダメにしていませんか
 41156-6
鳥居昭美著
46判/224頁/1500円（2004.4）
上手に見える絵も年齢的には不自然だったり，意
味不明の絵が発達段階にふさわしい作品だったり．
幼児期の子が描いた絵を見ながらアドバイス．

新装版 子どもの絵の見方，育て方
 41145-0
鳥居昭美著
A5判/168頁/1600円（2003.3）
ロングセラー（文庫版）の単行本化．乳児期のな
ぐり書きから三次元の絵へ．からだとこころの発
達に沿って，子どもの絵の変化を解説．

障害を知る本　全11巻 40280-9

茂木俊彦監修　稲沢潤子文
A4判変型/各36頁/揃価19800円
障害ってなんだろう．障害をもつ人たちの生活や
教育，夢や希望は…．障害についての科学的な理
解とヒューマンな心を伝える．

①障害と私たちの社会
 40281-6
茂木俊彦編
A4判変型/36頁/1800円（1998.4）
街にはバリアがいっぱい／障害者は５億人，10人
にひとり／障害者はむかし…／障害者とスポーツ
／障害者が暮らしやすい社会に　ほか

②ダウン症の子どもたち
 40282-3
池田由紀江編
A4判変型/36頁/1800円（1998.4）
どうしてダウン症になるの？／ダウン症って遺伝
ですか？／学校で（ともに学ぶ）／ともだちになる
ために　ほか

③てんかんのある子どもたち
 40283-0
三宅捷太編
A4判変型/36頁/1800円（1998.6）
ひきつけとてんかん／てんかんは脳波でわかる／
てんかんはこわくない／発作がおきたとき／てん
かんは薬でなおる　ほか

④ことばの不自由な子どもたち
 40284-7
中川信子編
A4判変型/36頁/1800円（1998.7）
ことばはふしぎ／声帯のしくみ／口と舌のはたら
き／ことばのはっきりしない子／大切なのは心が
きれいなこと　ほか

⑤耳の不自由な子どもたち
 40285-4
藤井克美編
A4判変型/36頁/1800円（1998.8）
どうしてきこえなくなるの？／きこえるしくみ／
耳がきこえなくてこまること／補聴器って知って
る？／ことばを学ぶ／手話はことば　ほか

保 育

江頭恵子文　鈴木永子絵
A4変/各40頁/各1800円

「発達」のしくみがわかれば，子育てはこんなに
おもしろい！月齢ごとの発達とふれあい方を美し
い絵で丁寧に伝える画期的な絵本．

①赤ちゃんがやってきた（誕生～6か月） 40901-3
②おすわりからはいはいへ（6～12か月） 40902-0
③あるくのだいすき！（1歳） 40903-7

赤ちゃんの
発達のふしぎ

全3巻

NEW!!
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⑥目の不自由な子どもたち
 40286-1
池谷尚剛編
A4判変型/36頁/1800円（1998.9）
どうしてみえなくなるの？／視覚障害の３つの不
自由／点字や声の道案内／わたしたちにできるこ
と／バリアフリーの生活用品　ほか

⑦自閉症の子どもたち
 40287-8
太田昌孝編
A4判変型/36頁/1800円（1998.10）
心の病気ではありません／自閉症は中枢神経の障
害／友だちになるために／自立へのこころみ／学
校や街で出会ったら　ほか

⑧ＬＤ（学習障害）の子どもたち
 40288-5
上野一彦編
A4判変型/36頁/1800円（1998.11）
エジソンもアインシュタインもＬＤだった／ＬＤ
ってどういう意味？／学び方を工夫して／わかる
勉強，たのしい学校を　ほか

⑨知的なおくれのある子どもたち
 40289-2
清水貞夫編
A4判変型/36頁/1800円（1998.12）
知的障害って何？／知能テストで人間をはかれる
の？／原因は何ですか？／障害児学級で学ぶ子ど
もたち／みんな同じ人間なんだ　ほか

⑩からだの不自由な子どもたち
 40290-8
藤井建一，中村尚子編
A4判変型/36頁/1800円（1999.2）
なぜ体が不自由になるの？／脳性まひとは？／ど
んな学校に行っているの／筋ジストロフィーの子
どもたち／障害の重い子どもたち　ほか

⑪障害児を支える人びと
 40291-5
茂木俊彦編
A4判変型/36頁/1800円（1999.3）
理学療法士，作業療法士／言語聴覚士，心理相談
員／障害児学級の先生／養護学校の職員／手訳通
訳，点訳／作業所の職員／施設の職員　ほか

