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2019年  新刊案内（2018年 1月〜 12月）

図書館の基本を求めてⅨ
『風』『談論風発』2015 ～ 2017 より

田井郁久雄　著

■ ISBN978-4-86429-532-1　定価：本体 1,500円＋税　四六判　192頁　2018年 9月発行

総
　
記

情報化時代の今、公共図書館の役割とは
岡山県立図書館の挑戦

菱川廣光　著

■ ISBN978-4-86429-495-9　定価：本体 1,800円＋税　四六判　262頁　2018年 4月発行

本書は、個人誌『風』と図書館批評誌
『談論風発』への発表を中心にまとめた。
民営化に流れる時代の動きや、時流に乗
り、新しい話題ばかりを追う最近の図書
館論への批判など、現場の視点から図書
館サービスと職員のあり方を論じる。

県内の図書館を支援し、館内では利用の
利便性にこころがけ、またネットワーク
面では県内の横断システムの構築といっ
た施策を試み、入館者数と貸出冊数が
12年連続トップという結果を出した岡山
県立図書館。その成長の歩みを紹介し、
情報化時代の公共図書館の役割を問う。

C.R.ロジャーズの「カウンセラーの
中核三条件」におけるキリスト教的側面＊

鶴田一郎　著

■ ISBN978-4-86429-523-9　定価：本体 1,600円＋税　四六判　104頁　2018年 5月発行

哲
学
・
心
理
学

天地人
世からイエス固着へ

名木田薫　著

■ ISBN978-4-86429-493-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　204頁　2018年 1月発行

宗
教
・
歴
史

「個」欠落改造

名木田薫　著

■ ISBN978-4-86429-491-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　230頁　2018年 1月発行

C.R.ロジャーズのカウンセラーの中核
三条件についてキリスト教の視点から再
検討を試みる。彼の人生や生き方を背景
に考察し、ただの教条的心構えとして教
えられる「中核三条件」の本当の意味を
検証する。

イエス信探究は個体による孤独な信仰が
基本であり、救われる・義とされると
は、個々人または神の側から人を見ての
表現である。可視界が人の心から去れ
ば、天と地の一体化に応じて実践と思想
的仕事との区別はなくなることを示す。

明治以来の国家主義の囚われが今日まで
残っているが、戦前にも主体性の兆しは
あった。これからは、幼児から個の主体
性教育を行うことが大切である。個々人
が自らを掘りさげ、「無碍即良心」とい
う次元に至ることを期待する。
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個主体の民主制「実体」化

名木田薫　著

■ ISBN978-4-86429-492-8　定価：本体 2,200円＋税　A5判　228頁　2018年 1月発行

宗
教
・
歴
史

歴史との対話
現代福祉の源流を探る

西尾祐吾・塚口伍喜夫　監・著
川崎順子・辻尾朋子・荻田藍子　編著

■ ISBN978-4-86429-486-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　202頁　2018年 1月発行

法然上人　赤気の果てに
誕生の地に吹く朱色の風

瀬川久志　著

■ ISBN978-4-86429-528-4　定価：本体 2,200円＋税　A5判　274頁　2018年 8月発行

マッカーサーと幣原総理
憲法九条の発案者はどちらか

大越哲仁　著

■ ISBN978-4-86429-526-0　定価：本体 1,800円＋税　四六判　246頁　2018年 9月発行

政
治
・
法
律

ASシリーズ第 10巻
Understanding International Relations＊

Second Edition

竹内俊隆　著

■ ISBN978-4-86429-518-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　212頁　2018年 5月発行

テキスト 法学 第 4 版＊

中西俊二　著

■ ISBN978-4-86429-517-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　278頁　2018年 4月発行

良心的判断から個としての主体性確立に
対応して、現在の政治制度を問う。官僚
等公務員を任期制とし、政党もなくし、
首相公選もしくは大統領制とする。そし
て、議会は東西両邦制とし天皇制はなく
すことで、国民の主体性の確立を目指す
ことを提案。

今日の社会福祉学はその歴史の集積であ
り、将来の展望もその延長線上にある。
つまり、社会福祉の歴史は人間の尊重の
近代史であるため、本書では、改めてそ
の歴史を辿ることを試みる。

本書は法然上人の若き時代に光を当てた
書で、法然と同じ岡山県美作出身の著者
による書である。精通した地理と現地
主義に基づく研究方法を存分に発揮し、
『法然上人絵伝』の空白部分を埋める貴
重な論考を含んでいる。

憲法改正の議論の中で憲法 9条の発案
者は誰か、このことを問う意味は大き
い。本書では、歴史家の立場で憲法史に
加えて外交史や国際政治の側面から実証
的検証を行い、憲法 9条の発案者は当
時の首相である幣原喜重郎であることを
論じる。

英語で講義を行うことを前提とした、国
際関係論・国際政治学を学ぶ人のため
の、全編英語による入門テキスト。国際
認識を高めるための一環として、国際政
治理論や歴史を概観し、現代の国際社会
が直面する問題を学ぶ。

法学を学ぶ初学者を対象としたテキス
ト。法律用語の説明や重要箇所の図示な
ど、初学者の理解をたすけるための配慮
を施した。一般的理解を身に付け、「法
と法の解釈」「憲法」「民法」「刑法」を
しっかりと学ぶ。
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2019年  新刊案内

入門GDP統計と経済波及効果分析 第 2 版＊

李　潔　著

■ ISBN978-4-86429-536-9　定価：本体 1,800円＋税　四六判　210頁　2018年 10月発行

経
済
・
経
営

過疎地域再生の戦略 改訂版
地方創生から地方再生へ

中藤康俊　著

■ ISBN978-4-86429-513-0　定価：本体 2,500円＋税　A5判　272頁　2018年 4月発行

中国経済とビジネスがわかる本＊

王　玉　著

■ ISBN978-4-86429-522-2　定価：本体 1,600円＋税　A5判　120頁　2018年 5月発行

人と組織を活性化させる 46 の強みの活用術

松岡孝敬　著

■ ISBN978-4-86429-991-6　定価：本体 1,800円＋税　四六判　238頁　2018年 12月発行

未来をひらくビジネスマナー 第 4 版＊

就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに

長江由美子　著

■ ISBN978-4-86429-535-2　定価：本体 1,600円＋税 B5判 116頁　2018年 9月発行

防災福祉コミュニティ形成のために 実践編
公助をベースとした自助・互助・共助

川村匡由　著

■ ISBN978-4-86429-990-9　定価：本体 1,800円＋税　四六判　152頁　2018年 11月発行

社
　
会

産業連関表を糸口として、その 2つの
役割であるGDP統計（第 1～ 5章）と
経済波及効果分析（第 6・7章）を、初
心者に向け、数値例と実際の統計デー
タを使いながら分かりやすく解説。第 8
章は日本と中国のGDP推計方法を紹介。

日本経済は 1960年代以降、重化学工業
化で高度経済成長を達成する中で、地方
の人口は首都圏に流出して過疎化が進行
した。繰り返される対策であるが、この
度の「地方創生」事業が地方の活性化に
はたして役立つであろうか。経済地理学
の視点から問題を提起する。

本書は、中国ビジネス基礎講座をもと
に、中国の経済事情とビジネストレンド
について解説する。特に中国経済の現
状、経済改革、産業構造、IT産業の勃
興、巨大市場とその潜在的消費力等を取
り上げ、その難しさとビジネスチャンス
を示す。

本書は、人と組織の強みを発見し、開
発・活用方法を解説するビジネス書。ポ
ジティブ心理学の理論を基に、人と組織
の強みの活用法を示し、職場で人と組織
が活性化し、成長 ・成功するノウハウ
を実例を示しながら解説する。

初めてビジネスマナーを学習する学生の方、基本的なビジネスマナーを身に着け
たい方に最適の書。ファーストコンタクトをとり、実際に訪問するまでをシーン
ごとに学習できます。また本書には、社内外の方と関係を築くための、聞き方、
伝え方などのコミュニケーションに関する内容も含まれています。新刊にはSNS
のマナーを追加掲載。SNSを通じた人間関係の構築と情報の受発信のマナーを
学ぶことができます。このテキストを通じて、基本的なビジネスマナーの根底に
ある、他者への思いやりの視点を身に着けていただけるよう、配慮しています。

浅間山大噴火の被災地の生存者による
教訓をもとに、被災地の復興のために
は、如何に公助をベースとした自助・互
助・共助に取り組むかとした、防災福祉
コミュニティの形成のための実践編であ
る。
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大都市災害と防災福祉コミュニティ
東京圏、大阪圏、名古屋圏

川村匡由　著

■ ISBN978-4-86429-527-7　定価：本体 1,800円＋税　四六判　154頁　2018年 9月発行

社
　
会

地方災害と防災福祉コミュニティ
浅間山大噴火被災地復興・発展の教訓

川村匡由　著

■ ISBN978-4-86429-511-6　定価：本体 1,800円＋税　四六判　158頁　2018年 4月発行

1992 年の「精神薄弱」用語問題＊

鶴田一郎　著

■ ISBN978-4-86429-533-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　128頁　2018年 9月発行

地域福祉への挑戦者たち

塚口伍喜夫・坂下達男・小林良守　監修

■ ISBN978-4-86429-521-5　定価：本体 2,200円＋税　四六判　338頁　2018年 5月発行

社会福祉を牽引する人物②

笹山周作・勝則兄弟
社会福祉法人の経営を論じ合う

笹山博司・辻尾朋子　編集

■ ISBN978-4-86429-505-5　定価：本体 1,000円＋税　四六判　106頁　2018年 4月発行

基本を大切にした国語科授業づくり＊

赤木雅宣　著

■ ISBN978-4-86429-996-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2018年 12月発行

教
　
育

首都直下地震、南海トラフ巨大地震が起
きたら？　本書は東京、大阪、名古屋圏
の防災・減災のため、防災福祉コミュニ
ティ形成の必要性を提起した、「地域福
祉源流の真実」、「地方災害」に続く三部
作の完結編である。

本書は、浅間山「天明の大噴火」によっ
て埋没した村の生存者が、自助互助、名
主の共助、藩や幕府の公助によって生活
再建後、日本一の高原キャベツ村として
発展した経緯、および地方の防災福祉コ
ミュニティの形成を紹介する。

知的ハンディキャップを持つ人をどう呼
称するかは、議論が途絶えることはな
い。戦後の知的障害児教育を継承してき
た一人である伊藤隆二教授の「この子
らは世の光なり」とするという思想を、
1992年に集中した「精神薄弱」用語問
題中心に考察する。

兵庫県内で地域福祉の推進に当たり、活
躍してきた社会福祉協議会・共募事務局
退職会のメンバーの経験や知見を紹介す
る一冊。この経験や知見は地域福祉の
ミッションとして継承されることが期待
されている。

社会福祉法人及び社会福祉施設の独立
性・自立性が強く求められるようにな
り、社会福祉法人の経営論が注目されて
きた。そこで、これらの非営利組織の経
営とは何か、その本質を笹山兄弟と塚口
の鼎談で論じ合う。

教材研究、授業構想、実践例などを示
し、小学校国語科授業の基本的なつくり
方を紹介する。また、新指導要領が求め
る「主体的・対話的で深い学び」につい
ても実践をもとに提示し、小学校の先生
方・小学校の教師を目指す学生たちの入
門書。
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2019年  新刊案内

情報教育ジャーナル 第 1 巻第 1号

日本情報教育学会　編

■ ISBN978-4-86429-995-4　定価：本体 2,000円＋税　B5判　82頁　2018年 12月発行

教
　
育

はじめての人のための小学校理科の『学び合い』＊

三崎　隆　編著

■ ISBN978-4-86429-538-3　定価：本体 1,600円＋税　A5判　116頁　2018年 10月発行

理科教育法 第 3 版＊

秋吉博之　編著

■ ISBN978-4-86429-987-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　266頁　2018年 10月発行

はじめての人のための中学校理科の『学び合い』＊

三崎　隆　編著

■ ISBN978-4-86429-539-0　定価：本体 1,600円＋税　A5判　120頁　2018年 10月発行

実践的指導力をつける家庭科教育法＊

多々納道子・伊藤圭子　編著

■ ISBN978-4-86429-988-6　定価：本体 2,200円＋税　B5判　200頁　2018年 10月発行

健康を科学する実践研究＊

読めばできる！養護教諭の研究ガイド

大野泰子・川又俊則　編著

■ ISBN978-4-86429-540-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　232頁　2018年 10月発行

情報社会の進展は、ネットいじめやフェ
イクニュース、誹謗中傷の拡散などの新
たな社会問題を引き起こしている。これ
らを未然に防ぐための必要な教育と被害
者・加害者にならないための情報教育に
ついて論考する。

『学び合い』は難しいと思われる小学校
理科の授業で、未来を幸せに生きる力を
付けさせるために、『学び合い』の考え
方で、理科の授業を毎日実践できるよう
真のアクティブ・ラーニングの実践を示
す。

学習指導要領に対応した理科教育の解説
書。理科学習の理論をふまえて、理科の
授業実践について分かりやすく学ぶこと
ができる。小・中学校教員養成課程の学
生だけでなく、小・中学校教師の手引書
としても有用。

『学び合い』のより良い実現により、子
どもたちが必要な能力を修得できる授業
実践の進め方について、中学校現場の先
生方及び中学校の教員を目指して学んで
いる学生により良い理解を促すためのテ
キスト。

実践的指導力を備えた家庭科教員の養成
や再教育のためのテキストである。その
際、小学校から高等学校まで連続して家
庭科を学ぶという学習者の視点に立って
指導できるように、また、初等教育と中
等教育で共通に使用できるように編集。

本書は養護教諭が一人で実践研究を進め
たり、またはグループで進めるための研
究指針となる内容を編集し、学会発表が
できることを目標としたテキストであ
る。さらに、一般の読者向けに、健康問
題・教育問題の現在をわかりやすく説明
している。
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社会教育における防災教育の展開

野元弘幸　編著

■ ISBN978-4-86429-530-7　定価：本体 3,600円＋税　A5判　256頁　2018年 8月発行

教
　
育

新しい視点から見た教職入門＊

中田正浩　編著

■ ISBN978-4-86429-509-3　定価：本体 2,800円＋税　A5判　283頁　2018年 4月発行

基礎基本シリーズ④
教員の在り方と資質向上＊

田邊昭雄・原田恵理子・森山賢一　著

■ ISBN978-4-86429-529-1　定価：本体 1,500円＋税　A5判　120頁　2018年 8月発行

教育原理 事始め＊

中田正浩　編著

■ ISBN978-4-86429-510-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　203頁　2018年 4月発行

道徳教育の理論と実践＊

石村秀登・末次弘幸　編著

■ ISBN978-4-86429-502-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　238頁　2018年 5月発行

道徳科 初めての授業づくり＊

ねらいの 8類型による分析と探究

吉田　誠・木原一彰　編著

■ ISBN978-4-86429-506-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　190頁　2018年 4月発行

東日本大震災の教訓を、今後の災害に活
かすために取り組まれた研究プロジェク
トの成果をまとめている。従来の研究課
題の枠組みを超えて、社会教育における
防災教育研究の使命と課題を追究した書
である。

教職を目指す学生が教職課程で最初に学
ぶ「教職入門」のテキスト。教育実践を
経験してきた実務家教員ができる限り平
易な言葉で具体的に詳説。理解を助ける
ために各章の初めには要約を、各章末に
は学習課題を設けた。

教職の意義及び教員の役割・職務内容の
観点から、基礎的基本的な事柄を取りあ
げた。教職課程の学生は進路選択をする
ために、また現職教員は教員としての在
り方を見直すために、必要な知見を得る
ことができる。

教職を目指す学生が教職課程で最初に学
ぶ「教育原理」のテキスト。教育実践を
経験してきた実務家教員ができる限り平
易な言葉で具体的に詳説。理解を助ける
ために各章の初めには要約を、各章末に
は学習課題を設けた。

道徳教育に関する内容を理論編と実践編
に分けて解説する。理論編では、主に教
育哲学の研究者が道徳や倫理の基本的な
思想、道徳的発達や道徳の歴史を取り扱
い、実践編では、主に経験豊富な学校教
諭が初等中等教育における道徳教育の実
際と課題を示す。

教員を目指す大学生と若手教員を主な対
象に、大学の道徳教育の授業や初任者研
修等に使えるテキスト。道徳授業方法を
類型化してそれぞれの長所・短所を示す
ことで、自分の授業スタイルを確立し、
改善し続けていくためのガイドブック。
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2019年  新刊案内

武道をたずねて＊

武道教育への活用

出口達也・金　炫勇・瀬川　洋　編著

■ ISBN978-4-86429-481-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　216頁　2018年 2月発行

教
　
育

子育ては生涯学習の原点
親キャリアをアップする支援

中野由美子　著

■ ISBN978-4-86429-992-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2018年 12月発行

高校・大学等における 進路指導・
就職支援マニュアル 改訂版＊

渡部昌平　著

■ ISBN978-4-86429-514-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　158頁　2018年 4月発行

幼儿体育与健康＊

让孩子运动、心动、感动

前橋　明　著

■ ISBN978-4-86429-534-5　定価：本体 2,000円＋税　四六判　242頁　2018年 11月発行

幼児体育＊

理論と実践［中級］第 2版

日本幼児体育学会　編
前橋　明　編著

■ ISBN978-4-86429-499-7　定価：本体 3,000円＋税　B5判　252頁　2018年 4月発行

乳幼児の健康 第 3 版＊

前橋　明　編著
石井浩子・岩城淳子・
佐野裕子・泉　秀生　他　著

■ ISBN978-4-86429-498-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　186頁　2018年 3月発行

武道が必修化され、学校教育における武
道教育のあり方が問われている。この機
会に本書では武道の教育的意義の解説と
共に、より多くの武道の紹介とその精
神・技術をそれぞれの専門の立場から紹
介する。

保育実践と子育て研究から学んだ知見を
わかりやすく紹介し、キャリアアップを
めざしている親自身や子育て・家庭支援
にかかわる人々の「育てる力」を養うと
ともに、実践活動にも役立つ事例を提示
した子育て必携本。

大学・高校の進路指導・就職担当者のた
めの「進路指導・就職支援」のためのガ
イドブック。就職を考える際に軸となる
「キャリア・カウンセリング」について、
その知見を整理し、進路・就職を指導す
る立場の者が知っておくべき知識を示
す。