このままでいいのか，超早期教育
（子育てと健康シリーズ１） 40301-1
汐見稔幸著
A5判/112頁/1300円（1993.6）
胎児に算数プリント，１歳11か月で教科書を読み
２歳半で日記を書く．超早期教育の驚くべき事実
と，それが子どもの発達にどう影響するかを指摘．

「寝る子は育つ」を科学する
（子育てと健康シリーズ３） 40303-5
松本淳治著
A5判/96頁/1300円（1993.12）
睡眠パターンの変化は子どもの発達の節目とぴっ
たり符号しています．夢，夜泣き，昼寝など大脳
生理学者が眠りの大切さを解説．

おむつのとれる子，とれない子
排泄のしくみとおしっこ・トレーニング
（子育てと健康シリーズ４） 40304-2
末松たか子著
A5判/128頁/1300円（1994.7）
排泄のしくみを解説しながら無理のないトレーニ
ング法を紹介．

アトピー対策最新事情
医療・食べもの・漢方
（子育てと健康シリーズ６） 40306-6
末松たか子，安藤節子，沖山明彦著
A5判/128頁/1300円（1995.4）
アトピーの原因と予防・治療法や家庭生活の留意
点等をわかりやすく解説します.

おかしいぞ子どものからだ
図表でみる最新報告
（子育てと健康シリーズ７） 40307-3
正木健雄著
A5判/112頁/1300円（1995.6）
からだのおかしさワースト５を豊富な統計図表で
報告.

ダウン症は病気じゃない
正しい理解と保育・療育のために
（子育てと健康シリーズ８） 40308-0
飯沼和三著
A5判/144頁/1400円（1996.3）
ダウン症についての誤解や無理解による不幸を少
しでもなくすためのアドバイス．

統合保育で障害児は育つか
発達保障の実践と制度を考える
（子育てと健康シリーズ10） 40310-3
茂木俊彦著
A5判/112頁/1300円（1997.5）
障害児が健常児と遊び，生活する統合保育には意
味がある．発達に応じた統合保育のあり方を提示．

多動症の子どもたち
ＡＤＨＤの正しい理解と適切な対応のために
（子育てと健康シリーズ13） 40313-4
太田昌孝著
A5判/112頁/1300円（2000.5）
ＡＤＨＤという新しい「障害」の正確な概念を分
かりやすく解説．

指しゃぶりにはわけがある
正しい理解と適切な対応のために
（子育てと健康シリーズ14） 40314-1
岩倉政城著
A5判/104頁/1300円（2001.1）
発達保障としての営みか，発達の歪みのあらわれ
かをとらえて対処する．具体例を示し解説．

子どもの生きづらさと親子関係
アダルト・チルドレンの視点から
（子育てと健康シリーズ15） 40315-8
信田さよ子著
A5判/128頁/1300円（2001.6）
子どもの生きづらさは何に起因しているのか．支
配なき親子関係とはなにかを考える．
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食べる力はどう育つか
乳幼児の摂食機能の発達と課題
（子育てと健康シリーズ16） 40316-5
井上美津子著
A5判/96頁/1300円（2002.6）
哺乳，離乳，咀嚼にいたる摂食機能の発達過程と
摂食障害を，写真を見ながらわかりやすく解説．

子どもの障害をどう受容するか
家族支援と援助者の役割
（子育てと健康シリーズ17） 40317-2
中田洋二郎著
A5判/104頁/1300円（2002.8）
発達のおくれを認められない親たち．さまざまな
家族の中に受容のプロセスと支援のあり方を探る．

チックをする子にはわけがある
トゥレット症候群の正しい理解と対応のために
（子育てと健康シリーズ18） 40318-9
日本トゥレット（チック）協会編
A5判/168頁/1500円（2003.4）
本人の意志に関係なく出てしまう動きや声の反復
運動―チック症のしくみと適切な対応を解説．

揺さぶられっ子症候群と子どもの事故
小児救急外来の現場から
（子育てと健康シリーズ19） 40319-6
伊藤昌弘著
A5判/144頁/1300円（2003.7）

「揺さぶられっ子症候群」等，原因と救急対策，
予防のための知識を解説．

子どものこころとことばの育ち
（子育てと健康シリーズ20） 40320-2
中川信子著
A5判/144頁/1400円（2003.10）
こころやことばの発達・発声発語のしくみをわか
りやすく説明し，ゆっくり育てることの大切さを
具体的な事例をあげて解説．