幼児期からの健康と体力づくりについ
て、生活習慣、栄養・運動・休養の重要
性とそのバランス、幼児期の運動指導上
の留意事項、園庭や公園での安全な遊び
方と運動遊具の配置のあり方などをとり
上げて、中国語と英語で論述した、日本
発信の「子どもの健康づくり」本である。

日本幼児体育学会認定、幼児体育指導員
養成テキストの中級編第 2版。幼児の
かかえるさまざまな健康問題や指導者養
成におけるニーズを考慮し、幼児体育の
あり方や基本理念、体育指導の計画と指
導方法や内容の基本を解説。

子どもたちが抱える問題の背景には生活
習慣の悪さとそのリズムの乱れ、家族と
のコミュニケーションの弱さがある。乳
幼児期からの子ども本来の健康的な生活
を送ることの大切さを基礎理論と時事的
なトピックの両面から述べる。第 3版
刊行。
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幼児体育指導ガイド

日本幼児体育学会　編
前橋　明　編著

■ ISBN978-4-86429-497-3　定価：本体 1,800円＋税　四六判　198頁　2018年 2月発行

教
　
育

温度と熱のはなし
科学の目で見る日常の疑問

稲場秀明　著

■ ISBN978-4-86429-490-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　228頁　2018年 2月発行

数
学
・
物
理
学

NIE家庭支援論演習＊

松井圭三・小倉　毅・今井慶宗　編著

■ ISBN978-4-86429-501-7　定価：本体 2,500円＋税　A4判　184頁　2018年 4月発行

福
祉
（
社
会
福
祉
・
医
療
福
祉
）

サイトオルガニズム発生説 第 3 巻
人工細胞（自己再生）誕生の軌跡

猪岡尚志　著

■ ISBN978-4-86429-512-3　定価：本体 1,200円＋税　A5判　78頁　2018年 5月発行

化
学
・
生
物
学

痛みの存在意義＊

臨床哲学と理学療法学の視座

堀　寛史　著

■ ISBN978-4-86429-519-2　定価：本体 2,200円＋税　A5判　200頁　2018年 5月発行

医
学
・
医
療
・
看
護

デジタル動画像処理 理論と実践

三池秀敏・古賀和利　編著

■ ISBN978-4-86429-525-3　定価：本体 1,500円＋税　B5判　216頁　2018年 7月発行

情
報
・
工
学

幼児体育指導法研究会で検討してきた、
幼児体育指導上の留意事項を紹介。この
指導計画が、子どもたちに最大の利益を
もたらすように作成した、幼児体育指導
者必携書。

風邪を引くとなぜ発熱するか？　温度と
熱に関する日常のちょっとした 92の疑
問を取り上げて、科学の眼で見ることを
意図する。それぞれ疑問と解説とまとめ
で構成されているため、どこからでも読
め、身近な現象から自然への好奇心が広
がる。

NIEの手法を借りて、現在の社会の状況
の中で各分野の学習に新聞記事を使用
し、記事の中から家族・児童関係の制度
等を紐解き、自分の意見や感想をワーク
ブックに記入し、児童家庭福祉を学ぶ。

本書では、卵を用いて作製される人工
細胞は、表面がDNAで覆われている
（DNA冠細胞）であること、DNA冠細
胞が、スフィンゴシン・DNA・アデノ
シン・モノラウリン酸の化学物質から簡
単に合成できることを紹介している。

理学療法士、その他の医療職・福祉関係
職、そして患者にとって痛みは複雑が故
にとらえどころがない。本書では「痛み
とは何か」について理学療法学と臨床哲
学の視点で考え、新しい意味を提示して
いる。

AI技術が各分野を席巻しようとしてい
る現代において、動画像処理の新たな可
能性と脳の視覚情報処理の視点から技術
開発の指針を示す。また、読者が動画像
処理の問題点・可能性について理解を深
められることを期待する。
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2019年  新刊案内

非線形制御工学 第 2 版

竹内義之　著

■ ISBN978-4-86429-496-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　140頁　2018年 2月発行

情
報
・
工
学

歴史言語学 第 7 号

日本歴史言語学会　発行

■ ISBN978-4-86429-994-7　定価：本体 2,500円＋税　B5判　116頁　2018年 12月発行

言
語
・
語
学

農ある世界と地方の眼力
平成末期漫筆集

小松泰信　著

■ ISBN978-4-86429-989-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　324頁　2018年 11月発行

産
　
業

文芸くらしき 第 21 号

公益財団法人 倉敷市文化振興財団　企画・編集

■ ISBN978-4-86429-507-9　定価：本体 1,000円＋税　A5判　200頁　2018年 3月発行

文
学
・
芸
術
・
随
筆記憶の薄暮

17 世紀英国と伝記

齊藤美和　著

■ ISBN978-4-86429-531-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　190頁　2018年 8月発行

広島女学院大学叢書第 7号
画家の旅
日本画家中庭煖華の日記にみる旅と日常

福田道宏　著

■ ISBN978-4-86429-524-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　204頁　2018年 8月発行

本書では多項式形非線形制御系の設計理
論と非線形制御系の設計理論の二部構成
で、不可積分系や不連続系でも、不連続
要素が区分連続で有界な関数で表される
ならば局所的線形化が可能な局所微分同
相写像（アフィン非線形写像）を提案し
ている。

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連
携を図り、わが国におけるこれらの研究
の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関
誌の第 7号。

本書は、JAcom・農業協同組合新聞の
「地方の眼力」に掲載された 75編から
なる。第 2次安倍政権下における「農あ
る世界」を取り巻く末期的情況に対する
危機感とその解決の糸口を求めて、著者
の思いの丈を自由に書き綴ったものであ
る。

倉敷市民の文芸活動の振興・発展を目的
に、平成 9年度に創設された倉敷市民
文学賞は今回で 21回目を迎える。応募
者数 611名、応募作品 1,204点の中から
小説・随筆・童話・現代詩・短歌・俳
句・川柳部門受賞作品、全 71作品を紹
介。

本書では、英国近代初期の伝記を論じ
る。著書に付された前書きや献呈書簡、
追悼詩など、狭義の伝記に囚われること
なく考察の対象とし、また章ごとに視点
を変え、17世紀の伝記を多角的に捉え
る。

再興院展の日本画家中庭煖華（1901～
78）。戦後の 60年代の日記をひもとき、
年 1作の出品作にかける創造の軌跡と、
その間の仕事の旅や家族との旅を通じ
て、画家にとっての旅と日常をかいまみ
る。日記の翻刻も挿図とあわせて収載。
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現象学的スポーツ運動観察論

佐藤　徹　著

■ ISBN978-4-86429-537-6　定価：本体 5,500円＋税　A5判　358頁　2018年 11月発行

文
学
・
芸
術
・
随
筆

土木職公務員試験 専門問題と解答
［必修科目編］第 4版

米田昌弘　著

■ ISBN978-4-86429-520-8　定価：本体 3,100円＋税　B5判　282頁　2018年 4月発行

資
格
試
験

木下メソッド・コンポジションレッスン
平面コンポジション＊

木下　武　著

■ ISBN978-4-86429-489-8　定価：本体 1,000円＋税　A5判　64頁　2018年 2月発行

土木職公務員試験 専門問題と解答
［物理編］第 3版

米田昌弘　著

■ ISBN978-4-86429-500-0　定価：本体 2,500円＋税　B5判　256頁　2018年 4月発行

建築職公務員試験 専門問題と解答
［計画・環境ほか編］第 3版

米田昌弘　著

■ ISBN978-4-86429-504-8　定価：本体 2,000円＋税　B5判　174頁　2018年 4月発行

スポーツ指導における運動観察では、動
きの外形的特徴だけではなく、実施して
いる者の動感志向性まで見抜く能力が求
められる。本書は、意識を持った人間の
動きの本質を現象学的に把握する観察法
について論究したものである。

国家公務員 II種試験（土木職公務員）にとっ
て最も重要な構造力学・水理学・土質力学
を総まとめする 1冊。公務員試験とりわけ国
家公務員Ⅱ種試験（H24年度から一般職試
験）に最少の労力で合格するためのテキスト。
一般職試験や総合職試験で出題された問題
も新たに追加して、第 4版として発行。

基礎デザイン教育は、ドイツのバウハウ
スにおける造形教育「コンポジション
レッスン」から始まったが、未完成で
あった。著者は調査研究と授業実践によ
り独自の教育方法として完成させ、本書
はその中の平面コンポジション用のテキ
ストである。

土木職公務員試験では、工学の基礎であ
る数学と物理も、土木に関する専門科目
に加えて多数出題される。本書では、解
答に至るまでのポイント（公式）を整理
し繰り返し学ぶことで、問題の解き方を
判断できる力を養う。姉妹編に［数学
編］を用意。

国家公務員Ⅱ種試験（建築職公務員試
験）に出題される環境工学・建築計画各
論・建築設備・建築史等に関する内容を
まとめた 1冊。第 3版刊行。重要ポイ
ントの整理と演習を通して問題を解く能
力を養い、合格ライン突破をめざす。
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総　記

ちょっとマニアックな 
図書館コレクション談義
内野安彦　編著

■ ISBN978-4-86429-382-2　定価：本体 1,600円＋税　四六判　176頁　2015年 11月発行   

発明への誘い
日本のイノベーション事例にみる創造の技法

加藤直規　著
■ ISBN978-4-86429-220-7　定価：本体 1,600円＋税　四六判　214頁　2013年 9月発行    

情報化時代の今、公共図書館の役割とは
岡山県立図書館の挑戦

菱川廣光　著
■ ISBN978-4-86429-495-9　定価：本体 1,800円＋税　四六判　262頁　2018年 4月発行 

システム思考のすすめ＊

よりよい生き方を求めて

中井　孝　著
■ ISBN978-4-88730-972-2　定価：本体 1,600円＋税　A5判　160頁　2010年 4月発行   

図書館の基本を求めてⅨ
『風』『談論風発』2015 ～ 2017 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-86429-532-1　定価：本体 1,500円＋税　四六判　192頁　2018年 9月発行 

図書館の基本を求めてⅧ
『風』『談論風発』2014 ～ 2015 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-86429-425-6　定価：本体 1,500円＋税　 四六判　212頁　2016年 12月発行    

図書館の基本を求めてⅦ
『風』『談論風発』2012 ～ 2014 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-86429-332-7　定価：本体 1,500円＋税　四六判　186頁　2015年 5月発行    

図書館の基本を求めてⅥ
『風』『談論風発』2011 ～ 2012 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-86429-246-7　定価：本体 1,500円＋税　四六判　192頁　2014年 1月発行    

「図書館の棚が魅力あるものに見えないから図書館を使わな
い」という声を聞くことがある。本書では、その図書館のコ
レクションについて、やさしく、楽しく、ちょっとマニアッ
クに考える。

日本人がなした 4件の発明を取り上げ、発明はすでに知られて
いる知識を源泉とし、目前の課題との関連性に気づいて既存
の見方を組み替えたときに誕生することを解説。これから発明
を担ってほしい若い人に、発明のプロセスの一端を伝える一冊。

県内の図書館を支援し、館内では利用の利便性にこころがけ、またネッ
トワーク面では県内の横断システムの構築といった施策を試み、入館者
数と貸出冊数が 12年連続トップという結果を出した岡山県立図書館。
その成長の歩みを紹介し、情報化時代の公共図書館の役割を問う。

これから決めようとするとき、それにかかわるいろいろな物
事を 1つの「くくり」にして、そのなかで、何を目的にして、
どのように行動するのか、を考える。複雑に見えていた「く
くり」も案外すっきりすることが多い。

本書は、個人誌『風』と図書館批評誌『談論風発』への発表
を中心にまとめた。民営化に流れる時代の動きや、時流に乗
り、新しい話題ばかりを追う最近の図書館論への批判など、
現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

本書は、個人誌『風』と同人誌『談論風発』への発表から選
んでまとめた。民営化へ流れる時代の動きや、時流に乗り新
しい話題ばかりを追う最近の図書館論への批判・反論を中心
に、現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

本書は、個人誌『風』と同人誌『談論風発』への発表から選
んでまとめた。民営化へ流れる時代の動きや、時流に乗り、新
しい話題ばかりを追う最近の図書館論への批判・反論を中心に、
図書館現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

本書は、個人誌『風』と同人誌『談論風発』への発表から選
定。民営化へ流れる時代の動きや、時流に乗り、新しい話題
ばかりを追う最近の図書館論への批判・反論を中心に、現場
の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。
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図書館の基本を求めてⅢ
『風』『談論風発』2006 ～ 2007 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-88730-957-9　定価：本体 1,500円＋税　四六判　192頁　2009年 12月発行   

図書館の基本を求めてⅤ
『風』『談論風発』2009 ～ 2010 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-86429-159-0　定価：本体 1,500円＋税　四六判　192頁　2012年 8月発行   

図書館の基本を求めてⅡ
『風』『三角点』2004 ～ 2006 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-88730-875-6　定価：本体 1,500円＋税　四六判　190頁　2008年 11月発行   

図書館の基本を求めてⅣ
『風』『談論風発』2008 ～ 2009 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-86429-040-1　定価：本体 1,500円＋税　四六判　194頁　2011年 1月発行   

図書館の基本を求めて
『風』『三角点』2001 ～ 2003 より

田井郁久雄　著
■ ISBN978-4-88730-807-7　定価：本体 1,500円＋税　四六判　188頁　2008年 1月発行   

図書館の再出発
ICU図書館の 15年
畠山珠美・浅野智美・久保　誠・
黒澤公人・松山龍彦　他著

■ ISBN978-4-88730-796-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　200頁　2007年 12月発行   

情報源と情報サービス 第 2 版

木本幸子　著
■ ISBN978-4-88730-747-6　定価：本体 1,500円＋税　B5判　132頁　2007年 4月発行   

図書館から情報ステーションへ

澁谷和人　著
■ ISBN4-88730-280-0　定価：本体 2,200円＋税　A5判　220頁　1998年 5月発行   

本書は、個人誌『風』と同人誌『談論風発』への発表から選
んでまとめた。作家・文化人からの図書館批判や研究者による
貸出サービス批判への反論等を柱に、時代の動きに対して、図
書館現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

本書は、個人誌『風』と同人誌『談論風発』への発表から選
んでまとめた。民営化へ流れる時代の動きや、時流に乗り、新
しい話題ばかりを追う最近の図書館論への批判・反論を中心に、
図書館現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

本書は、2004年から 2006年の個人誌『風』と同人誌『三角点』
への発表から選んでまとめた。作家・文化人からの図書館批判や研
究者による貸出サービス批判への反論等を柱に、時代の動きに対し
て、図書館現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

本書は、個人誌『風』と同人誌『談論風発』への発表から選
んでまとめた。民営化へ流れる時代の動きや、時流に乗り、新
しい話題ばかりを追う最近の図書館論への批判・反論を中心に、
図書館現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

本書は、2001年から 2003年の個人誌『風』と同人誌『三角点』
への発表から選んでまとめた。作家・文化人からの図書館批判や研
究者による貸出サービス批判への反論等を柱に、時代の動きに対し
て、図書館現場の視点から図書館サービスと職員のあり方を論じる。

21世紀の国際基督教大学図書館の基礎を築いたともいえる新館建
築計画から新館運営が軌道にのるまでの 15年間。本書では、この
間の「図書館」という建物の変化、図書館サービスの変化、図書
館員の意識の変化について、当時の責任者が 12章にわたって記録。

司書課程の「情報サービス概説」「情報検索演習」「図書館サービス
論」「専門資料論」等の基礎科目の相互に関連する基本的内容を横
断的に利用可能なように、情報サービスに不可欠の情報源を総合的
に扱い、情報の加工手法、情報サービスの考え方等を解説した。

今日の図書館は、ネットワークなくしてはもはや成り立ちえ
ない。その意味で図書館というものを情報化のプロセスとし
て捉える。前半は、大学の図書館という現場から記録したも
ので、後半は、図書館をめぐる環境について論じる。
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一筆啓上
つれづれなる論叢

鳥谷部平四郎　著
■ ISBN978-4-86429-476-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　232頁　2017年 12月発行 

沈黙と無言の哲学＊

〈語りえぬもの〉の語りえなさを語る

中村直行　著
■ ISBN978-4-86429-326-6　定価：本体 1,800円＋税　四六判　176頁　2015年 4月発行    

新版 或る遺書について
塩尻公明　著／中谷　彪・
関みさよ・塩尻公明研究会　編集・解説

■ ISBN978-4-86429-241-2　定価：1,200円 +税　四六判　112頁　2013年 11月発行

塩尻公明と河合栄治郎
他力と自力の人間

中谷　彪　著
■ ISBN978-4-86429-242-9　定価：1,800円 +税　A5判　144頁　2013年 11月発行

日本的ニヒリズムの行方
正法眼蔵と武田泰淳

藤本成男　著
■ ISBN978-4-86429-074-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　164頁　2011年 5月発行 

スコラ・ピロムーソールム
心愛楽神学院

原　正幸　著
■ ISBN978-4-86429-013-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　202頁　2010年 8月発行    

存在と認識

大滝朝春　著
■ ISBN978-4-88730-932-6　定価：本体 7,000円＋税　A5判　2分冊セット  1,024頁　2009年 9月発行 

科学とその働き＊

科学社会論の問い
グレゴリー・N・デリー　著
橋本敬造　訳

■ ISBN978-4-88730-922-7　定価：本体 2,800円＋税　A5判　364頁　2009年 5月発行   

カント哲学へ反論と観念論批判の立場で、身近な「親孝行」
「生と死」から「徳と理念」「自由」「平等」そして「神」等々
を日々の論点とした、私たちへの問いかけである。

言葉にも表現し損ねる〈語りえぬもの〉が存在する。それが
どうして語られることができないのかという理由を、分析哲
学、数理論理学、認知科学の知見を交えて、わかりやすく解
明する。

学業半ばにして従軍、上官の罪を被り、戦犯として 28歳で
処刑された学徒兵。遺品の書物の余白にしたためられた遺書
に、恩師塩尻公明はどう向き合ったか。真の生き方とは何か
を我々に示唆する珠玉の人生論。「虚無について」も収録。

人生如何に生くべきかを生涯にわたって探求し苦闘した学究
的求道者塩尻公明と恩師河合栄治郎との人間像分析。他力を
重んじた塩尻、自力に驕った河合の生き方を比較し、その意
義を問う。

本書では、死や無や空への徹底した洞察を、あえてニヒリズ
ムと呼ぶ。正法眼蔵も武田泰淳も、無常を独自の視点から突
き詰めていった。そのとき見えてくるもの、見えてこざるを
得ないものとは何か。そこに人間存在の根源を問う。