医療的ケアハンドブック
難病児や障害児のいのちの輝きのために
（子育てと健康シリーズ21） 40321-9
横浜「難病児の在宅療育」を考える会編
A5判/144頁/1400円（2003.12）
どこでも安全に医療的ケアが行われるために正確
な方法，トラブルへの対処をわかりやすく図解．

子どもがどもっていると感じたら
吃音の正しい理解と家族支援のために
（子育てと健康シリーズ22） 40322-6
廣嶌忍，堀彰人編
A5判/160頁/1500円（2004.5）
どもりの正しい理解と適切な支援のためには何が
必要かを専門家・教師・吃音者本人が解説．

保育者は幼児虐待にどうかかわるか
実態調査にみる苦悩と対応
（子育てと健康シリーズ23） 40323-3
春原由紀，土屋葉著
A5判/128頁/1300円（2004.7）
保育園は幼児虐待を発見する最前線である．実態
調査をもとに現場の苦悩と課題を考える．

季節の変化と子どもの病気
（子育てと健康シリーズ24） 40324-0
伊東繁著
A5判/136頁/1400円（2005.11）
心身ともに発達途上の幼児は気象条件の影響を受
けやすい．季節とその変動期における病気の原因
と症状・対策について，わかりやすく解説．

育てにくい子にはわけがある
感覚統合が教えてくれたもの
（子育てと健康シリーズ25） 40325-7
木村順著
A5判/184頁/1500円（2006.3）
落ち着きがない，順番が待てない等，発達が気に
なる子どもの背景を感覚統合の視点から解説．

軽度発達障害の理解と対応　家族との連携
のために（子育てと健康シリーズ26） 40326-4
中田洋二郎著
A5判/136頁/1400円（2006.7）
軽度発達障害の３つの障害とそれらが重なり合っ
た状態像をわかりやすく解説し，問題行動への対
応を具体的な事例を示しながら紹介．

育つ力と育てる力　乳幼児の年齢別ポイント
（子育てと健康シリーズ27） 40327-1
丸山美和子著
A5判/192頁/1700円（2008.7）
これだけは知っておきたい，発達のみちすじと子
育て．０歳から５歳の各段階で誕生する力とそれ
をどう伸ばしていくかを解説する．

こどもの予防接種　知っておきたい基礎知識
（子育てと健康シリーズ28） 40328-8
金子光延著
A5判/144頁/1400円（2010.7）
予防接種ができるまでの歴史をたどり，日本の予
防接種の実際と，受け忘れや同時接種，健康被害
などについての基礎知識を提供．

乳幼児の「かしこさ」とは何か
豊かな学びを育む保育・子育て
（子育てと健康シリーズ29） 40329-5
鈴木佐喜子著
A5判/176頁/1600円（2010.8）
生活の中で子どもが豊かに学び発達する「学びの
物語」の取り組みを紹介．

発達障がい児の保育とインクルージョン
個別支援から共に育つ保育へ
（子育てと健康シリーズ30） 40330-1
芦澤清音著
A5判/128頁/1600円（2011.8）
発達障がいのある子どもたちを，さまざまな関係
性の中で育てる保育実践を紹介．

かみつく子にはわけがある
（子育てと健康シリーズ31） 40331-8
岩倉政城著
A5判/160頁/1600円（2015.2）
特定の子だったり，ある場所だったり，甘がみだ
ったり，攻撃的だったりする．かみつく子をどう
見るのか，背景や対処法を解説する．
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①なぜ自分を傷つけるの？
リストカット症候群 40541-1
A・クラーク著　水澤都加佐監修　上田勢子訳
46判/112頁/1300円（2005.6）
なぜリストカットをするのか，原因，治療法，自
分でできること，周囲が支えられることなどを，
当事者の心の動きや状況の実例をあげて解説．

②デートレイプってなに？
知りあいからの性的暴力 40542-8
A・パロット著　村瀬幸浩監修，冨永星訳
46判/208頁/1500円（2005.12）
デートレイプはなぜ起こるのか．身を守るための
方法や意識，被害を受けた時の対処法，男性の側
が注意することなど，多くの事例で解説．

③共依存かもしれない
他人やモノで自分を満たそうとする人たち 40543-5
K・M・ポーターフィールド著　水澤都加佐監訳
46判/176頁/1400円（2006.4）
必要以上に他人につくしたり，アルコール，薬物
等にのめりこむ共依存について簡潔に解き明かし，
抜けだすための方法を伝える．

④もしかして妊娠
そこからの選択肢 40544-2
C・シンプソン著　村瀬幸浩監修　冨永星訳
46判/208頁/1500円（2006.10）
予期しない妊娠後の選択肢とその実際について，
問題点と心構えを丁寧に説く．妊娠による心と
体・生活の変化についても具体的に伝える．

⑤わたしの家族はどこかへん？
機能不全家族で育つ・暮らす 40545-9
R・M・ジャミオロスキー著　水澤都加佐監訳
46判/160頁/1400円（2006.12）
機能不全家族で育った子どもは，息苦しさやなん
らかの問題を抱えている．機能不全になる原因，
何が問題なのかを丁寧に解説し対処法を伝える．

⑥傷つけられていませんか？
虐待的な関係を見直す 40546-6
C・コブ著　水澤都加佐監訳　水澤寧子訳
46判/128頁/1300円（2008.5）
身体的虐待，心理的虐待をまず自分で気づき，対
処するための本．家族間の虐待，しつけ，体罰，
いじめ，ＤＶ，ストーカー等を扱う．

保 健

からだノート
中学生の相談箱 41219-8

徳永桂子著
A5判/128頁/1300円

（2013.6）

Ⅰからだ，Ⅱからだとこころ，Ⅲ恋愛・性・多様性
にわけ，中学生の質問に丁寧に答える．思春期に
抱く疑問と不安が一気に解消．

10代のセルフケア
全10冊 40540-4

46判/価不同

若者が抱える現代的な問題について，本人が問題
を理解できるようていねいに解説．また，どう対
処するかを実例をあげてアドバイスする．

46判/各48～56頁/
各1500円

（2015.11―2016.3）

見分けにくく，理解されにくい子どもの「しょう
がい」について，本人や周囲の理解を促します．
友だち，家族，先生，カウンセラーなど子どもの
周囲にいる人たちに役立ちます．

①OCD　こだわりからぬけられないの 40415-5
②チックはわざとじゃないんだ 40416-2
③摂食しょうがい　食べるのがこわい 40417-9
④吃音　言葉がすらすらでないんだ 40418-6
⑤不安しょうがい　いつも不安で、心配なの 40419-3
⑥統合運動しょうがい　ぶきっちょとはちがうんだ
 40413-1

わかって私の
ハンディキャップ
全6巻
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①過食症
 40491-9
ボニー・グレイブス著
菊判/64頁/1800円（2003.11）
過食症は，ダイエットがきっかけでおこる場合も
多い．原因，症状，病気の危険性，心と体の治療
方法を解説．

②拒食症
 40492-6
ボニー・グレイブス著
菊判/64頁/1800円（2003.11）
自分が太っていると思いこみ，食べるのを抑える
うちに食物を受けつけなくなり，死にいたること
もある．本書は拒食症の予防にも役立つ．

③うつ病
 40493-3
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2004.1）
自殺の恐れもある深刻な病．どうやってうつ病だ
と見分けるか，助けの求め方，診断と治療方法，
再発防止の方法をわかりやすく伝える．

④パニック障害
 40494-0
ナンシー・M・キャンベル著
菊判/64頁/1800円（2004.2）
卒業や就職などの転機や人間関係，受験勉強のス
トレスもきっかけになるパニック障害．適切な治
療の受け方，発作を予防する効果的な方法も掲載．

⑤怒りのコントロール
 40495-7
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2004.3）
怒りを抑えこんだり，反対に爆発させていると心
身の健康がおびやかされる．ストレスとの関係，
コントロールの仕方を丁寧に解説．

10代の
メンタルヘルス
第1期・全5巻 40490-2

汐見稔幸，田中千穂子監修
上田勢子訳
菊判/各64頁/揃価9000円

心に病を抱えた子どもや若者向けに，病気の原因，
症状，治療方法，本人と周囲にできることを解説．
同世代の経験やアドバイスも掲載．

⑦PTSDってなに？
トラウマ体験後のケア 40547-3
C・シンプソン著　水澤都加佐監訳
46判/160頁/1400円（2008.7）
9.11やサリン事件，大震災後に話題になった現代
的な病．事故，事件，レイプ，虐待等も原因とな
る。多数の事例で対処法を解説．

⑧がまんしないで，性的不快感
セクハラと性別による差別 40548-0
V・ショー著　村瀬幸浩監修　小形恵訳
46判/160頁/1400円（2008.9）
学校でも職場でも道端でも起こりうるセクハラ．
しかし知識を身につければセクハラを避けること
は可能．セクハラの対処法も解説．