本書は、第Ⅰ部「哲学青年カテキノスの夢想」第Ⅱ部「音楽少年
アイヌーシュの修行」第Ⅲ部「修道士ウオイの遍歴」にそれぞれ
登場する 3人によって、現世の中に前世があり、来世の中に現世
があるという人間の生の輪廻の姿を描き出した現代を問う哲学書。

真理の追求である哲学の主な課題は、存在等と認識論であり、
このことは著者にとっても同様である。本書は古代から現代に
至る哲学者の認識論を取り上げ、認識論が真に学びとしての認
識論たり得るためには、いかに追求されねばならないかを問う。

本書は科学の先端を探求してどのように新発見がなされるか考え、
ついで科学へのアプローチを考察し、科学の文脈として科学と宗
教、科学と社会、科学と疑似科学、科学の価値、科学の哲学を
論じる。最後に共通の基盤的諸概念について論じるものである。

哲学・心理学
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古代中国における儒の思想と道の思想

鳥谷部平四郎　著
■ ISBN4-88730-687-3　定価：本体 1,200円＋税　A5判　110頁　2006年 4月発行    

日本人の生死観
日本文化の根源を求めて

新保　哲　著
■ ISBN978-4-88730-893-0　定価：本体 2,000円＋税　四六判　230頁　2009年 3月発行    

私たちの人間論＊

ノートルダム清心女子大学
キリスト教文化研究所　編

■ ISBN4-88730-570-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　230頁　2005年 4月発行   

占い師「売卜先生」の講話
孝行と信義のすすめ

恩田　満　著
■ ISBN978-4-88730-870-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　230頁　2008年 10月発行   

環境の世紀をどう生きるか
環境倫理学入門

青木克仁　著
■ ISBN978-4-88730-985-2　定価：本体 3,800円＋税　A5判　480頁　2010年 4月発行    

イメージから考える人生論

青木克仁　著
■ ISBN4-88730-624-5　定価：本体 2,600円＋税　A5判　290頁　2005年 4月発行   

人間とは何か
総合科学的人間研究

米倉一良　著
■ ISBN4-88730-304-1　定価：本体 3,600円＋税　A5判　360頁　2002年 10月発行   

ある生き方
新しい解釈のないカント理解

鳥谷部平四郎　著
■ ISBN4-88730-500-1　定価：本体 1,200円＋税　A5判　104頁　2002年 10月発行   

C.R.ロジャーズの「カウンセラーの 
中核三条件」におけるキリスト教的側面
鶴田一郎　著

■ ISBN978-4-86429-523-9　定価：本体 1,600円＋税　四六判　104頁　2018年 5月発行 

日本と中国の関係には、かなり長い歴史があり、中国の影響
を大きく受けてきた。歴史を概観した上で、伝統的思想の基
盤とも言える「儒」と「道」の思想を考察することにより、
中国の人々の生き方を表現した偉人の思想を解説。

「生」とは、「死」とは何か。すべての人間に平等に訪れるこの問に
ついて、歌人・茶人・禅者・念仏者・随筆家・武士・民俗学者・
俳人・真言密教者のそれぞれの道を極めた先達たちの「生死観」
をまとめ、提示する。生死観について考える際の案内役となる書。

いま大学では、人間について、倫理や道徳について、また自分の
今後の生き方について、学生に何を考えさせようとしているのか。
ノートルダム清心女子大学のキリスト教文化研究スタッフは、従
来の教育実践を踏まえて、未来に向けての試案を提示する。

江戸期の心学書『売卜先生糠俵』（虚白斎）を翻刻し、注釈・解説を
加えた。物質中心・経済中心であった当時の社会を問題視し、人びと
が人間性と精神の豊かさを取り戻すよう促そうとした書。人がどう生き
るべきかを人生相談に訪れる庶民に答える講話形式にしたものである。

環境破壊は生態系の崩壊をもたらすとともに、今や、人間の生
物的な生存基盤を脅かすに至っている。本書では、「人間中心
主義的価値観」からの位置ずらしを試み、そうして見いだされ
た新たな価値観でのライフスタイルがどのようなものかを考える。

哲学に関心を持つ学生は、必ずといってよいほど、「人生の
意味とは何か」と問う。若い人たちにとって、あるいは人生
行路において、歩を止めざるを得なくなってしまった人たち
にとって、人生を考える上での手引書である。

人間は生理的心理的存在であるばかりでなく、社会的存在で
もある。それゆえ人間研究には哲学、歴史学、社会学、経済
学、文化人類学などの研究も必要であるという認識から人文
科学、社会科学、自然科学のすべてを総合した人間論である。

倫理に普遍妥当性を求めることは可能であろうか。『人倫の
形而上学の基礎づけ』『実践理性批判』『判断力批判』『たん
なる理性の限界内における宗教』の 4つの作品を概観し、カ
ントの倫理観を明らかにする。

C.R.ロジャーズのカウンセラーの中核三条件についてキリ
スト教の視点から再検討を試みる。彼の人生や生き方を背景
に考察し、ただの教条的心構えとして教えられる「中核三条
件」の本当の意味を検証する。
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哲学・心理学

人間性心理学研究序説＊

続　生きがいの心理学

鶴田一郎　著
■ ISBN978-4-86429-355-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　152頁　2016年 4月発行 

カウンセリングを巡る専門職システムの形成過程
「心」の管轄権とプロフェッショナリズムの多元性

丸山和昭　著
■ ISBN978-4-86429-113-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2012年 1月発行    

人間性心理学の視点から 
三谷隆正『幸福論』を読む＊

鶴田一郎　著
■ ISBN978-4-86429-263-4　定価：本体 1,600円＋税　四六判　150頁　2014年 4月発行   

対人関係の心理学
ダイアナ・ドゥワイアー　著
小野隆信・社田径子　訳

■ ISBN978-4-86429-432-4　定価：本体 1,600円 +税　四六判　164頁　2017年 2月発行

直感の原型
「神話」と「民話」

渡邊佳明　著
■ ISBN978-4-86429-156-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　196頁　2012年 7月発行    

「直感分析法」の原点と拠点

渡邊佳明　著
■ ISBN978-4-88730-997-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　182頁　2010年 6月発行    

直感分析論
「言葉」と「心」の領域

渡邊佳明　著
■ ISBN978-4-88730-907-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　146頁　2009年 8月発行    

生活心理学への誘い＊

赤木忠厚　監修
山陽学園大学総合人間学部生活心理学科　編

■ ISBN978-4-86429-222-1　定価：本体 1,800円＋税　B5判　126頁　2013年 9月発行   

座席行動の心理学
着席位置をめぐる心理メカニズムの解明

北川歳昭　著
■ ISBN978-4-86429-136-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　250頁　2012年 3月発行   

「生きがいカウンセリング」に関する研究成果を基にして、それを更
に発展させ、「人間の本質とは何か」を探究する人間性心理学の視点
から、「生きがいの心理学」に関する、目的・方法論・具体的な展開
（「最も小さき者」「コンパッション」「生きがい」）を検討・考察する。

本書では、わが国における「心」の専門家の普及の歴史、と
りわけ臨床心理士が学校教育にスクールカウンセラーとして
参入する過程について、隣接職種との管轄権争いに注目した
専門職システム論の観点から考察する。

「生きがいカウンセリング」に関する研究成果を基にして、
三谷の「信仰―学問―教育」に生きた生涯を概観した上で、
「人間の本質とは何か」を探究する人間性心理学の視点から、
三谷隆正の『幸福論』を検討・考察する。

喜びも悲しみも、誰とどのような関係を紡ぐかに大きく左右
される。つまり、対人関係の問題は、人間が幸福な生活を送
れるかどうかに深く関わっている。本書は、その関係の始ま
りから発展、継続あるいは崩壊についてわかりやすく解説。

直感の原型を神話・民話に求め、直感理論を直感物語論に絡
めることで、直感概念を強化し、あわせて東洋と西洋の対比お
よび共時性概念に基づくレヴィ＝ストロース、ユング両理論の
対比から外発生・内発性視点を直感理論に関係づけて論じる。

本書では、「直感分析法」について、まず〈過去形〉を本質
とする原点編で、すでにあって見いだされていることを述
べ、次に〈未来形〉を本質とする拠点編で、その根拠を問い、
それを確認することを試みている。

新たな直感概念の構築と分析を主題とし、その主要領域とし
て「言葉」と「心」を特定し、前者については「文学」を、
後者については「心理検査」を具体例として直感とはどのよ
うな働きをしているかをを分析・考察する。

山陽学園大学総合人間学部生活心理学科では、どのようなこ
とを学ぶことができるのか。生活の場で役立つ心理学とし
て、生活科学に心理学の視点を導入することをめざすこの学
科で、実際に行われている授業の一端を紹介する。

本書では、人はなぜそこに座るのか、着席位置が決まる過程
にはどのような心理メカニズムが反映しているのか、座席行
動からどのような心理を読み取ることができるのか。座席行
動の背後にある心理メカニズムを究明する。
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心理学による人間行動の理解

中村章人　著
■ ISBN4-88730-617-2　定価：本体 2,200円＋税　A5判　240頁　2005年 4月発行   

「心の問題」と直感論

渡邊佳明　著
■ ISBN978-4-88730-836-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　158頁　2008年 4月発行    

新版 初歩の心理学＊

堤　幸一　著
■ ISBN4-88730-117-0　定価：1,600円＋税　B5判　138頁　2005年 4月発行

報酬分配場面における 
公正認知に関する研究
原田耕太郎　著

■ ISBN4-88730-701-2　定価：本体 1,800円＋税　四六判　104頁　2006年 6月発行    

人間の心理的はたらきの基本となっている認知、感情・情緒、
欲求、さらにそれらが統合したパーソナリティー、人間関係、発
達について相互に関連させて解説するとともに、日常生活の中
で、各人の心理的はたらきを健康に保つための諸方策を述べる。

直感概念の「純粋直感」「普通の直感」のうち、後者に焦点
を当てて「心とは何であるか」、現代文明の持つ問題点等に
迫る。特に直感概念の 3要素（根源・超越・自己）の内、自
己の拡大が心の問題を深刻にしていることを明らかにする。

心理学とは何か。本書は、現代心理学の広範な分野のうち知
覚・学習・記憶・発達・人格に絞り、初歩的デモや実験知見
の紹介を通じて心理学的考え方に触れるための入門書であ
る。

報酬分配場面における分配者の公正認知に関して、著者が行った
実験的検討をまとめたもの。分配者は公正な報酬分配を志向する
が、自らの分配の公正さを低く認知する場合があり、そのような
場合には、それを補償するような行動が生起することを実証した。
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歴史との対話
現代福祉の源流を探る
西尾祐吾・塚口伍喜夫　監・著
川崎順子・辻尾朋子・荻田藍子　編著

■ ISBN978-4-86429-486-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　202頁　2018年 1月発行 

天地人
世からイエス固着へ

名木田薫　著
■ ISBN978-4-86429-493-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　204頁　2018年 1月発行 

法然上人　赤気の果てに
誕生の地に吹く朱色の風

瀬川久志　著
■ ISBN978-4-86429-528-4　定価：本体 2,200円＋税　A5判　274頁　2018年 8月発行 

「個」欠落改造

名木田薫　著
■ ISBN978-4-86429-491-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　230頁　2018年 1月発行 

個主体の民主制「実体」化

名木田薫　著
■ ISBN978-4-86429-492-8　定価：本体 2,200円＋税　A5判　228頁　2018年 1月発行 

自由と愛の精神
桃山学院大学のチャレンジ

谷口照三・石川明人・伊藤潔志　編著
■ ISBN978-4-86429-411-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　232頁　2016年 11月発行    

親　鸞
病・癒し・福祉

新保　哲　著
■ ISBN978-4-86429-016-6　定価：本体 2,200円＋税　A5判　220頁　2010年 11月発行    

華厳宗沙門 明恵の生涯

磯部　隆　著
■ ISBN4-88730-722-5　定価：本体 2,500円＋税　A5判　222頁　2006年 11月発行    

今日の社会福祉学はその歴史の集積であり、将来の展望もそ
の延長線上にある。つまり、社会福祉の歴史は人間の尊重の
近代史であるため、本書では、改めてその歴史を辿ることを
試みる。

イエス信探究は個体による孤独な信仰が基本であり、救われ
る・義とされるとは、個々人または神の側から人を見ての表
現である。可視界が人の心から去れば、天と地の一体化に応
じて実践と思想的仕事との区別はなくなることを示す。

本書は法然上人の若き時代に光を当てた書で、法然と同じ岡
山県美作出身の著者による書である。精通した地理と現地主
義に基づく研究方法を存分に発揮し、『法然上人絵伝』の空
白部分を埋める貴重な論考を含んでいる。

明治以来の国家主義の囚われが今日まで残っているが、戦前
にも主体性の兆しはあった。これからは、幼児から個の主体
性教育を行うことが大切である。個々人が自らを掘りさげ、
「無碍即良心」という次元に至ることを期待する。

良心的判断から個としての主体性確立に対応して、現在の政治
制度を問う。官僚等公務員を任期制とし、政党もなくし、首相
公選もしくは大統領制とする。そして、議会は東西両邦制とし天
皇制はなくすことで、国民の主体性の確立を目指すことを提案。

本書は、桃山学院大学の建学の精神が「自由と愛」であるこ
とを踏まえ、「自由と愛」について哲学・神学・教育学など
の立場から考察した論集である。幅広い議論を通して、教育
の普遍的な価値を問う足がかりとすることを狙いとする。

「慈悲心とはなにか」「毒と薬」「『維摩経』と親鸞における福
祉のこころ」「宗教から見た福祉とは何か」「道元の菩薩道と
福祉の精神」「親鸞と私（講演録）」の 6章から、現代人が切
実に求める重要な課題、病・癒し・福祉を論じる。

明恵は鎌倉時代に華厳宗という立場からわが国の政治と宗教
の歴史の中で大きな役割を果たした。その生涯を、いつ、ど
こで、何をという面から一歩掘り下げて、心と精神の歩みを
見つめ、内面史的に追跡することを試みた。

宗教・歴史
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ヨハネによる啓示のイエス

名木田薫　著
■ ISBN978-4-86429-044-9　定価：本体 3,000円＋税　A5判　214頁　2011年 1月発行   

聖伝の構造に関する宗教学的研究

宮本要太郎　著
■ ISBN4-88730-511-7　定価：本体 5,000円＋税　A5判　224頁　2003年 2月発行    

現代の知的状況とキリスト信仰

名木田薫　著
■ ISBN978-4-86429-007-4　定価：本体 3,000円＋税　A5判　288頁　2010年 9月発行   

神の愛の啓示
ノリッジのジュリアン

内桶真二　訳
■ ISBN978-4-88730-995-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2011年 12月発行   

東西両宗教の内実的同異

名木田薫　著
■ ISBN978-4-88730-948-7　定価：本体 3,000円＋税　A5判　226頁　2009年 11月発行   

東西の表裏一と聖書的思考

名木田薫　著
■ ISBN978-4-88730-926-5　定価：本体 3,000円＋税　A5判　216頁　2009年 7月発行   

西洋キリスト『教』と 
パウロ的『信仰』
名木田薫　著

■ ISBN978-4-88730-851-0　定価：本体 3,500円＋税　A5判　250頁　2008年 6月発行   

新世界の悪魔
カトリック・ミッションとアンデス先住民宗教の葛藤

谷口智子　著
■ ISBN978-4-88730-804-6　定価：本体 3,100円＋税　A5判　196頁　2007年 12月発行    

旧約聖書での啓示と受容
日本文化からの考察

名木田薫　著
■ ISBN4-88730-702-0　定価：本体 3,000円＋税　A5判　210頁　2006年 9月発行   

福音とは主を信じれば命を受け、拒めば裁きを招くとの意で
ある。信仰は神からの賜物であり、主と人とは二即一である。
だが人が世から離れていなければイエスを信じえない。キリ
ストはまことの光ですべての人を照らす。人はそれに応える。

日本最大の聖伝の伝統を誇る聖徳太子伝の起源と歴史的展開
を分析解釈しながら、それをイエス伝や仏伝と比較させて聖
伝の構造を論じる。それは物語の構造であり、そこには歴史
性と共に、時間を越えた聖なるもの表現が見られる。

現代では創造、終末、奇跡などの記述は古代同様には信じえ
ない。前二者は人知の全く届かない領域だが、奇跡は現在に
属し、直接触れうる。霊という事態は啓示のイエスに直結し、
全可視的領域を撥無する。この一点を介して全宇宙を超える。

ジュリアンという女性がイギリスのノリッジの地で教会に
庵を結んで瞑想生活を送り、神から受けた 16の啓示を記し
た、86章からなる原書の翻訳である。英国の歴史上、女性
による最古のまとまった散文である。

キリスト教と仏教とは無を共通の要因として内包しているが、前者
は人格神を信じる点で異なる。こういう同異を仏教とキリスト教の
関係とキリスト教内との二局面において論じている。キリスト教で
は人格神信仰に応じて人の側でも個としての主体性が重要である。

「第一部　東西の思想」では大拙、ティリッヒ、エックハルトな
どの考え方の特徴を論じ、「第二部　聖書的思考」ではそれらに
対しての聖書の思想の特色を考えた。東西両思想はいわば表裏の
関係にあり、神の啓示はそれらを共に突破する意義を有している。

日本に土着化した禅等の仏教にも、西洋に土着化し日本にい
わば輸入されたキリスト教にも留まりえない境地に置かれた
状況の中で、西洋的キリスト教を反省しつつ、東洋的・禅的
考え方を背景としたキリスト『信仰』の探究書｡

本書では、スペイン人によって発見された「新世界」ペルー
において先住民宗教をどのように見て戦ったか、それに対し
て先住民がどのように対応・批判し、乗り越えたか、それに
よって生まれた宗教現象を考察する。

旧・新約聖書に共通のものの感じ方、考え方と日本的心情と
の関わりの探求は、同時にすべての人間にとって共通な次元
へと深化していくことを意味するものと思われる。本書では
旧約を取り上げ、日本的心情の観点から理解・対応を試みる。
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宗教・歴史