⑨眠れない，起きられない
子ども・若者にも広がる睡眠障害 40549-7
C・シンプソン著　水澤都加佐監修　小形恵訳
46判/128頁/1300円（2009.1）
思春期の睡眠障害は不登校やひきこもりにもつな
がる．睡眠のメカニズムと睡眠障害を解説し，時
に心のケアも必要であると伝える．

⑩だいじょうぶ？体でアート
ピアス＆タトゥーのリスク 40537-4
B・ウィルキンソン著　冨永星訳
46判/160頁/1400円（2009.2）
案外知られていないタトゥーやピアスのリスク．
実例をあげ，判断のための知識と情報をまとめた．
やる前に読んでほしい本．

ストーカーから身を守るハンドブック
33084-3

エミリー・スペンス・アルマゲヤー著，上田勢子訳
A5判/88頁/1200円（2014.9）
ストーカー心理，ストーカー行為，法的手段，身
を守る方法などをわかりやすく解説．巻末に記録
法，安全チェックリスト付．

ネット依存から子どもを守る本
家庭・学校で取り組む予防と治療法 41224-2
キム・ティップ・フランク著　上田勢子訳
A5判/128頁/1500円（2014.4）
急激に広がるネット依存．予防教育や治療法をア
メリカの第一人者の研究をもとにまとめたハンド
ブック．家庭，学校で取り組める．

入門ガイド 発達障害児と学童保育
 41210-5
茂木俊彦編著　全国学童保育連絡協議会編集協力
46判/144頁/1300円（2010.10）
発達障害の説明や実践紹介だけでなく，発達障害
児を理解するための視点，保護者支援のあり方に
ついても取り上げる．関連書籍紹介付．
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10代の
フィジカルヘルス
全5巻 40530-5

菊判/各64頁/揃価9000円

子どもや若者の心と身体にかかわる問題について，
医学的な知識と具体的な事例を示し，どうしたら
よいかを自分で判断できるような構成．

①タバコ
 40531-2
加治正行，笠井英彦著
菊判/64頁/1800円（2005.5）
中・高生の喫煙が増えている／身体におよぼす害
／女性の喫煙と受動喫煙／タバコとお金／きみは
だまされていないか？／卒煙しよう　ほか

②おしゃれ＆プチ整形
 40532-9
岡村理栄子，金子由美子著
菊判/64頁/1800円（2005.7）
おしゃれ障害ってなに？／おしゃれと皮膚／成長
する体とおしゃれ／プチ整形ってはやっている
の？／おしゃれをしたい人へ　ほか

③ダイエット
 40533-6
石垣ちぐさ，本間江理子著
菊判/64頁/1800円（2005.9）
ダイエットの広告はなぜ多い／こんなダイエット
は危ない／思春期ダイエットのこわさ／健康的ダ
イエットのポイント　ほか

④アルコール
 40534-3
水澤都加佐著
菊判/64頁/1800円（2005.11）
お酒ってなに？／なぜ飲むの？なぜ飲んじゃいけ
ないの？／飲酒はなぜあぶないか／大人は飲んで
もいいの？／治療と回復のために　ほか

⑤薬物
 40535-0
水澤都加佐著
菊判/64頁/1800円（2006.1）
今，薬物が乱用されている／薬物について知ろう
／薬物依存症ってどんな病気？／治療と回復のた
めに／自分の問題として考えてみよう．

⑥自 殺
 40496-4
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2004.10）
なぜ自殺したいと思うのか，自殺しそうな友だち
をどう助けるか，緊急時の対処の仕方，自殺のき
ざしを見逃さない方法，うつ病との関連を解説．

⑦親の離婚
 40497-1
アイリーン・キューン著
菊判/64頁/1800円（2004.11）
親が離婚したらどんなことが起こるか，離婚がお
よぼす影響，居場所探し，親の再婚等，子どもの
心にそって解き明かす．

⑧ストレスのコントロール
 40498-8
スーザン・R・グレッグソン著
菊判/64頁/1800円（2004.12）
学校生活，勉強，家族・人間関係，おびただしい
情報量など，どれもがストレスの原因になる．ス
トレスに対処し，減らす方法を伝える．

⑨喪失感
 40499-5
アイリーン・キューン著
菊判/64頁/1800円（2005.1）
肉親の死，親の離婚等の大きな喪失．成績が落ち
たといった小さな喪失．喪失をどう受け止め，乗
りこえるか．空虚感，悲哀感への対処方法を解説．

⑩ＡＤＤとＡＤＨＤ
 40487-2
ジュディス・ピーコック著
菊判/64頁/1800円（2005.2）
ＡＤＨＤには主に衝動性，多動性，不注意の症状
がある．症状のコントロール法，大人が協力すべ
きこと，将来にむけて考えるべきことを伝える．

10代の
メンタルヘルス
第2期・全5巻 40489-6

汐見稔幸，田中千穂子監修
上田勢子訳
菊判/各64頁/揃価9000円

自殺，親の離婚，喪失感といった，子どもや若者
たちが抱える事象から起こるメンタルな問題をと
りあげる．危機を乗りこえる方法を伝える．
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オックスフォード 科学の肖像 44040-5
オーウェン・ギンガリッチ編集代表
46判/価不同
トップレベルの科学者が贈る，10代から大人の
ための伝記シリーズ．入門書として最適な知識と
写真・図版で伝える魅力あふれる人物像．

ダーウィン
世界を揺るがした進化の革命 44041-2
レベッカ・ステフォフ著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2007.2）
たった１か月のガラパゴス諸島滞在が，その後の
世界を大きく変えた．『進化論』発表までの思考の
過程と激しい論争，そして現代への遺産とは．

アインシュタイン
時間と空間の新しい扉へ 44042-9
ジェレミー・バーンスタイン著　林大訳
46判/264頁/2300円（2007.3）
革命的な理論，魅力あふれる人物像と生涯をコン
パクトにまとめる．影響を受けた物理学の先駆者
たちの思想にも触れ，科学への深い興味を誘う．

ガリレオ・ガリレイ
宗教と科学のはざまで 44043-6
ジェームズ・マクラクラン著　野本陽代訳
46判/168頁/1800円（2007.5）
アリストテレスの伝統から物理学を解き放ったガ
リレオの生涯と業績．当時の社会，宗教や政治の
状況，後の科学・思想に及ぼした影響も解説．

エンリコ・フェルミ
原子のエネルギーを解き放つ 44044-3
ダン・クーパー著　梨本治男訳
46判/168頁/1800円（2007.7）
世界初の原子炉を完成させたフェルミ．多くの物
理学者との連携，ロスアラモスでの生活，政治と
の関わりにもふれながら描く評伝．

マリー・キュリー
新しい自然の力の発見 44045-0
ナオミ・パサコフ著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2007.9）
世界初，二度のノーベル賞受賞．新資料をもとに，
多くの科学者との交流，歴史的背景にもふれなが
ら，いきいきと描く新しい評伝．

マイケル・ファラデー
科学をすべての人に 44046-7
コリン・A・ラッセル著　須田康子訳
46判/168頁/1800円（2007.12）

『ロウソクの科学』として今も読みつがれるクリ
スマス講演など市民や子ども向け科学講演の基礎
を築いた，最大の実験科学者の評伝．

フロイト
無意識の世界への探検 44047-4
マーガレット・マッケンハウプト著　林大訳
46判/216頁/2100円（2008.2）
科学に対するフロイトの貢献とは何だったのか．
心理学のみならず幅広い分野で影響力を持ちつづ
けるフロイトのわかりやすい評伝．

自 然 科 学

くらべてわかる
科学小事典
普及版 44063-4

兵頭俊夫監修
A5判/336頁/2400円

（2014.4）

原子と元素，結晶と液晶，鉄と鋼，紅葉と黄葉，
雲と霧，引力と重力，流星と隕石，重さと質量，
電気と電子などを対比しながら解説．

数と音楽
美しさの源への旅 44064-1

坂口博樹著
桜井進 数学監修
46判/192頁/1500円

（2016.4）

音楽の中には数学がひそんでいる!?　リズムと分
数，和音と整数比の関係など驚きが満載．ロング
セラー『音楽と数学の交差』の第２弾．

音楽と数学の交差
 44038-2

桜井進，坂口博樹著
46判/208頁/1800円

（2011.5）

音楽と数学の関係を，音響理論等の単純な裏付け
として考えるのではなく，宇宙や無限，生きると
いうことに関わらせて捉え直す．
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メンデル
遺伝の秘密を探して 44048-1
エドワード・イーデルソン著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2008.4）
修道院で植物の交配実験を行い，メンデルの法則
を導き出した修道士メンデル．その業績を現在と
のかかわりに触れながら伝える．