戦後日本の復興の記録 上巻
GHQカメラマン　ボリアが撮った日本の風景

杉田米行　編著
■ ISBN978-4-86429-515-4　定価：本体 4,200円＋税　A4判　144頁　2018年 6月発行

Altruism in New Religious Movements

稲場圭信　著
■ ISBN4-88730-604-0　定価：本体 3,800円＋税　A5判　244頁　2004年 12月発行   

戦後日本の復興の記録 下巻
GHQカメラマン　ボリアが撮った日本の風景

杉田米行　編著
■ ISBN978-4-86429-516-1　定価：本体 4,200円＋税　A4判　144頁　2018年 6月発行

釈尊の歴史的実像

磯部　隆　著
■ ISBN4-88730-205-3　定価：本体 2,200円＋税　A5判　176頁　1997年 4月発行    

二人の近代
諭吉と襄

坂井　誠　著
■ ISBN978-4-86429-418-8　定価：本体 3,600円＋税　A5判　422頁　2016年 12月発行    

現代満州族シャーマニズムに関する文化人類学的研究
シャーマンの神話・成巫過程・儀礼を中心として

楊　紅　著
■ ISBN978-4-86429-402-7　定価：本体 3,300円＋税　A5判　300頁　2016年 8月発行    

ミエン・ヤオの歌謡と儀礼

廣田律子　編著
■ ISBN978-4-86429-364-8　定価：本体 3,800円＋税　A5判　368頁　2016年 4月発行   

北米先住民ホティノンションーニ 
（イロクォイ）神話の研究

木村武史　著
■ ISBN4-88730-366-1　定価：本体 8,200円＋税　A5判　450頁　2000年 9月発行   

先駆者の光と影 人生の転機
変化にどう対処したか

志村和次郎　著
■ ISBN978-4-86429-298-6　定価：本体 1,700円＋税　四六判　214頁　2015年 3月発行    

GHQカメラマン、ディミトリー・ボリアが戦後日本に滞在
中（1947～ 1961）に撮った各地の風景を収録。上巻では、
象徴としての天皇制を残した平和憲法のもと、占領下の制度
改革と破壊された東京の再建の様子がわかる。

英国のキリスト教系と仏教系の新宗教を事例に、長期の
フィールドワークにもとづき、利他主義の構造と利他的精神
の発達メカニズムを解明。宗教社会学をベースに社会福祉学
と道徳性心理学の複合研究領域を開拓する画期的な書。

GHQカメラマン、ディミトリー・ボリアが戦後日本に滞在
中（1947～ 1961）に撮った各地の風景を収録。下巻では、
戦過から解放され、平和と自由を享受し、継承される伝統行
事の様子が、変わらぬ自然とともに表現されている。

仏教の開祖釈尊の生涯を、最古層に属する教典類の分析に
よって、学問的に再構成したもので、特に、歴史のなかの釈
尊を把握することは、東西の文化比較の一起点にもなり、こ
のことは、現在の釈尊研究の重要なテーマである。

明治の日本近代化（文明化）という同時代の二人であるが、その志は
大きく異なる。福沢はよりはやい文明化により日本の独立維持をはか
ろうと、啓蒙主義を唱え、新島の立場はキリスト教受容により、平民
主義を肯定するものとして、両者の国家に関わる姿勢の違いを論じる。

56民族の 1つである満州族の宗教世界がどのようなものかと
いうことは、多文化･多宗教の中国文化の中で重要なテーマ
だ。著者の現地調査に基いて、現代満州族シャーマニズムの
全体像を、シャーマンの神話、成巫過程、儀礼から解明した。

本書は、神奈川大学アジア研究センターの共同研究の成果発
表である。ヤオ族の伝統文化が高く評価されている今日、そ
の複雑な儀礼知識の中で特に解明が必要である言語や歌謡に
ついて探究することで、それらの保存・継承の一助ともなる。

北米先住民イロクォイの首長が 20世紀初頭に語った神話の
歴史や首長の伝記を明らかにし、カナダの植民地主義への抵
抗として神話が語られたことを示し、この視点から神話の意
味を解釈し直した、宗教学的研究である。

本書は、賢人たちの「自伝」「伝記」から、処世訓や行動に
よる成果だけでなく、人生の転機にどう対応したか、さらに
は逆境・変化に対する処し方を示唆してくれる指南書であ
る。
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孔子と古代オリエント

磯部　隆　著
■ ISBN4-88730-512-5　定価：本体 2,200円＋税　A5判　182頁　2003年 4月発行    

沖縄の歴史・政治・社会＊

今林直樹　著
■ ISBN978-4-86429-357-0　定価：本体 2,200円＋税　A5判　206頁　2016年 4月発行    

誇り高き賢人たち
もう一つの日米関係史

志村和次郎　著
■ ISBN978-4-86429-193-4　定価：本体 1,800円＋税　四六判　252頁　2013年 3月発行   

聖徳太子 倭国と東アジアの変革

磯部　隆　著
■ ISBN978-4-86429-309-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　246頁　2014年 11月発行   

塩尻公明と戦没学徒 木村久夫
「或る遺書について」の考察

中谷　彪　著
■ ISBN978-4-86429-306-8　定価：本体 1,800円＋税　四六判　206頁　2014年 7月発行   

受取るの一手
塩尻公明評伝

中谷　彪　著
■ ISBN978-4-86429-194-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　198頁　2013年 1月発行   

塩尻公明
求道者・学者の生涯と思想

中谷　彪　著
■ ISBN978-4-86429-104-0　定価：本体 2,800円＋税　A5判　364頁　2012年 1月発行    

山田方谷研究会会誌 4
現代に生かす山田方谷の思想

山田方谷研究会　編・発行
■ ISBN978-4-86429-424-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　186頁　2016年 11月発行   

山田方谷の藩政改革とその現代的意義
経済政策を中心として

三宅康久　著
■ ISBN978-4-86429-095-1　定価：本体 1,800円＋税　四六変型判　142頁　2011年 9月発行   

孔子と古代オリエントという時空をかけ離れた存在を、共通
の座標軸において比較吟味し、それぞれの思想の独自性と共
通性を論じた比較思想史的アプローチによる孔子と古代オリ
エント論。

宮古・八重山諸島まで含めた沖縄の地理・歴史・文化の概説
と、戦後沖縄で主として 1950年までに展開した政治に関す
る論考、及び琉球方言を通してみた戦後沖縄社会に関する論
考、そして沖縄に関する 4点の書評を掲載。

日米の葛藤が深まるなかで、太平洋戦争回避のために精魂を
傾け、日米の懸け橋にならんとした両国の 8名の文化人た
ちの軌跡を追う。その劇的なドラマを通じて、日米友好の原
点を知り、彼らの人間的魅力と生き方に迫る。

6世紀末から 7世紀初頭にかけて激動する東アジアの中で、
確固たる地位を占めるために、随・唐を手本にしつつ我が国
独自の国家制度を創り上げる必要があった。その中で聖徳太
子の果たした役割について論じる。

不条理な戦犯の汚名を被せられて異郷の露と散った若き学徒
木村久夫が、哲学書の余白に書き込んだ手記と遺書とを、恩
師塩尻公明が紹介論評した名随筆「或る遺書について」。そ
の背景の分析と現代的意義とを問いかけた力作。

著者にとって 3冊目の塩尻公明研究の書。塩尻公明の生涯につい
ては、なお未知の点が多々あるが、前著の評伝部分のエッセンス
を継承しながら、その後収集した新しい資料を基に補訂を加えた。
「受取るの一手」という塩尻の言葉の秘義を体得されることを願う。

人間の業に真正面から向き合い、取っ組み合い、遂には手応
えある生甲斐を獲得し、類い稀な人間的成長と多面的で深奥
な学問的偉業とを達成した塩尻公明。その真摯な生き方とそ
のリベラルでデモクラティックな思想を紹介。

山田方谷研究会の会誌第 4号。山田方谷研究会では、山田方谷がか
かわった地域史を紐解き、それを日本史的に検証することで、方谷
が 19世紀の世界史的な視座の中で備中松山藩のあるべき姿を如何
に描き、次世代に何を伝えたかったのかを明らかする活動をしている。

経済不況・デフレ・財政赤字等、我が国の今日的課題は次世
代にまたがる程の重要な課題となっている。方谷が幕末に備
中松山藩の藩政改革で成功したその手法と背景にある思想か
らそれらを克服する知恵を探る。
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宗教・歴史

近代国家と能楽堂

奥冨利幸　著
■ ISBN978-4-88730-891-6　定価：本体 7,000円＋税　A5判　356頁　2009年 3月発行    

西洋文化の鼓動と近代京都
蘇った古都の開化伝

志村和次郎　著
■ ISBN978-4-86429-099-9　定価：本体 1,600円＋税　四六判　230頁　2011年 11月発行    

近代の岡山における社会事業の特質と展開過程
済世顧問と公衆衛生活動

二宮一枝　著
■ ISBN978-4-88730-888-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　194頁　2008年 12月発行    

東大寺大仏と日本思想史
大仏造立・再興の意味を問う

磯部　隆　著
■ ISBN978-4-88730-955-5　定価：本体 2,600円＋税　A5判　266頁　2010年 2月発行    

空襲の史料学
史料の収集・選択・批判の試み

日笠俊男　著
■ ISBN978-4-88730-864-0　定価：本体 1,200円＋税　A5判　138頁　2008年 8月発行    

日本上空の米第 20 航空軍
The 20th AF over Japan

日笠俊男・藤本文昭　訳著
■ ISBN978-4-88730-782-7　定価：本体 920円＋税　A5判　90頁　2007年 7月発行    

近代日本精神史
福沢諭吉から丸山真男まで

南原一博　著
■ ISBN978-4-88730-711-7　定価：本体 2,800円＋税　A5判　296頁　2006年 9月発行    

闕字にみる新島襄の精神と儀礼

明楽　誠　著
■ ISBN4-88730-498-6　定価：本体 2,400円＋税　A5判　224頁　2002年 9月発行   

倜儻不羈の事業家新島襄と下村孝太郎
時代を生き抜いたベンチャー魂

志村和次郎　著
■ ISBN978-4-88730-867-1　定価：本体 1,800円＋税　四六判　242頁　2008年 10月発行    

西洋に習う近代化により日本の伝統芸能を演じる場にも、その
影響が波及するようになった。本書では、その一事例として能
楽堂を取り上げ、能楽堂が近代化と共に歩んだ道筋を検証する
とともに、現代の能楽堂との比較と限界について考察する。

近代京都のDNAである西洋の先端技術と精神文化は現在の
京都に受け継がれている。本書はその先駆けとなった人物を
中心に、その英才達が残した文化遺産、精神文化の系譜をた
どり、近代京都を解明する。

本書は、近代岡山の社会事業の根幹とされた「岡山県済世顧問
制度」が、民生委員制度（福祉）の先駆のみでなく、公衆衛生
の揺籃であり、岡山県独自の愛育委員制度の源流でもあることを、
明治から昭和前期までの時期に焦点を当て、実証するものである。

天平時代、聖武天皇を中心とし、民衆の自発的な参加による東大
寺大仏造立の画期的な意味、鎌倉時代東大寺再建における日本型
ルネッサンスの精神、それに対立する秀吉の大仏造立の政治的ねら
い。日本のこれら政治と宗教をめぐる劇的出来事を深く解明する。

小さな都市でも決して見逃すことなく焼きつくした大戦末
期の米軍B-29部隊の大空襲のことを忘れないでほしい。63
年前の歴史の真実を著者自身が行った 10年来の調査研究に
よって明らかにし、次世代へ伝える。

第二次世界大戦末期、日本全土を焦土にした米陸軍第 20航
空軍。B-29の誕生から原爆投下までの驚異の年代記。米軍
資料の史料学入門の第一級テキストでもある、この注目の資
料を平和学習で高校生とともに読み解く。

国家の自立とデモクラシーの要求という相克する二つの課題
をかかえた近代日本は明治の天皇制国家形成、大正デモクラ
シーの修正、昭和ファシズムの破綻をたどったが、そのメカ
ニズムを明らかにすることにより再出発の方途を探る。

『新島襄全集』における闕字表記の不正確さを指摘しつつ、
同志社新島遺品庫収蔵の新島直筆資料を調査して、彼の用い
た闕字儀礼の実体を明らかにする。特に、彼の闕字不使用宣
言とその後における復活の意味を分析した新しい新島研究。

わが国で最初に私立の総合大学を興そうとした「倜儻不羈の事
業家」新島襄、そして新島襄の弟子であり、同志社ハリス理化
学校を創設し、わが国の化学・製鉄業界に不朽の功績を残した
下村孝太郎を取り上げ、その起業家としての業績・功労に迫る。
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石造文化
歴史学への誘い

播磨定男　著
■ ISBN4-88730-396-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　196頁　2000年 6月発行   

徳富蘇峰が観た三人の校祖
福澤諭吉・大隈重信・新島襄

志村和次郎　著
■ ISBN978-4-86429-032-6　定価：本体 1,900円＋税　四六判　254頁　2011年 3月発行    

幼・少年期の軍事体験

光岡浩二　著
■ ISBN4-88730-672-5　定価：本体 1,200円＋税　四六判　188頁　2006年 9月発行   

徳山大学研究叢書 24
山口県の歴史と文化

播磨定男　著
■ ISBN4-88730-475-7　定価：本体 3,400円＋税　A5判　244頁　2002年 3月発行   

戦禍の記憶
娘たちが書いた母の「歴史」

今川仁視　編著
■ ISBN4-88730-107-3　定価：本体 1,748円＋税　A5判　280頁　1995年 3月発行   

マラッカ海峡のコスモポリス ペナン

重松伸司　著
■ ISBN978-4-86429-118-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2012年 3月発行    

関東学園大学研究叢書 17
近代英国社会史序説
歴史叙述の作法における 19世紀と 20世紀
伊藤栄晃　著

■ ISBN978-4-88730-831-2　定価：本体 3,400円＋税　A5判　418頁　2008年 4月発行

ザクセン封建地代償却史研究

松尾展成　著
■ ISBN978-4-86429-055-5　定価：本体 3,600円＋税　A5判　384頁　2011年 4月発行    

アジア系アメリカ人の光と陰
アジア系アメリカ移民の歴史
スーチェン・チャン　著
トーマス・J・アーチディコン　編纂／住居広士　訳

■ ISBN978-4-86429-003-6　定価：本体 3,000円＋税　A5判　366頁　2010年 8月発行    

埼玉県秩父市で建物跡が発掘され、奈良県明日香村では最古
の流水遺構が出土した。この様な、新たな遺跡等の発見を機
に、日本の石造文化に関する論文をまとめるとともに、岩宿
遺跡と奈良県飛鳥地方の石造物等について論考する。

日本の私立大学の源流を創った福澤諭吉、大隈重信、新島襄
の 3人の独立不羈の創始者を取り上げ、明治期の高等教育
界だけでなく、広く日本の政治・経済・文化に大きな影響を
与えた原動力は何であったかを問う。

本書は、1937年 7月 12日から 8年以上にわたり続いた、日
中および太平洋戦争に関連する筆者の幼・少年期における軍
事体験記。反戦の立場で、過去の戦禍を伝え、その意思を明
らかにする。

山口県大島郡東和町油字西寺所在の「三尊碑」（自然石板碑としての石造
塔婆）との出会いが山口県での歴史研究の出発点となった著者の中世史に
関する論文 12編を収録する。Ⅰ　古文書・古記録／Ⅱ　五輪塔・宝篋印
塔／Ⅲ　板碑・角柱塔／Ⅳ　仏像・法具の 4分野を中心に論及する。

「娘」たちが直接「母」の戦争体験を「聞き書き」するという、
おそらく日本で最後であろう文集の一部を、戦後 50周年を
機に公開する。それは、私達に本当に「歴史を学ぶ」とは何
かを問いかけている。

本書では、マラッカと並ぶマレーシアの世界遺産、ペナン島
を舞台として、多くのエスニックが共存してきたアジアの近
代という時代、そしてさまざまな人びとがたどってきた歴史
について、わかりやすく紹介する。

文字化され文章化されたことばは、どのようにして歴史的「客観」
に、自己を表現する場を与えうるか。「客観」世界の叙述のための
幾多の試みのうち、英国の歴史研究を舞台に展開された潮流、と
りわけ「地方史」と「社会構造史」における研究者たちの跡を辿る。

19世紀に封建制（封建地代）が廃止されたのは、東部ドイツで
は土地割譲によってであるが、ザクセンでは償却（貨幣支払）に
よってであった。しかし、償却の具体的事実はほとんど明らかに
されていない。本書は 3所領の根本資料に基づいて解明を試みる。

19世紀からアメリカ合衆国に移民してきた中国人、日本人、朝鮮
人、インド人、フィリピン人の歴史的経験の共通性や歴史的に重要
な局面を概観し、さらに 1975年以降のベトナム人、ラオス人、カン
プチア（カンボジア）人の難民や移民についても要約して取り上げる。

林[5]-図書目録2019.indd   22 19/01/09   15:59



23

宗教・歴史

アフリカ系はアメリカ人か
植民地時代から現代まで

杉渕忠基　著
■ ISBN4-88730-631-8　定価：本体 2,800円＋税　A5判　340頁　2005年 7月発行   

バリ島
Island of Gods

賈　鍾壽　著
■ ISBN978-4-88730-929-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　214頁　2009年 9月発行    

アメリカ歴代大統領大全
［第 1シリーズ］建国期のアメリカ大統領  第 1巻
ジョージ・ワシントン伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-170-5　定価：本体 3,800円＋税　A5判　330頁　2012年 12月発行    

韓国伝統文化論＊

賈　鍾壽　編訳
■ ISBN978-4-88730-847-3　定価：本体 2,800円＋税　A5判　336頁　2008年 5月発行    

アメリカ歴代大統領大全
［第 1シリーズ］建国期のアメリカ大統領  第 2巻
ジョン・アダムズ伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-171-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　184頁　2013年 7月発行    

アメリカ歴代大統領大全
［第 1シリーズ］建国期のアメリカ大統領  第 3巻
トマス・ジェファソン伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-172-9　定価：本体 3,200円＋税　A5判　282頁　2014年 12月発行    

アメリカ歴代大統領大全
［第 1シリーズ］建国期のアメリカ大統領  第 4巻
ジェームズ・マディソン伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-173-6　定価：本体 3,600円＋税　A5判　350頁　2016年 8月発行    

アメリカ歴代大統領大全
［第 1シリーズ］建国期のアメリカ大統領  第 5巻
ジェームズ・モンロー &ジョン・クインジー・アダムズ伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-174-3　定価：本体 3,600円＋税　A5判　324頁　2017年 5月発行    

美作の国 一宮のおはなし

横川知之　編著
■ ISBN4-88730-719-5　定価：本体 1,200円＋税　A4判　52頁　2006年 10月発行   

植民地時代から始まり独立戦争、再建時代を経て公民権運動に至る
アメリカ史の中にアフリカ系アメリカ人を位置づける試みをしている。
また黒人ゲットーの問題や、強制バス通勤やアファーマティブ・アク
ションといった時代の問題についても歴史的観点から論じる。

「地上最後の楽園」と言われ、国際的な観光地でありながらも伝
統文化を失わずより華麗な文化を再創出するバリ島。本書では、
歴史・社会・宗教・芸能・美術などさまざまな視点から、筆者
のおよそ 20年にわたるフィールド・ワークを基に魅力を探る。

「建国の父」と称され、アメリカ史に及ぼした影響が大きい
にもかかわらず、日本でワシントンについて総合的に知るこ
とができる書籍はほとんどない。本書は、ワシントンについ
て一次史料を提示しながら総合的に紹介する。

日本と韓国が有史以来「最も近くて近い国」になっている現在、
お互いにどれだけ相手の文化や社会を理解しているだろうか。歴
史学、宗教学、民俗学、人類学、文学、美術など多岐にわたる
視点から、韓国人が自らの韓国の伝統文化を体系的に紹介する。

アダムズは「独立のアトラス」と呼ばれ、革命期に政治や思想
で大きな役割を果たした。近年、日本でもアダムズを扱った書
籍がようやく刊行されているが、研究はまだ進んでいない。本
書では、アダムズ研究に必要な重要事項について紹介する。

「革命のペン」ジェファソンに関する書籍は、日本でも多く
刊行されているが、本書はできる限り公正な視点で事績をま
とめた入門書である。ジェファソンに関連する必読の一次史
料やその政治思想をできるだけわかりやすく紹介する。

建国の父祖たちの中でも、マディソンは「憲法の父」と呼ば
れるほどに重要な人物であるにもかかわらず、マディソンだ
けを単独に扱った邦書は見当たらない。本書は、マディソン
の経歴や政治思想を詳細に紹介する。

モンローとアダムズが、「モンロー・ドクトリン」に関係す
ることは日本でもよく知られているが、その他の点について
はあまり知られていない。本書は、これまでほとんど紹介さ
れてこなかった両者の経歴や政治思想を紹介する。

おはなしを読むことのすばらしさは、読む人に何の命令や強制
もしないこと、読んだ人がそこから何かを感じっていろいろと
考えることができることにある。本書では、美作の国、一宮に
かかわりのあるおはなしを共通語と作州弁とで紹介する。
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ASシリーズ第 10巻
Understanding International Relations＊

Second Edition
竹内俊隆　著

■ ISBN978-4-86429-518-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　212頁　2018年 5月発行 

テキスト 法学 第 4 版＊

中西俊二　著
■ ISBN978-4-86429-517-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　278頁　2018年 4月発行 

マッカーサーと幣原総理
憲法九条の発案者はどちらか

大越哲仁　著
■ ISBN978-4-86429-526-0　定価：本体 1,800円＋税　四六判　246頁　2018年 9月発行 

世界の狩猟と自由狩猟の終わり
アリーゴ・D・マンフレディーニ　著
バード法律事務所　編訳

■ ISBN978-4-86429-441-6　定価：本体 3,000円＋税　A5判　492頁　2017年 3月発行   

ポスト・オバマのアメリカ＊

山岸敬和・西川　賢　編著
■ ISBN978-4-86429-398-3　定価：本体 2,400円＋税　A5判　220頁　2016年 7月発行    

ASシリーズ第 16巻
紛争解決学入門＊

理論と実践をつなぐ分析視角と思考法
上杉勇司・長谷川晋　著

■ ISBN978-4-86429-386-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　194頁　2016年 3月発行    

戦後アメリカの対日政策と日本の技術再興
日本のテレビジョン放送・原子力導入と柴田秀利

奥田謙造　著
■ ISBN978-4-86429-341-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　188頁　2015年 10月発行    

GHQ/SCAPと戦後の政治再建
占領計画や政策における日本保守主義者たち
ユハ・サウナワーラ　著
原谷友香・黒川賢吉　訳

■ ISBN978-4-86429-287-0　定価：本体 2,600円＋税　A5判　240頁　2015年 1月発行   

英語で講義を行うことを前提とした、国際関係論・国際政治
学を学ぶ人のための、全編英語による入門テキスト。国際認
識を高めるための一環として、国際政治理論や歴史を概観
し、現代の国際社会が直面する問題を学ぶ。

法学を学ぶ初学者を対象としたテキスト。法律用語の説明や
重要箇所の図示など、初学者の理解をたすけるための配慮を
施した。一般的理解を身に付け、「法と法の解釈」「憲法」「民
法」「刑法」をしっかりと学ぶ。

憲法改正の議論の中で憲法 9条の発案者は誰か、このことを
問う意味は大きい。本書では、歴史家の立場で憲法史に加え
て外交史や国際政治の側面から実証的検証を行い、憲法 9条
の発案者は当時の首相である幣原喜重郎であることを論じる。

古代ローマ法から現代に至る世界の狩猟を的確に説述した原
著の邦訳で、自由に狩猟するというローマ法にもとづく行動が
間違っていたと気付く。明治以来の失政による自由狩猟制か
ら抜け出る以外には、日本人の歩むべき道は残されていない。

オバマ大統領の二期 8年について、制度、アクター、政策の 3つの
視点で専門の若手研究者による検証を試みる。より具体的には、大
統領制・官僚制・政党制という制度、メディア・シンクタンクという
アクター、最後に人種・医療・外交に関する政策の変化に注目する。

国際紛争の発生と悪化の要因は何であるか。この紛争分析の成果は
紛争解決や平和構築の戦略と実践につなげるべきであろう。本書は、
この視点から紛争要因の正確な把握は、和平合意の取り付け、また
再発防止策の作成の参考になるということを、身近に思考させる。

今日の我が国は、技術立国であることに疑いの余地はないが、
敗戦後の技術再興過程で、日本側では柴田秀利の活動はあっ
たものの、実質的には用意周到な米国側の外交政策の枠内で
実行されたという特異な過程を辿ったことを明らかにする。

本書では、占領計画および実施当局が日本の保守勢力に対し
どのような政策をとったか、そして、日本の政治的リーダー
シップの再構築において彼らがどのような役割を果たしたか
について考察する。

政治・法律
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ハンス・J・モーゲンソーの 
国際政治思想
宮下　豊　著

■ ISBN978-4-86429-189-7　定価：本体 3,600円＋税　A5判　358頁　2012年 12月発行   

ASシリーズ第 8巻
American Politics from American and Japanese Perspectives＊

英語と日米比較で学ぶアメリカ政治
山岸敬和・Michael Callaghan Pisapia　著

■ ISBN978-4-86429-200-9　定価：本体 2,400円＋税　A5判　248頁　2013年 4月発行    

ASシリーズ第 3巻
ヒップホップの政治学＊

若者文化によるアメリカの再生
川村亜樹　著

■ ISBN978-4-86429-108-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　134頁　2012年 1月発行    

李登輝政権の大陸政策決定過程（1996 ～ 2000 年）
組織的決定と独断の相克

黄　偉修　著
■ ISBN978-4-86429-105-7　定価：本体 4,800円＋税　A5判　260頁　2011年 12月発行   

ASシリーズ第 14巻
第二次世界大戦の遺産＊

アメリカ合衆国
杉田米行　編

■ ISBN978-4-86429-380-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　204頁　2015年 10月発行    

ASシリーズ第 1巻
アメリカ政治史の基本＊

植民地時代からオバマ大統領、沖縄問題まで
向井洋子　著

■ ISBN978-4-86429-091-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　2011年 10月発行    

生物多様性をめぐる国際関係

毛利勝彦　編著
■ ISBN978-4-86429-071-5　定価：本体 2,600円＋税　A5判　210頁　2011年 5月発行    

新版 共存のための技術＊

政治学入門

牧野雅彦　著
■ ISBN978-4-88730-861-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　156頁　2008年 10月発行   

アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書  第 2巻
アメリカ外交の分析＊

歴史的展開と現状分析
杉田米行　編著

■ ISBN978-4-88730-832-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　280頁　2008年 4月発行    

ハンス・J・モーゲンソーのアメリカ亡命前から晩年までの
膨大な著作を克明に検討して、その国際政治思想を「リアリ
ズム」として捉える通説が誤りであることを明らかにすると
ともに、新たなモーゲンソー像を提起する。

アメリカ政治について日本語で詳細に書かれた文献と、アメ
リカ政治について英語で詳細に書かれた文献との橋渡しをす
る一冊。英語で文献を読むときに学生が陥りやすい困難を軽
減し、より理解を深めることをめざす。

アメリカの黒人コミュニティ発の若者文化であるヒップホップ
は、音楽・映画・スポーツなどに関連するグローバルな市場で
強い影響力を持っている。本書では、映画と小説をジャンルご
とに紹介しつつ、この文化の政治性と教育的価値を紹介する。

台湾の大陸政策は対中国大陸政策にとどまらず、国際的に多
くの分野における発展に関わる国家戦略レベルの政策と言え
よう。本書では、1996～2000年までの李登輝初代直接民選
総統時代における台湾の大陸政策の決定過程を明らかにする。

2015年は第二次世界大戦終結 70周年である。この機会に、
アメリカを振り返り、第二次世界大戦がアメリカにどのよう
な影響を与えたのかを多様な専門分野から考察する。

本書では、大統領・大統領選を軸として、アメリカの政治・
民主主義に関する基本的な事実を解説することで、アメリカ
の歴史や政治に関する初歩的な知識を学べる。また、沖縄を
通してみた政治外交史にも焦点をあてる。

愛知目標、名古屋議定書、名古屋・クアラルンプール補足議定
書は国際関係を変えられるか。「生物多様性の 10年」のスター
トにあたり、国際機関・政府・企業・市民などあらゆる部門の
力を結集して、「自然と共生する」世界をどう構築するかを考える。

人間の日常的な感覚からはかけ離れた存在に見える政治。本
書では、「一国の政治権力を掌握するためには」という形を
用いて、政治とはいったいいかなる営みであるか、政治学と
は一体どのような学問なのかを明らかにする。

アメリカは冷戦終結後、唯一の超大国として君臨していると
いわれる。現在のアメリカ外交はアメリカの強さの象徴なの
か、弱さの表れなのか、本書はこの疑問に迫るために、理論
的・歴史的側面からアメリカ外交を再検討している。
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近代とは何であったか
比較政治思想史的考察

岩間一雄　編著
■ ISBN4-88730-227-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判　326頁　1997年 5月発行   

ヨーロッパ政治思想概説

鳥谷部平四郎　著
■ ISBN4-88730-389-0　定価：本体 2,800円＋税　A5判　296頁　2003年 4月発行   

武力紛争法とイスラエル・パレスチナ紛争
第 2次インティファーダにおけるテロと国家テロ

松山健二　著
■ ISBN978-4-88730-811-4　定価：本体 2,000円＋税　四六判　178頁　2008年 2月発行    

比較政治思想史講義
アダム・スミスと福沢諭吉

岩間一雄　著
■ ISBN4-88730-220-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　192頁　2000年 4月発行   

アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書  第 3巻
グローバリゼーションとアメリカ・アジア太平洋地域＊

杉田米行　編著
■ ISBN978-4-88730-901-2　定価：本体 2,800円＋税　A5判　260頁　2009年 5月発行    

アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書  第 1巻
アジア太平洋地域における平和構築＊

その歴史と現状分析
杉田米行　編著

■ ISBN978-4-88730-759-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　278頁　2007年 4月発行   

新発想の防衛論
非攻撃的防衛の展開

児玉克哉・ホーカン･ウィベリー　編
■ ISBN978-4-88730-465-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　186頁　2001年 11月発行   

散在する権力

中城　進　著
■ ISBN4-88730-333-5　定価：本体 2,600円＋税　A5判　252頁　1999年 6月発行   

日本陸軍の総力戦政策

纐纈　厚　著
■ ISBN978-4-88730-319-5　定価：本体 2,800円＋税　A5判　364頁　1999年 4月発行   

本書では、アジアあるいは日本が、西欧近代を乗り越えるこ
とを志向するとき、近代が自らの弱さを意識し、神への信仰
という仕方で解決したことの思想的な問題を、今度は自分た
ちが自らどのように解決するかを問う。

人間は孤立した存在であると同時に、共同体の中で存在しな
ければならないことにより、政治は成り立つ。この政治理解
のために、過去のヨーロッパにおいて哲学者または思想家と
いわれた人々の政治思想を彼らの主な著作で紹介する。

イスラエル・パレスチナ紛争では、両者は相手の敵対行為を
「テロ」「国家テロ」と非難する。敵対行為の正当性はそのよ
うなラベリングではなく、武力紛争法（国際法）から判断さ
れるべきである。本書では、その客観的な評価を試みる。

大学生の歴史知識の偏りや不足を是正することを目的とした
講義テキストであるが、アジアと西欧とをグローバルな視点
で描き出してもいる。従って、今、自分がどこにいるかを透
視するとき、明快な座標軸を提供する格好の書である。

「グローバリゼーション」はアメリカ・アジア太平洋地域に
おいてどのような影響を与えたのか。本書では長期的な時間
軸で、さまざまなレベルにおける多様な現象を 10人の研究
者のそれぞれの視点から分析する。

冷戦終結後、アジア太平洋地域は激動の時期を迎えている。
本書では、多様なバックグラウンドを持つ執筆陣が「アジア
太平洋地域の安全保障問題を新しい視点で分析する」という
共通の問題意識の下で、刺激的な議論を提起している。

攻撃的な防衛体制を抜け出し、テロや地域紛争を誘発しない環境
をつくり、万一不測の事態が起きたとしてもそれらに対応できる
システム作りが求められている。ヨーロッパをはじめ国際的に活躍
する研究者たちが、新発想の防衛理論で、日本の防衛を展望する。

第一章　同一の権力構造に属する者どうしの間での権力闘争
と権力関係／第二章　同一の権力構造に属さぬ者どうしの間
での権力闘争と権力関係／第三章　探査する支配者と対応す
る被支配者／第四章　服従する被支配者の諸行為

日本陸軍の明治期から大正・昭和にかけての政局のなかで露
呈された対内政策のうち、総力戦対策に絞り、陸軍型の政治
諸勢力と対抗関係や協調関係を繰り返しながら、確実にその
政治的地位を強化していった経緯を具体的に検証。
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パレスチナの政治文化
民主化途上地域への計量的アプローチ

浜中新吾　著
■ ISBN4-88730-501-X　定価：本体 6,000円＋税　A5判　242頁　2002年 12月発行    

アメリカで裁かれた本
公立学校と図書館における本を読む自由

上田伸治　著
■ ISBN978-4-88730-798-8　定価：本体 2,800円＋税　A5判　270頁　2008年 7月発行    

多民族国家マレーシアの国民統合
インド人の周辺化問題

山田　満　著
■ ISBN4-88730-408-0　定価：本体 2,500円＋税　A5判　240頁　2000年 11月発行   

本と民主主義
アメリカ図書館における「表現の自由」の保護と制限

上田伸治　著
■ ISBN4-88730-678-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　174頁　2006年 7月発行    

現代韓国と民主主義＊

李　分一　著
■ ISBN4-88730-303-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　208頁　1999年 2月発行   

都市変容の確率過程
個人の自由選択による都市秩序形成

青木義次　著
■ ISBN978-4-88730-947-0　定価：本体 3,800円＋税　A5判　146頁　2009年 11月発行   

都市の環境評価と都市政策

大城純男　著
■ ISBN978-4-88730-797-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　150頁　2007年 10月発行   

指定都市の税財政制度の改革

安宅敬祐　著
■ ISBN978-4-88730-930-2　定価：本体 2,400円＋税　A5判　212頁　2009年 9月発行   

分権時代のまちづくり

坂本忠次　著
■ ISBN4-88730-379-3　定価：本体 1,200円＋税　A5判　164頁　2004年 3月発行   

パレスチナ政治の民主化は中東紛争解決の条件として国際社
会から期待されている。本書は 1990年代に現地の調査機関に
よって行われた社会調査データを駆使し、政治意識レベルの民
主主義の様相を明らかにした新しい角度からの研究である。

基本的人権である本を読む権利の米国においてどのように保護・制限に
ついて、されているのかを具体的に起こった実際の裁判例を基に分析す
る。特に、なぜ制限しようとしたのか、誰が読む自由を守ろうとしたの
か、政治的解決・法的解決はどのようなものであったかについて論じる。

インド人エスニック集団の視角で、移民から国民への過程、
さらにはグローバル化時代の市民への変貌過程を解明し、マ
レーシアを教訓に多エスニック国家の国民統合問題を考察す
る。

アメリカの大学図書館に勤務する著者が、実際に本や図書館
をめぐって起きた事例を分析し、アメリカ民主主義の根幹で
ある「表現の自由」が、いかに民衆によって保護され、時に
は民衆自身に制限されてきたのかを論じる。

建国 50年の韓国は、一方では目覚ましい成果を成し遂げた
が、他方では権威主義的な支配構造の定着と不正腐敗も顕著
化させてきた。この様な韓国の政治・経済・社会等の運営メ
カニズムを解明するとともに、民主政治の動向を分析する。

都市計画案に基づき、統制のとれた管理の元に、都市を建設
してゆくべきか、あるいは都市住民の自由な行動が、都市を
よくしていく可能性があるだろうか。都市というシステムが
有している可能性を科学的論理で考察する。

本書では、様々な都市環境要素のうち、人口規模・人口密度・
就業者密度・社会資本・産業地域特化・所得・人的資本蓄積・
就業機会・治安・公害などの「社会的環境」の経済評価を中心
に分析し、都市政策に関するインプリケーションを提示する。

全国で 18ある政令指定都市は全人口の 2割を占め、わが国の経済社
会をリードしている。本書は、政令指定都市の行財政制度を概観しな
がら、市町村優先の原則に基づいて、政令指定都市の税財政制度の
改革の基本理念や具体的方向を示した初めての本格的提言書である。

地域史や自治財政の歴史的な研究と、地方自治・財政・環境
や地域開発等の現状分析を行ってきた著者が、折にふれて新
聞、雑誌等に掲載されたエッセイ、評論等をまとめて、歴史
と文化、福祉に根ざしたまちづくりを提案する。
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“Working Together” for Peace and Prosperity of Southeast Asia, 
1945-1968 The Birth of the ASEAN Way
島田和久　著