パヴロフ
脳と行動を解き明かす鍵 44049-8
ダニエル・Ｐ・トーデス著　近藤隆文訳
46判/168頁/1800円（2008.7）

「条件反射」「パヴロフの犬」という言葉で知られ
るパヴロフの生涯をロシア革命前後の社会状況や
政府との関係とともに描く新しい評伝．

ウィリアム・ハーヴィ
血液はからだを循環する 44050-4
ジョール・シャケルフォード著　梨本治男訳
46判/200頁/2000円（2008.9）
実験による科学的論証で血液の体内循環を証明．
ルネサンスまでつづいたヒト生理学を覆し現代科
学のルーツを築いたハーヴィの評伝．

コペルニクス
地球を動かし天空の美しい秩序へ 44051-1
O・ギンガリッチ，J・マクラクラン著　林大訳
46判/192頁/2000円（2008.11）
司祭として多忙な日々のなか，わずかな余暇を天
文学の研究に費やし，完成した自らの本を死の床
で目にしたコペルニクスの新しい評伝．

マーガレット・ミード
はるかな異文化への航海 44052-8
ジョーン・マーク著　西田美緒子訳
46判/168頁/1800円（2009.1）
20代で脚光を浴び，固定観念や偏見，自分たち
の文化がすぐれているのがあたり前という考え方
に挑戦しつづけた人類学者ミードの評伝．

エジソン
電気の時代の幕を開ける 44053-5
ジーン・アデア著　近藤隆文訳
46判/208頁/2000円（2009.4）
最新設備と有能な人材を集めて研究所を設立し技
術革新の組織的追求システムを構築．電力・音楽・
映画産業を創出したエジソンの評伝．

チャールズ・バベッジ
コンピュータ時代の開拓者 44054-2
ブルース・コリアー著　須田康子訳
46判/184頁/2000円（2009.6）
現在「コンピュータの父」と呼ばれるバベッジ．
つねに科学を社会に役立てようとしたバベッジの
真の業績をわかりやすく伝える評伝．

アーネスト・ラザフォード
原子の宇宙の核心へ 44055-9
Ｊ・Ｌ・ハイルブロン著　梨本治男訳
46判/216頁/2200円（2009.8）
第一次世界大戦を期に一大事業に変貌した物理学．
その中心にいた各国の科学者たちの姿とともに描
く，「原子物理学の父」の評伝．

ニュートン
あらゆる物体を平等にした革命 44056-6
ゲイル・E・クリスティアンソン著　林大訳
46判/240頁/2400円（2009.12）
ライプニッツとの微積分法の発見をめぐる熾烈な
争いのほか，多くの衝突，宗教観，錬金術……業
績とその人間像にいきいきと迫る．

ヨハネス・ケプラー
天文学の新たなる地平へ 44057-3
ジェームズ・Ｒ・ヴォールケル著　林大訳
46判/208頁/2100円（2010.9）
神聖ローマ帝国数学官として度重なる宗教戦争に
翻弄されながら「世界の調和」を求め，天文学に
新たな地平を拓いたケプラーの評伝．

ルイ・パスツール
無限に小さい生命の秘境へ 44058-0
ルイーズ・ロビンズ著　西田美緒子訳
46判/216頁/2200円（2010.12）

「無限に小さい生きもの」の秘密の世界へ．人類
を病気から救った英雄とされていたその業績と生
涯を現代の視点を織りこんで描いた評伝．

ライナス・ポーリング
科学への情熱と平和への信念 44059-7
トム・ヘイガー著　梨本治男訳
46判/216頁/2200円（2011.2）
ノーベル化学賞を受賞する一方，FBIの監視や
様々な圧力を受けながら反核・反戦の活動をつづ
け，ノーベル平和賞を受賞したポーリングの評伝．

グラハム・ベル
声をつなぐ世界を結ぶ 44060-3
ナオミ･パサコフ著　近藤隆文訳
46判/200頁/2000円（2011.4）
電話の発明者として知られる一方，自らは聴覚障
害者と耳の聞こえる人たちとの交流を阻む壁を破
ることを目標にかかげていたベルの業績と生涯．

クリックとワトソン　生命の宇宙への船出
（オックスフォード科学の肖像） 44061-0
エドワード･イーデルソン著　西田美緒子訳
46判/168頁/2000円（2011.6）
ふたりの名を科学史に刻んだDNAの二重らせん
構造の解明．欠くことのできない多くの科学者た
ちの業績とともに綴る生命の秘密をめぐる物語．