■ ISBN978-4-86429-244-3　定価：本体 2,000円＋税　B5判　164頁　2013年 10月発行   

インターネット広報の普及・進展と自治体
5 年間にわたる一地方県域レベルの調査研究を通して

賀来健輔　著
■ ISBN4-88730-542-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　200頁　2003年 9月発行   

資源争奪戦時代
なぜ今オーストラリアか？

田中豊裕　著
■ ISBN978-4-86429-157-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　238頁　2012年 9月発行    

地域スポーツと政策

中山正吉　著
■ ISBN4-88730-392-0　定価：本体 2,500円＋税　A5判　220頁　2000年 6月発行   

地球はもちつもたれつ

舩越　博　著
■ ISBN978-4-88730-758-2　定価：本体 2,000円＋税　四六判　204頁　2007年 5月発行   

生物遺伝資源アクセスと利益配分に関する理論と実際
新医薬品開発を例に

林希一郎　著
■ ISBN978-4-88730-734-6　定価：本体 3,800円＋税　A5判　224頁　2007年 1月発行   

東アジア国際変動論＊

国家・冷戦・開発

李　分一　著
■ ISBN4-88730-589-3　定価：本体 2,400円＋税　A5判　234頁　2004年 10月発行   

国際消費者運動
国際関係のフロンティア

境井孝行　著
■ ISBN4-88730-471-4　定価：本体 2,200円＋税　A5判　218頁　2003年 10月発行   

現代国際関係論＊

基礎と実際

李　分一　著
■ ISBN978-4-88730-353-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　228頁　2001年 9月発行   

結成以来 45年以上存続している東南アジアの地域協力、
ASEAN。第 2次大戦後からASEAN結成に至るまでの期間
に焦点を当て、ASEANの設立過程を詳細に分析することを
通してASEAN設立の目的や意義を考察する。

自治体のインターネットによる広報活動が経年変化と共に、
どのような意味を有してきたか。また、インターネットを広
報活動の分野に導入することによって、どのような意識変革
を迫られたかを実証研究によって明らかにする。

国の維持・発展には、食料・エネルギー資源・鉱物資源の確
保が至上政策である日本にとって、オーストラリアは今まで
以上に重要なパートナーである。本書では、その背景と現実
について詳説し、戦略的互恵関係を再構築する必要性を説く。

本書は、戦後のわが国のスポーツ政策を地域のスポーツの発
展、充実という観点から捉え直す。市町村自治体におけるス
ポーツ政策の事例を踏まえながら生活形成や地域社会形成に
資するスポーツ政策の課題と展望について論究する。

資源小国、軍事小国、極東の島国の日本。私たちがこの条件の下
で生きてゆくためには何よりも平和が大事である。平和や異文化、
五大陸の事情、女性の力、グローバリゼーションの是非、情本主
義の意義、などをとおして日本を中心とした対外関係論を述べる。

本書は、生物多様性条約において今まさに最もホットな交渉
が行われている「遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ
公平な配分」の課題について、制度、事例および理論を網羅
する、はじめての学術的研究書である。

戦後東アジアは、何が変化し、その変化の背後に何が変わら
ぬものとして存在しているのか。本書は、戦後東アジアにお
ける「国家」、「冷戦」、「開発」の問題とその変動について、
国際関係論と比較論的観点、そして地域の視点から論じる。

国際消費者運動は、日常生活の変革の中から世界の人々の生
活向上を指向するものである。20世紀後半の国際システム
の枠組みの変化と世界市民社会成立への視座から、国際消費
者運動の研究を国際関係論の中に位置づけた労作。

平和研究としての国際関係論は、社会科学の一分野であり、
総合的な学問分野である。そこで、国際関係論が対象とする
国際社会の多様で多元的な問題の中から重要な要因を選び出
し、解説する。
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Beyond the Line＊

杉田米行・マリー ･トーステン　著
■ ISBN4-88730-352-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　106頁　1999年 9月発行   

自治体国際協力の時代

江橋　崇・富野暉一郎　著
■ ISBN4-88730-441-2　定価：本体 2,500円＋税　A5判　264頁　2001年 7月発行   

地域をひらく国際協力
南北ネットワーク岡山 10年の挑戦

田中治彦　著
■ ISBN4-88730-238-X　定価：本体 1,800円＋税　A5判　190頁　1997年 10月発行   

東アジア論入門＊

高木雅一　著
■ ISBN4-88730-442-0　定価：本体 2,800円＋税　A5判　280頁　2001年 6月発行   

アフリカの大地から
ビクトリア湖畔の開発協力

中島正博　著
■ ISBN978-4-88730-112-2　定価：本体 1,553円＋税　A5判　176頁　1995年 3月発行   

国際不正競業法の研究

相澤吉晴　著
■ ISBN978-4-86429-420-1　定価：本体 4,200円＋税　A5判　524頁　2016年 10月発行    

社会法総論＊

社会法の基本法理とその現代的展開

柴田　滋　著
■ ISBN978-4-86429-346-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判　282頁　2015年 10月発行    

現代企業法務 1［国内企業法務編］＊

井原　宏・河村寛治・阿部博友　編著
■ ISBN978-4-86429-257-3　定価：本体 4,200円＋税　A5判　480頁　2014年 4月発行   

消費者私法の比較法的研究
日中の比較を通じて

周　勇兵　著
■ ISBN978-4-86429-103-3　定価：本体 2,200円＋税　A5判　230頁　2011年 11月発行   

本書では、国際関係の理論と徹底的な一次資料の吟味を組み
合わせてドッジ＝ラインを再考し、ドッジ＝ラインこそが米
国の対日占領政策における転換の契機と位置付ける。また、
法・経・歴史関係学科の外書講読にも最適である。

国家の役割が縮小する 21世紀の世界においては、市場原理
や国家権力の公共原理ではなく、連帯と共生の原理による
人々の日常生活の自立と安定が期待されている。本書は、自
治体レベルでの国際協力とは何かを論じる。

アジアやアフリカで貧困から脱するために懸命に活躍してい
る人々と関わることで、逆に日本にいる私たち自身が開か
れ、地域を拓いていく。国際協力を通して、岡山という地を
耕し続けた南北ネットワーク岡山の 10年の挑戦。

東アジア学・論を学ぶための入門書。東アジアを学ぶための
基礎的知識や考え方を示し、そして産業、企業、経営にも踏
み込んで論じ、私達が東アジアとの将来のつき合い方を考え
る上で役立つ一冊。

国際貢献の一つとして開発途上国に対する開発協力は、日本
が平和外交を貫くに当たって重要な外交上の施策の一つであ
る。ビクトリア湖畔の開発協力の実際を、開発専門家が報告
する。

国際的不正競業の法規制について、ドイツ、オーストリア、スイス、フラン
ス国際私法委員会、万国国際法学会、ハーグ国際私法会議、EU、インター
ネットにおける判例・学説および立法等を紹介・検討し、その分析を基に、
わが国における「法適用通則法」の下での解釈論を提唱したものである。

生存権、労働権等の社会権の思想を基礎とする社会法の概念
について、近代社会の基礎法である市民法の法理との関係か
ら、社会法の法理を明確にし、過去から現代にいたるまでの
諸学説も紹介する。

実務家（企業法務家）の視点から学生・企業法務初級者が最
低限理解しておくべき実務に適した知識等を解説した企業法
務の標準テキスト。事例・判例は、過去 10年以内の最新の
ものに限定し、実務に適した論点を中心に解説する。

日本の消費者保護運動基本法は、消費者基本政策を内容とす
る「基本政策方式」をとり、中国の消費者権益保護法は「一
般法律方式」であることから、本書では消費者保護法則のあ
り方を比較検討を試みる。

林[5]-図書目録2019.indd   29 19/01/09   15:59



30

行政法理の研究＊

岡田春男　著
■ ISBN978-4-88730-868-8　定価：本体 2,200円＋税　A5判　232頁　2008年 11月発行    

租税競争と差別課税

大島考介　著
■ ISBN978-4-86429-085-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　134頁　2011年 8月発行   

新版 休眠担保権抹消の実務
佐藤敦三・佐伯　武・
三輪隆志・林　忠治　編著

■ ISBN4-88730-215-0　定価：本体 3,619円＋税　B5判　282頁　2002年 10月発行   

ニュース記事に学ぶ知的財産

加藤直規　著
■ ISBN978-4-88730-924-1　定価：本体 2,300円＋税　A5判　248頁　2009年 6月発行    

韓国型ロースクールの誕生
法曹養成にみる高等教育と政治体制

朴　炫貞　著
■ ISBN978-4-86429-286-3　定価：本体 3,000円＋税　A5判　264頁　2014年 12月発行  

アジアの法整備と法発展

金子由芳　著
■ ISBN978-4-88730-978-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　190頁　2010年 4月発行    

英国近代刑罰法制の確立
刑事施設と拘禁刑

三宅孝之　著
■ ISBN4-88730-458-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　152頁　2001年 10月発行   

ローマ物権法講義＊

G. クリンゲンベルク　著
瀧澤栄治　訳

■ ISBN978-4-88730-726-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　136頁　2007年 3月発行   

ローマ債権法講義＊

G. クリンゲンベルク　著
瀧澤栄治　訳

■ ISBN4-88730-450-1　定価：本体 3,800円＋税　A5判　392頁　2001年 9月発行   

行政をめぐる訴訟についての中でも、行政法の理論の形成な
いし解明を取り上げ、考察する。行政における第一次判断権
の理論、違法性承継の理論、行政上の義務の司法的執行論、
一般排他性の原則の 4つの視点から迫る。

国や地方同士が企業等の誘致をめぐり税率の引き下げを競う租
税競争。競争において特定の対象（金融業、外資等）のみ税
制上優遇する差別課税。日本も無縁ではなくこれらの政策につ
いて概説し、理論モデルを用いて問題点や可能性を論じる。

その実務経験をもとに、実例を集約し、資料を収集して司法
書士のために作成した初版を基に、新設制度になじまない休
眠担保権の抹消手続きに対応できるように、全面的に見直
し、再編集をしたものである。

本書は、実用的な入門書ではなく、ニュース記事の総括的紹
介とその解説で構成された社会人必須の知的財産理解のため
の入門書。特に、法域別構成を最小限に抑え、社会に関連す
る知的財産であることを説き、分かりやすく述べる。

近年、法曹養成においてドラスティックな制度改革を実現している韓
国のロースクールは、その制度改革のコアである。その成立背景を分
析することによって、韓国の法曹養成・高等教育・政治状況の三つ
の側面を同時に逆照射することができる。本書ではその分析を行う。

1990年代半ばよりODA資金によりベトナム、ラオス、カンボジア、
インドネシア等へ民法典・民事訴訟法・司法支援等の「法整備支援」
が実施されてきた。本書は支援対象国における影響評価を意図した、
法制度の詳細や紛争解決過程の実態等の調査・研究書である。

犯罪者の施設内処遇として中央集権的な刑事施設（刑務所）
制度が論議され、法制度として確立してきた歴史的な経緯を
明らかにすることによって、成立期から同制度が抱えていた
問題の普遍性と特殊性をイギリスを例にして解明する。

ローマ物権法における所有権・占有権などの概念は、近代法
の基礎である。本書では、その基本的な概念を多数の図解や
例題を用いて分かりやすく説いたテキストである。また同時
に民法の物権法入門書でもある。

ローマ法は近代私法の基礎であると同時に、今日もなお私法
入門としての意義を持つ。本書は、オーストリアにおける著
者の大学での授業経験に基づいて、ローマ法から近代法への
展開を図式と具体例を挙げながら分かりやすく解説する。
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憲法 13 条解釈をどうやって 
客観化するか
早瀬勝明　著

■ ISBN978-4-86429-047-0　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2011年 3月発行    

テキスト 日本国憲法 第 4 版＊

中西俊二　著
■ ISBN978-4-86429-452-2　定価：本体 1,600円＋税　A5判　205頁　2017年 4月発行    

法律学概要＊

大西　斎　著
■ ISBN978-4-86429-450-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　162頁　2017年 4月発行    

改訂第二版 日本国憲法概論＊

西浦　公　著
■ ISBN978-4-86429-372-3　定価：本体 1,700円＋税　四六判　136頁　2015年 4月発行    

憲法と学校教育

大西　斎　著
■ ISBN978-4-86429-165-1　定価：本体 2,800円＋税　A5判　382頁　2012年 9月発行    

現代子どもの教育と福祉の法規事典

中島正明　編
■ ISBN978-4-86429-280-1　定価：本体 3,600円＋税　A4判　600頁　2014年 10月発行    

商取引法講義 改訂版＊

河野正英　著
■ ISBN978-4-86429-414-0　定価：本体 2,800円＋税　B5判　210頁　2016年 4月発行   

国際取引の法と交渉＊

立石孝夫　著
■ ISBN978-4-86429-088-3　定価：本体 3,500円＋税　A5判　2011年 9月発行    

国際契約法＊

井原　宏　著
■ ISBN4-88730-713-6　定価：本体 3,400円＋税　A5判　362頁　2006年 9月発行    

従来の学説の議論は、噛み合っていなかった。本書は、裁判
所による解釈適用を前提とした憲法 13条解釈に関わる議論の
仕方について、議論の噛み合わせの問題や、新たに議論の対
象としうる理論等を考察の対象としつつ、論じるものである。

「日本国憲法」を学ぶ初学者を対象としたテキスト。基本的
人権に重点を置き、憲法第 13条に基づく「新しい人権」、精
神的自由権、経済的自由権などについて詳述する。第 4版
刊行。

初学者に法律学を学んで頂くために、憲法・民法・刑法を分
かりやすく説明している。とくに憲法の人権に関わる面につ
いては論争点の学説や判例を事例に即して丁寧に解説してい
る。これから本格的に法律の勉強を始める方にもお勧め。

さまざまな法の中で効力上最高のもの（最高法）とされる根
本法が憲法である。大きく 2つに分けて総論・統治機構と
基本的人権について、判例をあげながらできるだけコンパク
トにまとめた日本国憲法の解説書である。

「子どもの教育を受ける権利」によって的確に保障された学
校や教育制度こそが、子どもだけでなく社会全体にとっても
きわめて重要である。本書では、憲法の基本理念や 26条か
ら、これらの問題の解明を試みる。

本書は、これまで主流であった各法規の条文を解釈すること
から紐解くのでなく、子どもを取り巻く現実的な事象から関
係する法規を総覧できるよう構成されている。知りたいとこ
ろに焦点を絞って、知識を確認できる。

商法や取引法を柱として、他の分野の知識も取り込みながら
商取引を学ぶテキスト。分野を特定せず、現実に即して横断
的に見ることができるようになることをめざす。図解や資料
を多く使い、理解が深まるよう配慮。

国際取引は契約締結に始まり、契約履行、契約違反による損
害の回収、紛争解決まで続く。いずれも他国人との交渉であ
り、そのために生じる特異性について、法的枠組みの中で当
事者の実際の交渉を軸に解説する。

本書は、国際取引法の総論部分にあたる国際契約の基本的な原則を体系
的に考察するものであり、ユニドロワ国際商事契約原則をベースとして
取り上げ、ヨーロッパ契約法原則および国際物品売買に関する国連条約
などとの比較法的分析によって国際取引の基本的な原則を明らかにする。
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韓国の国際通商法＊

横山研治・LEE, Eun-Sup・
BAE, Hae-Sun　著

■ ISBN4-88730-502-8　定価：本体 2,800円＋税　A5判　264頁　2002年 11月発行   

ヨーロッパ国際保険契約法

相澤吉晴　著
■ ISBN4-88730-662-8　定価：本体 7,600円＋税　A5判　350頁　2006年 1月発行   

投資協定における投資の保護
現地子会社の取り扱いを中心に

岩瀬真央美　著
■ ISBN4-88730-599-0　定価：本体 2,800円＋税　A5判　264頁　2004年 12月発行   

日韓の共同研究による初の韓国対外通商法の専門書である。
本書は、通商法の概観のほか、貿易法、関税法、外為法と体
系的に論じられており、研究者をはじめ韓国との取り引きを
行う業者にとっても必読書である。

EC諸国を中心として、保険市場の統合がすすむヨーロッパ。本書は、
わが国において、EU保険指令における低触法規定の内容、さらには、
ヨーロッパ各国における上記の低触法規定の実施状況（ヨーロッパ
国際保険契約法）を初めて本格的に紹介・検討したものである。

世界の投資協定と投資紛争解決条約に関する広範な調査を行
い、現地子会社を通じた海外投資の問題点をまとめて望まし
いモデル条項案を提示する。「第三国の投資家」の存在を視
野に入れ、協定の水平的繋がりを考慮した。
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中国経済とビジネスがわかる本＊

王　玉　著
■ ISBN978-4-86429-522-2　定価：本体 1,600円＋税　A5判　120頁　2018年 5月発行 

中国 岐路に立つ経済大国
四半世紀の中国を見て

中藤康俊　著
■ ISBN978-4-86429-179-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　190頁　2012年 10月発行    

入門GDP統計と経済波及効果分析 第 2 版＊

李　潔　著
■ ISBN978-4-86429-536-9　定価：本体 1,800円＋税　四六判　210頁　2018年 10月発行 

開発途上大国 中国の地域開発
経済成長・地域格差・貧困

牧野松代　著
■ ISBN4-88730-419-6　定価：本体 3,000円＋税　A5判　314頁　2001年 3月発行   

過疎地域再生の戦略 改訂版
地方創生から地方再生へ

中藤康俊　著
■ ISBN978-4-86429-513-0　定価：本体 2,500円＋税　A5判　272頁　2018年 4月発行 

An ever-normal granary and  
J.M.Keynes’s economic philosophy
Yasuhisa Miyake　著

■ ISBN978-4-86429-437-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　118頁　2017年 4月発行   

エネルギーと経済、そして人間

石田葉月　著
■ ISBN978-4-86429-433-1　定価：本体 4,800円＋税　A5判　236頁　 2017年 2月発行  

学校で教えない大恐慌・ニューディール
ロバート P. マーフィー　著
マーク J. シェフナー・冨田　新・
山口　修・梶本元信　訳

■ ISBN978-4-86429-316-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　218頁　2015年 4月発行   

本書は、中国ビジネス基礎講座をもとに、中国の経済事情と
ビジネストレンドについて解説する。特に中国経済の現状、
経済改革、産業構造、IT産業の勃興、巨大市場とその潜在的
消費力等を取り上げ、その難しさとビジネスチャンスを示す。

高い成長を続けてきた中国は、2012年春に、規模拡大・物
価上昇を伴う成長から、成長の質・社会の安定を重視した持
続可能な発展を図る方針を打ち出した。本書は、経済成長路
線を転換せざるを得なくなった背景とその構造を解明する。

産業連関表を糸口として、その 2つの役割であるGDP統計
（第 1～ 5章）と経済波及効果分析（第 6・7章）を、初心
者に向け、数値例と実際の統計データを使いながら分かりや
すく解説。第 8章は日本と中国のGDP推計方法を紹介。

経済改革の 20年でめざましい経済成長をとげた中国では、
地域格差と貧困の克服が緊急の課題となった。本書は中国の
地域格差の歴史的推移とその要因を明らかにし、格差解消と
貧困削減のための地域開発と国際協力のあり方を提起する。

日本経済は 1960年代以降、重化学工業化で高度経済成長を達成す
る中で、地方の人口は首都圏に流出して過疎化が進行した。繰り返
される対策であるが、この度の「地方創生」事業が地方の活性化に
はたして役立つであろうか。経済地理学の視点から問題を提起する。

本書は、ケインズの経済思想を認知言語学や関連性理論の視
点から分析している。ケインズがan ever-normal granaryとい
う言葉を多く使用しているように、認知と常平倉、専売制こ
そが「一般理論」のエッセンスであることを明らかにする。

およそ 2世紀前、人類は本格的な化石燃料時代に突入した。それからと
いうもの、人類はかつてないほどの経済的繁栄を遂げた。そして今、人類
は化石燃料依存からの脱却を図ろうとしている。その挑戦は果たして実を
結ぶのか。人類とエネルギーの歴史を紐解きながら、進むべき未来を探る。

本書は、オーストリア学派、とりわけフレデリック・ハイエク
（ノーベル賞受賞者）等によって展開された景気循環論に依拠
し、日本の当局およびその他の先進国によって支持される「刺
激」策が、実際には真の回復を妨げることを明らかにしている。

経済・経営
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Cognition, Macroeconomics and  
Economic Policy of Yamada Houkoku
三宅康久　著

■ ISBN978-4-86429-164-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　142頁　2012年 10月発行   

1 次関数で学ぶ経済学＊

増田辰良　著
■ ISBN978-4-86429-210-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　184頁　2013年 4月発行    

教養系の国際経済論＊

総合理解から次の一歩まで

坂元浩一　著
■ ISBN978-4-86429-128-6　定価：本体 2,400円＋税　A5判　246頁　2012年 5月発行    

The East Asian Knowledge-based Economies

DEBNATH Sajit Chandra　著
■ ISBN978-4-86429-205-4　定価：本体 3,800円＋税　A5判　200頁　2013年 3月発行    

債券投資のリスクとデリバティブ
投資家のための金融工学

安岡孝司　著
■ ISBN978-4-86429-114-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　180頁　2012年 3月発行    

四国学院大学叢書No.7
The Self-Employed Women’s Association
江國史子　著

■ ISBN978-4-88730-912-8　定価：本体 3,200円＋税　A5判　230頁　2009年 4月発行    

生物資源の経済学入門

河田幸視　著
■ ISBN978-4-88730-866-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　166頁　2008年 10月発行   

岡山大学社会文化科学研究科学内COEシリーズ第 1巻
地域統合
ヨーロッパの経験と東アジア
清水耕一　編著

■ ISBN978-4-88730-966-1　定価：本体 2,800円＋税　A5判　244頁　2010年 3月発行    

冷戦後の北東アジアと日本
20 年の歩み

中藤康俊　著
■ ISBN978-4-88730-871-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2008年 10月発行   

山田方谷の藩政改革と経済政策を江戸期の封建経済シテムと
関連させ、体質を明らかにし、業績を現代に生かす試みであ
る。金融危機や現代のマクロ経済学を考察する場合、方谷に
よる藩の財政改革は今までにない新しい視点を示唆している。

次関数の復習からはじめ、ミクロ経済学が対象としている市場
の資源配分、需要曲線・供給曲線、余剰概念、政府の市場介
入、国際貿易等について解説。あわせて経済問題や経済現象
のメカニズムを理解するうえでの 1次関数の有用性を説く。

本書は、理論・専門中心ではなく、新興国・途上国も含めた
これからの国際経済を考えることができるテキスト。ネット
サーベイ・『日経新聞』の利用・読み方、金融投資など「次
につながる」実践的理解をはかる。

20世紀末、東アジア諸国は知識基盤経済に自国の経済をシフ
トすることで、アフリカ諸国と比較して著しい経済成長を達成
した。本書は、東アジアにおける決定要因を明らかにし、知識
基盤経済のさらなる研究に役立つ新しい領域にも踏み込む。

債券のリスク評価とデリバティブによるリスクヘッジの考え
方を、金融工学の観点から投資家向けに平易に説明する。金
融工学の専門家でない人がリスク評価の基本的な考え方を理
解できるよう配慮した債権投資の入門書。

グラミン銀行に先駆け、マイクロクレジットを実施したイン
ド女性自営業者連盟SEWAの、歴史、組織、貧困緩和運動、
創設者Ela Bhatt女史の哲学と、それをベースにした経済発
展モデルを紹介、途上国発展のための新方向を示す。

生物資源が有する供給源の機能を管理する方法を経済学的観
点から考察する。わが国での紹介例が少なく、英語文献に頼
りがちなトピックを中心に紹介し、この分野では不可欠な動学
的な分析の理解に必要な最小限の解説を数式を用いつつ加えた。

本書は、日中韓の越境地域間研究を担う人材育成のための国際
共同研究として企画されたもので、先例のEUの現状と進化の方
向性を紹介するとともに、中国側の視点として日中両国間の経
済統合は互恵的効果を生むと同時に課題も多いことを提示する。

冷戦構造が崩壊した後も、北東アジア（環日本海）地域は文
字どおり、激動の 20年であった。本書は、特に日本海沿岸
地域が日本海を越えて対岸諸国と交流する背景と課題につい
て、地理学の課題を踏まえて考察する。

林[5]-図書目録2019.indd   34 19/01/09   15:59



35

経済・経営

経済学の基礎学力＊

学びはドリルからはじまる

佐々木謙一　著
■ ISBN978-4-88730-760-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　246頁　2007年 4月発行   

自然資源管理の経済学

河田幸視　著
■ ISBN978-4-88730-777-3　定価：本体 2,000円＋税　四六判　214頁　2007年 10月発行   

International Trade Operations＊

横山研治　著
■ ISBN4-88730-716-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　192頁　2006年 9月発行   

日本経済の深層メカニズム
日本固有の経済現象の源泉

原嶋耐治　著
■ ISBN978-4-88730-776-6　定価：本体 2,600円＋税　A5判　222頁　2007年 7月発行   

改訂版 貿易実務の教科書＊

横山研治　著
■ ISBN4-88730-683-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　188頁　2006年 4月発行    

新景気変動論＊

金子雄一　著
■ ISBN4-88730-647-4　定価：本体 2,200円＋税　A5判　220頁　2005年 10月発行   

現代世界経済の基層
ゆるやかな需要過程

高良倉成　著
■ ISBN4-88730-609-1　定価：本体 2,600円＋税　A5判　238頁　2005年 3月発行   

世界経済読本＊

田島哲也　著
■ ISBN4-88730-414-5　定価：本体 2,600円＋税　A5判　254頁　2001年 2月発行   

産業連関構造の日中・日韓 
比較と購買力平価
李　潔　著

■ ISBN4-88730-602-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判　240頁　2005年 1月発行   

公務員試験で出題される経済学に関して、微分を使わずに解
くことができる問題をドリル形式で扱い、自学自習が可能な
テキスト。中学レベルの数式とグラフに慣れることにより、
比較的難易度の低い問題が必ず解けるようになる。

魚類、野生動物などの生物資源は適度な捕獲数を維持すること
で、持続的利用が可能である。しかし近年、過剰利用、過少
利用問題が発生し、漁業の衰退や中山間地域の荒廃の一因と
なっている。そうした問題に対して経済的な観点から分析する。

『改訂版貿易実務の教科書』（小社刊）の英語版。契約、貿易管
理制度、運送、保険、貿易ファイナンスなど、貿易取引の重要
な手続きや理論を平易に解説。貿易実務や国際取引を英語で講
義したい人に最適。また、留学生の自習書としても適している。

本書は、日本固有の経済現象がなぜ生じるのか、その深層にあ
るメカニズムを解明することを目的とし、日本的経済システム
及び 1990年代以降の長期低迷の 2つの問題を取り上げて、な
ぜこうした現象が生じたのか、その深層メカニズムを考究する。

本書は 12～14コマのセメスター用として開発された「貿易実
務」や「国際取引」の教科書である。貿易実務の重要な制度
や慣習が平易な言葉で的確に説明されている。また、全体像も
理解できるように工夫されているので、初学者にも最適である。

経済学の原理を適用するだけでなく、実際の経済の動きに即
してより実践的な新しい視点から考え方を提示し、景気変動
のメカニズムと景気予測の方法を解説。自ら景気指標等を観
測し、判断・予測できるための手引書である。

知的遺産を累積してきた国際経済分析に対して、新規の劇的
変化の析出を競い合う世界経済分析は短命の消耗品になりや
すい。本書は消耗品化の流れに抗する現代世界経済分析を試
み、世界経済論議に一石を投ずる。

本書は、広範な事実や政策に基づき比較的普遍的な議論がさ
れる国際的な問題意識のもとに、「外国人」の立場で分析し
た世界経済論である。特に欧・米・日・アジアの比較分析を
中心に、世界経済問題を分かりやすく論じる。

膨大なデータを駆使して、日中・日韓PPP（購買力平価）を
整合的な I‒O表の枠組みの中で推計する最初の試みである。
これによって産業別の生産や労働生産性さらにエネルギー生
産性も含めた国際比較が初めて可能となる。

林[5]-図書目録2019.indd   35 19/01/09   15:59



36

マクロ経済学＊

式部　信　著
■ ISBN4-88730-527-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　118頁　2003年 4月発行   

発展途上国経済読本＊

田島哲也　著
■ ISBN4-88730-586-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　264頁　2004年 10月発行   

経済発展と農工間関係

山下景秋　著
■ ISBN4-88730-472-2　定価：本体 2,200円＋税　A5判　238頁　2002年 5月発行   

地域産業創生と創造的中小企業

中村良平・江島由裕　著
■ ISBN978-4-88730-557-1　定価：本体 3,000円＋税　A5判　2004年 1月発行

マクロ的不均衡分析と最適成長理論＊

筒井修二　著
■ ISBN4-88730-401-3　定価：本体 2,500円＋税　A5判　216頁　2000年 11月発行   

経済現象の計量モデル分析＊

勝木太一　著
■ ISBN4-88730-231-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　190頁　1997年 9月発行   

金融自由化後の金融世界

村井睦男　著
■ ISBN978-4-86429-327-3　定価：本体 1,800円＋税　四六判　168頁　2015年 4月発行    

成熟経済下における日本金融のあり方＊

豊かさを実感できる社会のために

前田拓生　著
■ ISBN978-4-86429-201-6　定価：本体 2,200円＋税　A5判　212頁　2013年 4月発行    

国際金融と外国為替 第 3 版＊

加野　忠・村井睦男　著
■ ISBN978-4-88730-970-8　定価：本体 2,600円＋税　A5判　266頁　2010年 4月発行    

講義の経験を生かして 7章立てとし、経済全体を見据えな
がら、特に雇用問題に重点を置き、分かりやすい議論を展開
する。マクロ経済学の予備知識をほとんどもたない大学生の
ための最も基礎的な部分の解説に限定した入門書である。

発展途上国の経済社会の実態を分析することは、先進国中心の
偏った見方から脱却して、人類普遍の経済社会観に近づくために
必要不可欠である。過去の理論は通用しない。現実の問題を解
決する中で理論化を図り、また歴史的な見方や考え方で論じる。

途上国の経済が発展するときに、農業部門と工業部門の間で、モ
ノ、カネ、ヒトがどのように動くのか、このメカニズムが明らかにな
れば、経済発展をスムースに進めることができる。本書は、これら
3つのうち、モノとカネの動きを中心にそのメカニズムを読み解く。

地域産業創生の実態を、地域経済というマクロ的視点と個々
の企業活動からのミクロ的視点の両面から主として実証的に
分析。今後の新たな産業創生のあり方について、企業経営戦
略や地域産業政策の側面から示唆を与える。

本書は、「マクロ的不均衡分析とそのミクロ的基礎」と「最
適成長論とその展開」の 2部で構成される。ミクロ理論に基
づく経済主体の最適化行動が、マクロ分析や動学的経路の説
明に不可欠であることを論述する。

計量経済学の基礎として、計量経済分析に必要な統計学の基
礎と計量分析モデルの構築についてその手法を解説する。さ
らに著者モデルによるシミュレ－ション分析にて理解が深ま
る様工夫されている。

制度変革の仕掛け人は必ず実現させるというが、1996年の
「日本版ビックバン」として始まった金融自由化の制度改革
の目標であったマネーフロー構造の転換と銀行の健全性は、
20年後の今日、期待どおりに実現したか否かを問う。

基礎的な株式・金融の知識を解説し、貨幣の機能について分
析を行うとともに、銀行の発展過程や金融システムの歴史的
な経緯等を概観。今後の日本に必要となるであろう金融の仕
組み、オルタナティブな資金循環ルートについても提案。

本書は国際金融や外国為替の基本を学ぼうとする人々のため
の実践的入門書である。特に、執筆者は長期にわたり国際金
融の第一線で活躍した経験をもつため、理論と実務のバラン
スを重視し、最新の金融革新の動きも盛り込む。
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経済・経営

IMF・世界銀行と途上国の構造改革＊

経済自由化と貧困削減を中心に

坂元浩一　著
■ ISBN978-4-88730-837-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判　288頁　2008年 6月発行    

歴史とフィールドからの検証 世界金融危機＊

G20・金融制度改革・途上国

坂元浩一　著
■ ISBN978-4-88730-949-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　226頁　2010年 1月発行    

金融変貌と銀行の未来

村井睦男　著
■ ISBN4-88730-549-4　定価：本体 3,000円＋税　A5判　232頁　2004年 2月発行   

新興市場国サーベイ＊

グローバル・スタンダードと構造改革

坂元浩一　著
■ ISBN978-4-88730-917-3　定価：本体 2,600円＋税　A5判　200頁　2009年 8月発行    

アジア投資戦略＊

鈴木康二　著
■ ISBN4-88730-585-0　定価：本体 3,000円＋税　A5判　352頁　2004年 11月発行   

香川大学経済研究叢書 19
投資行動の理論
阿部文雄　著

■ ISBN4-88730-528-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　170頁　2003年 7月発行   

技術予測＊

未来を展望する方法論

金間大介　著
■ ISBN978-4-86429-042-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　184頁　2011年 1月発行    

連鎖思考による技術価値評価
目利き（VISTA）マップ

松居祐一　著
■ ISBN978-4-88730-849-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　150頁　2008年 6月発行   

技術移転・発展と中核能力形成に関する研究
中国における日本企業の実態と展望

欒　斌　著
■ ISBN978-4-88730-733-9　定価：本体 7,200円＋税　A5判　432頁　2007年 1月発行   

1980年代以降、国連に代わって途上国の開発・援助の枠組
みを仕切ってきた IMF・世界銀行の勧告により実施されてき
た構造改革、特に経済自由化・貧困削減政策に焦点を当て
て、分析と評価を実務経験を生かして包括的に行う。

世界経済全体と先進国・新興市場国・貧困国を対象として、
このたびの世界金融危機を歴史フィールドからその背景や原
因を分析し、今後の方向性を見通す。未曾有の世界経済の危
機を正しく理解するための検証本。

米国に起こった金融変化の潮流は、20世紀最後の四半世紀に日
本を含む諸外国の金融システムに大きな影響を与えてきた。銀
行の金融仲介機能の変化や発達した市場との関係、情報・通信
技術革新が与えている影響などを踏まえ、銀行の将来像を描く。

世界の民間投融資が集中する新興市場国 26か国を中心に、
①世界の卓越した官民の投資家がこれらの国をどのように見
ているかということ、②今日のグローバル化がもたらしたこ
れらの諸国のこれまでの経済自由化政策を読み解く。

実際の投資実務にも役立つように業務過程分析という著者が
開発した独自の分析手法を使って、アジアにおける直接投資
戦略を具体的なケースを示しながら経営学・法学・社会学の
理論的背景もふまえて提示する。

本書は、ジョルゲンソン・モデル以降の現代投資理論の基本
構造を解明したものである。とくに投資モデルに資金調達を
明示的に組み込んだ枠組みで、企業価値最大化モデルと株価
最大化モデルの比較検討を行う。

国際競争力の向上が求められる中、技術予測はイノベーショ
ン戦略の立案プロセスとして 90年代以降多くの国々や企業で
実施されるようになった。本書ではこの技術予測の重要性を
説くと共に代表的な技術予測手法を分かりやすく解説する。

本書では技術間の連鎖の強さを、客観情報（競合他社など）、
個人思考（直感など）、社内情報（所有技術や設備など）の
要素からなる 1つのベクトルで表す。その結果、素材や部
品関連の技術に対しても価値評価が可能になる。

本書は、中国日系企業の成長と発展に関する実証的研究書で
ある。先駆的であったアパレル企業と主役になりつつある自動
車部品企業との成長プロセスの動態的比較を通じて、技術移転
研究の一視点を提示し、日系企業の成功シナリオを解明する。
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トヨタ生産方式大全 第 2 版
大野耐一の思想・理論・写真で見る実践

熊澤光正　著
■ ISBN978-4-86429-318-1　定価：本体 2,500円＋税　A5判　184頁　2015年 3月発行    

経営学の基礎＊

亀本敏雄　著
■ ISBN4-88730-357-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　142頁　1999年 10月発行   

トヨタ生産方式の異業種展開の実践
挑戦・理念・手法・実際

熊澤光正　著
■ ISBN978-4-86429-329-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　118頁　2015年 5月発行    

ビジネス教育論の展開

河内　滿　著
■ ISBN978-4-86429-475-1　定価：本体 3,600円＋税　A5判　416頁　2017年 11月発行    

ジャスト・イン・タイム実現 
のための段取り替え短縮法
熊澤光正　著

■ ISBN978-4-86429-328-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　130頁　2015年 7月発行    