原発・放射能図解データ
 44039-9
野口邦和監修　プロジェクトＦ文
A5判/160頁/1800円（2011.8）
原発と地震，核廃棄物，電力コスト，発電能力と
需要のピーク．放射能と人体，自然エネルギーの
可能性など120点のデータと解説．
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シリーズ
「大学生の学びをつくる」

大学生の
学習テクニック
第３版
 41234-1
森靖雄著
A5判/288頁/1800円

（2014.12）

これ１冊で，大学生活がみるみる充実！　講義や
レポートから就活まで，丸ごとサポート．累計７
万部を売り上げたロングセラーの最新改訂版．

大学生になるって
どういうこと？
学習・生活・キャリア形成 

41231-0
植上一希，寺崎里水，
藤野真著
A5判/192頁/1900円

（2014.4）

多くの大学で課題となっている初年次教育．大学
での生活や学習方法の基礎がわかり，４年間と卒
業後のビジョンが描ける実践的テキスト．

〈私〉をひらく社会学
若者のための社会学入門 

41233-4

豊泉周治，鈴木宗徳，
伊藤賢一，出口剛司著
A5判/240頁/2400円

（2014.4）

個人化された世界に閉ざされ，社会的経験を奪わ
れている若者たち．その困難の原因を知り自己と
世界の回復へ．

本シリーズでは，
大学新入生～２年生を主な対象に，
学習・生活の基本スキルから
各専門分野の入門までをカバーしていきます．
今後のラインナップにもご注目ください！

大学生のための
メンタルヘルスガイド
悩む人、助けたい人、知りた
い人へ 41235-8

松本俊彦編
A5判/224頁/1800円

（2016.7）

大学生が直面しやすいメンタルヘルスの問題に対
して，それぞれの分野を代表する専門家がやさし
く解説．処方箋となる１冊．

99％のための
経済学入門　第２版
マネーがわかれば
社会が見える 11121-3
山田博文著
A5判/240頁/1900円

（2016.7）

１％の富裕層に仕える経済学ではなく99％の生
活者のための経済学を．アベノミクスの矛盾や中
国経済など最新データを補足した第２版．

わかる・身につく
歴史学の学び方
 41236-5
大学の歴史教育を考える会編
A5判/208頁/2000円

（2016.11）

概説書・研究書・論文の読み方，ノートのとり方，
ゼミ発表，そして卒論執筆．大学４年間の学びに
欠かせないワザと工夫を指南．

ハタチまでに知って
おきたい性のこと
第２版 41232-7
橋本紀子，田代美江子，
関口久志編
A5判/200頁/2000円

（2017.3）

からだの仕組みや避妊の方法，性感染症への対処
法など，性をめぐる基礎知識を実践的に解説．セ
クハラやデートDVの問題も考える．

NEW!!

NEW!!
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貿易入門
世界と日本が見えてくる
 15042-7
小林尚朗，篠原敏彦，
所康弘編
A5判/280頁/2300円

（2017.4）

大学１年生を主な対象に，貿易の基本を解説．理
論や歴史，今日の課題はもちろんのこと，貿易実
務までカバーする．国際ビジネスを志す方にも．

半径５メートルからの
教育社会学
 41238-9
片山悠樹，内田良，古田和久，
牧野智和編
A5判/240頁/2200円

（2017.9）

誰もが学校に通い，進学し，就職する――当たり
前と思い込んでいる教育のあり方を相対化し，新
たな見方へと誘う入門テキスト． 

NEW!!

NEW!!



マルクス『資本論』（全3巻）
『資本論草稿集』（全9巻）
電子版を配信！

下記の図書館・研究機関向け電子書籍サービスで提供します．
●Maruzen eBook Library（丸善雄松堂）

http://kw.maruzen.co.jp/ln/ebl/ebl_01.html

ご所属の大学（図書館）・研究機関にお問い合わせください．

◆『資本論』（全3巻） ＊2017年度中に配信予定
正確・厳密でわかりやすい訳文として長年にわたり読み継がれてきた『マルクス＝エン
ゲルス全集』版（全5冊）の訳文を完全テキストデータ化．美しく読みやすい版面に加
え，全文検索も可能に．

◆『マルクス資本論草稿集』（全9巻）＊好評配信中
マルクスが残した膨大な草稿を，新MEGA（マルクス・エンゲルス完全全集）第2部にも
とづいて翻訳．マルクス自身の思考にふれるために必須のシリーズを，多くの研究者の
要望に応えて電子版で刊行．
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