生産期間課題とトヨタ生産方式

熊澤光正　著
■ ISBN978-4-86429-160-6　定価：本体 2,400円＋税　A5判　240頁　2012年 9月発行    

大学の戦略的経営手法＊

岩崎保道　編著
■ ISBN978-4-86429-358-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　182頁　 2016年 4月発行  

非営利法人経営論＊

岩崎保道　編著
■ ISBN978-4-86429-285-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　190頁　2014年 10月発行   

知的資産経営の実践
潜在価値を見つけ、育て、活かすために

下村幸喜　著
■ ISBN978-4-86429-253-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　182頁　2014年 2月発行    

協力企業のマニュアル・実際例をもとに、いわゆる「トヨタ
生産方式」の全体像を企業経営の側面から歴史的・体系的に
論述する。トヨタ生産方式の生みの親である大野耐一の論文
に加え、講演録 2編追加し、第 2版刊行。

個の要求と組織の要求の統合を、組織的創造性の根源である
調整に発展させるには、個人と公式組織を媒介する集団の理
論の組み込みが不可避である。本書では、執行的経営管理の
基本問題である「組織における統合と調整」を考察。

トヨタ生産方式が大野耐一氏の著書で世に知られた後、トヨ
タ出身の鈴村氏を中心に設立されたNPSは、他産業への応
用を試みた。多くの成功を収めたNPSの軌跡と、理念・手
法・適用について、写真を示しながら詳細に紹介する。

ビジネス教育論は実践論である。ビジネスの本質を見抜くた
め力を育てるとともに、現代社会のビジネス諸活動を分析
し、問題解決に立ち向かう主体的ビジネスパースンを育成す
るための道筋と教材開発の指針を示す。

企業収益は経営資本回転率に左右される。生産システムでは
在庫の減少、すなわちジャストインタイム化が必要である。
そのためには段取り替え時間短縮による小ロット化が有効
で、本書では、その構造・理論・成り立ちを明らかにする。

短生産期間をめざすトヨタ生産方式のジャスト・イン・タイム
は多種大量生産を前提としていないため、市場需要の変化に柔
軟で売上高利益率だけではなく、資本回転率の向上も可能であ
る。この生産期間短縮による経営効果と方策について論究する。

少子高齢化、情報化の進展等、大学を取り巻く環境が激しく変化する中で、大学自身で経営
戦略を立案し、機能強化を図る必要がでてきた。本書では、学生募集から地域連携・FD・
SD・財政にかかる経営戦略等を取り上げ、大学の機能強化について論述する。学生募集から
地域連携・FD・SD・財政にかかる経営戦略等を取り上げ、大学の機能強化について論述する。

本書は、非営利組織の機能を整理したうえで、各非営利法人
の制度や取り巻く経営環境と経営改革の成功事例について紹
介し、非営利法人がどのような目的や仕組みのもとで社会的な
意義を果たし、現在どのような課題を抱えているのか説明する。

決算書に掲載されない特許、人材、技術、ネットワーク等の
知的資産を生かした経営課題の克服、経営戦略の構築を知的
資産経営という。この知的資産に対する認識を高め、育て、
活用する方法を紹介。
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経済・経営

アジアビジネスの基礎＊

鈴木康二　著
■ ISBN4-88730-740-7　定価：本体 3,000円＋税　A5判　346頁　2007年 4月発行   

作業姿勢と自覚疲労
トヨタ生産方式は自覚疲労を高めるか

熊澤光正　著
■ ISBN978-4-86429-129-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　168頁　2012年 3月発行    

企業簿記＊

紙　博文　著
■ ISBN978-4-86429-261-0　定価：本体 2,000円＋税　B5判　154頁　2014年 4月発行   

オーケストラ指揮者の多元的知性研究
場のリーダーシップに関するメタ・フレームワークの構築を通して

宇田川耕一　著
■ ISBN978-4-86429-030-2　定価：本体 4,200円＋税　A5判　228頁　2010年 12月発行    

精説 簿記論＊

田中恵美子　著
■ ISBN978-4-88730-841-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　184頁　2008年 4月発行   

ケースブック 地域企業の経営戦略＊

榎本　悟　編著
■ ISBN978-4-86429-002-9　定価：本体 1,600円＋税　A5判　166頁　2010年 6月発行    

医療簿記Ⅰ＊

羽生正宗　著
■ ISBN978-4-88730-961-6　定価：本体 2,800円＋税　B5判　256頁　2010年 4月発行   

医療簿記Ⅱ＊

羽生正宗　著
■ ISBN978-4-88730-962-3　定価：本体 2,800円＋税　B5判　256頁　2010年 8月発行    

香川大学経済研究叢書 22
査定規制と労使関係の変容
全自の賃金原則と日産分会の闘い
吉田　誠　著

■ ISBN978-4-88730-739-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　204頁　2007年 4月発行    

アジアのすべての産業における主要プレイヤーと日系企業の位
置を示し、アジアビジネスに携わりたい日本人学生と留学生そ
してビジネスマンに、アジアビジネスで成功する分析手法とビ
ジネスへの取り組み姿勢、独自の業務過程分析を提示する。

本書では、トヨタ生産方式で用いられる歩行を伴う立位姿勢
が、従来の椅子座位姿勢や立位姿勢に比して作業負担が増大
するかどうかを、椅子座位姿勢・立位姿勢・歩行を伴う立位
姿勢における自覚疲労から解明する。

簿記は企業の経済行為を一定のルールに基づき貨幣額で記録
することである。本書は、初学者が簿記とはどんなものか、目
的や仕組み、勘定の計算、簿記の一巡から全体像までを、エ
ンピツや電卓を使わなくとも理解できるようにやさしく解説。

オーケストラ指揮者のリーダーシップには「神秘的」要素や
正体不明の「カリスマ性」などは存在しない。本書は、指揮
者のリーダーシップの実体は、指揮者自身の多元的知性の組
み合わせによる、科学的なフレームワークであることを示す。

経済活動を一定のルールに基づいて、記録・計算・表示する
簿記は、国際社会で活躍する企業人にとって必須のアイテム
である。本書では、簿記の基礎概念から一連の手続きを経
て、財務諸表を作成するまでを平易に解説する。

本書は、地域の中堅・中小企業に着目し、さまざまな経営問
題を収集し、具体的な戦略セミナーまで収録した事例を基と
して、ケース・メソッドに基づいた論理的な対処法を提示し
た講義用のケース・メソッド論である。

今後の医療・福祉サービス産業の事務管理、特にその経営分析・
経営診断に携わる人材が多く求められてくる。本書では、この医
療・福祉の会計業務を円滑に遂行できる人材育成のための医療
簿記を総論、病院会計準則と財務諸表の作成までを論じる。

今後の医療・福祉サービス産業の事務管理、特にその経営分析・
経営診断に携わる人材が多く求められてくる。本書では、この医
療・福祉の会計業務を円滑に遂行できる人材育成のための医療
簿記を総論、病院会計準則と財務諸表の作成までを論じる。

1950年代前半が日本の企業の労使関係や人事管理の重要な
転換点をなしていたという理解にたち、その質的転換のもつ
意味をある産業別組合の賃金政策とその下部組織による賃上
闘争の検討を通して明らかにする。
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静岡大学人文学部研究叢書 15
現代の企業倫理
田島慶吾　編著

■ ISBN978-4-88730-742-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　262頁　2007年 3月発行   

香川大学経済研究叢書 17
Cultural Values and Organizational Commitment
A collection of studies on Malaysia and Japan
ロン・リム／板倉宏昭　著

■ ISBN4-88730-524-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　214頁　2003年 5月発行

eラーニングの発展と企業内教育

菅原　良　著
■ ISBN4-88730-637-7　定価：本体 1,575円＋税　A5判　128頁　2005年 7月発行   

等身大で語るコンプライアンス講座＊

中村葉志生　著
■ ISBN978-4-88730-789-6　定価：本体 1,600円＋税　四六判　170頁　2007年 12月発行   

人と組織を活性化させる 46 の強みの活用術

松岡孝敬　著
■ ISBN978-4-86429-991-6　定価：本体 1,800円＋税　四六判　238頁　2018年 12月発行 

未来をひらくビジネスマナー 第 4 版＊

就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに

長江由美子　著
■ ISBN978-4-86429-535-2　定価：本体 1,600円＋税 B5判 116頁　2018年 9月発行 

混迷する中古マンション流通市場
岡山を中心とした事例

浅香又彦　著
■ ISBN4-88730-607-5　定価：本体 1,600円＋税　A5判　136頁　2005年 3月発行   

人的資源管理のフロンティア＊

野瀬正治・河野俊明・太田康嗣・
山中俊之・武内宏之　編著

■ ISBN4-88730-568-0　定価：本体 1,900円＋税　A5判　178頁　2004年 6月発行   

例解 調査論＊

佐井至道　著
■ ISBN978-4-88730-420-8　定価：本体 2,400円＋税　A5判　202頁　2004年 4月発行   

経済学、経営学、会計学を学ぶ学部学生を対象とした企業倫
理（学）（Business Ethics）のテキスト。社会的責任論・貢献
論に倫理学という理論的基礎を持つ、実証科学的企業倫理を
学ぶ。

本書は、経営文化の国際比較研究の方法論、ホフステッドの
フレームワークを使った日本とマレーシアの企業従業員価値
観の国際比較、組織コミットメントの国際比較、情報化時代
の組織コミットメントなどを論じる。

インターネット上で提供されているコンテンツを利用するこ
とができるという利便性は様々な教育場面で大きな変革をも
たらしつつある。本書は、効率の高さを求められる企業内教
育における現状と課題について論じる。

企業倫理やコンプライアンスの確立は、わが国の企業のあいだで急速な
広がりをみせている。本書では、難解になりがちなコンプライアンスの話
を、著者自身がビジネスを通して得てきた経験や実感から、45のテーマ
に分け、整理してわかりやくひも解く。コンプライアンスの実用入門書。

本書は、人と組織の強みを発見し、開発・活用方法を解説す
るビジネス書。ポジティブ心理学の理論を基に、人と組織の
強みの活用法を示し、職場で人と組織が活性化し、成長 ・
成功するノウハウを実例を示しながら解説する。

初めてビジネスマナーを学習する学生の方、基本的なビジネスマナー
を身に着けたい方に最適の書。ファーストコンタクトをとり、実際
に訪問するまでをシーンごとに学習でき、また、聞き方、伝え方な
どのコミュニケーションに関することの他、SNSのマナーを追加掲載。

中古マンション情報は、その実態（流通量、価格情報等）はまっ
たく知られていない状態である。本書は、その査定の基準に「マ
ンション管理」の内容がほとんど皆無に近く反映されていない
問題を指摘しながら一戸建て住宅と異なる特徴を明らかにする。

年功主義・集団主義的な人事管理崩壊後の新たな人的資源管
理とは一体何なのだろうか。本書では、研究者、地域社会、
公務員などに焦点をあて、最新の事例を交えて近未来での人
的資源管理（個人と企業そして社会との関係）を予測する。

近年適切な情報収集の必要性が高まり、それに伴って調査の
重要度も増してきている。本書は、調査の企画や実施方法か
ら、得られたデータの分析方法までの調査の一連の流れを多
くの事例を取り上げ、バランスよく解説する。

林[5]-図書目録2019.indd   40 19/01/09   15:59



41

経済・経営

観光マーケティングの現場＊

ブランド創出の理論と実践

吉田春生　著
■ ISBN978-4-86429-356-3　定価：本体 2,200円＋税　A5判　246頁　2016年 8月発行    

ベンチャー育成論入門＊

起業家マインドの醸成に向けて

野田健太郎　編著
■ ISBN4-88730-564-8　定価：本体 2,400円＋税　A5判　240頁　2004年 4月発行   

現代のマーケティング＊

木村達也　著
■ ISBN4-88730-526-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　156頁　2003年 5月発行   

新小売進化論＊

企業戦略のスパイラル循環

原田　保・木村　剛　著
■ ISBN4-88730-530-3　定価：本体 2,800円＋税　A5判　240頁　2003年 9月発行   

分譲マンションのマーケティング
コミュニティー形成による顧客満足へのアプローチ

浅香又彦　著
■ ISBN4-88730-460-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　150頁　2001年 11月発行   

日本型マーケティングの再構築＊

金　顕哲　著
■ ISBN4-88730-276-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　172頁　1998年 5月発行   

部品企業の海外経営戦略＊

姜　明求　著
■ ISBN4-88730-178-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　184頁　1998年 4月発行   

再設計期におけるホテル計画

岡本輝代志・西村壽生　編著
■ ISBN4-88730-330-0　定価：本体 2,000円＋税　A5判　186頁　1997年 9月発行   

再設計期における商業経営

岡本輝代志　編著
■ ISBN4-88730-230-4　定価：本体 1,900円＋税　A5判　268頁　1997年 7月発行   

観光形態の細分化や日本特有の旅行形態の分析をもとに、経
験価値等のマーケティング手法も取り入れた新しい観光マー
ケティングの考え方と地域の現場でどのようなことが起きて
いるかを紹介。

本書は、ベンチャー育成に関して、ベンチャーの関係者以外の人
でも、比較的平易に全体像が把握できる基本書である。基礎的な
概念に加え、起業の実際、海外の事情、地域密着型のベンチャー
など幅広い視点から、最新のベンチャー育成について解説する。

本書ではマネジリアルなマーケティングに焦点を絞り、企業
内で展開されているマーケティング活動を分かりやすくまと
める。マーケティング概念を簡潔に、そしてできるだけ実際
の企業活動のなかに位置づけた新しい入門書。

グローバル化、情報化、規制緩和などが本格化する中にあっ
て、小売業には能動的な進化が要請されている。いかなる環
境にも自在にかつスピーディーに適応しうる小売業に進化し
ていくには何が必要か、その方向性を探る。

不動産業に携わってきた著者は、マンション経営は、これまでの
「作れば売れた時代の経営理念」から顧客満足を優先した「マー
ケティング理念」への戦略転換が、分譲マンションをはじめ住宅
産業および不動産業に求められる今日的課題であることを提起。

長引く不況や競争激化等を背景に、メーカーのチャネル関係
が急速に変化している。本書ではこのチャネル関係に注目
し、それから日本企業の伝統的なマーケティング活動を再検
討し、日本企業の新たなマーケティング活動を提案する。

本書は、日本企業のグローバル化の問題について、部品企業
を対象として、ケース・スタディとアンケート調査によっ
て、その進出要因、経営資源の優位性を解明し将来を展望す
るものである。

建物が大型化してきているが故に、変化への対応が容易でな
いことから、ホテル計画の重要性は増してくる。本書は、変
化している時代に対応できるホテルとは何かを基本的視野に
据えてまとめた数少ない体系的なテキストである。

国際化、情報化、成熟化、少子化、高齢化などの社会経済的
トレンドの変化は市場を大きく変えてきている。本書は、こ
の変化に対応すべき商業経営のあり方について論じた再設計
期シリーズ第 2弾である。
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職務給制度の研究

手島勝彦　著
■ ISBN4-88730-185-5　定価：本体 2,857円＋税　A5判　200頁　1997年 4月発行   

リストラの名目で人件費抑制が進められているいま、仕事給
である職務給を、労働者の能力の評価という新しい視点から
とらえなおして、能力給としての職務給を中心とした賃金体
系である職務給制度を提唱する。
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大都市災害と防災福祉コミュニティ
東京圏、大阪圏、名古屋圏

川村匡由　著
■ ISBN978-4-86429-527-7　定価：本体 1,800円＋税　四六判　154頁　2018年 9月発行 

地方災害と防災福祉コミュニティ
浅間山大噴火被災地復興・発展の教訓

川村匡由　著
■ ISBN978-4-86429-511-6　定価：本体 1,800円＋税　四六判　158頁　2018年 4月発行 

防災福祉コミュニティ形成のために 実践編
公助をベースとした自助・互助・共助

川村匡由　著
■ ISBN978-4-86429-990-9　定価：本体 1,800円＋税　四六判　152頁　2018年 11月発行 

地域福祉源流の真実と防災福祉コミュニティ
浅間山「天明の大噴火」被災地復興の教訓

川村匡由　著
■ ISBN978-4-86429-417-1　定価：本体 1,800円＋税　四六判　160頁　2016年 12月発行 

1992 年の「精神薄弱」用語問題

鶴田一郎　著
■ ISBN978-4-86429-533-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　128頁　2018年 9月発行 

地域福祉への挑戦者たち

塚口伍喜夫・坂下達男・小林良守　監修
■ ISBN978-4-86429-521-5　定価：本体 2,200円＋税　四六判　338頁　2018年 5月発行 

社会福祉を牽引する人物② 
笹山周作・勝則兄弟
社会福祉法人の経営を論じ合う

笹山博司・辻尾朋子　編集
■ ISBN978-4-86429-505-5　定価：本体 1,000円＋税　四六判　106頁　2018年 4月発行 

開発援助がつくる社会生活 第 2 版
現場からのプロジェクト診断

青山和佳・受田宏之・小林誉明　編著
■ ISBN978-4-86429-484-3　定価：本体 2,400円＋税　A5判　260頁　2017年 12月発行    

首都直下地震、南海トラフ巨大地震が起きたら？　本書は東
京、大阪、名古屋圏の防災・減災のため、防災福祉コミュニ
ティ形成の必要性を提起した、「地域福祉源流の真実」、「地
方災害」に続く三部作の完結編である。

本書は、浅間山「天明の大噴火」によって埋没した村の生存
者が、自助互助、名主の共助、藩や幕府の公助によって生活
再建後、日本一の高原キャベツ村として発展した経緯、およ
び地方の防災福祉コミュニティの形成を紹介する。

浅間山大噴火の被災地の生存者による教訓をもとに、被災地
の復興のためには、如何に公助をベースとした自助・互助・
共助に取り組むかとした、防災福祉コミュニティの形成のた
めの実践編である。

日本の地域福祉の源流は、イギリス、アメリカでの社会事業家に
よる慈善運動を参考にした、明治期の日本の宗教家・社会事業家
による社会事業を嚆矢とすることが定説であるが、本書では、浅
間山の天明の大噴火にその源流が見られたとする新説を提起する。

知的ハンディキャップを持つ人をどう呼称するかは、議論が途絶
えることはない。戦後の知的障害児教育を継承してきた一人で
ある伊藤隆二教授の「この子らは世の光なり」とするという思
想を、1992年に集中した「精神薄弱」用語問題中心に考察する。

兵庫県内で地域福祉の推進に当たり、活躍してきた社会福祉
協議会・共募事務局退職会のメンバーの経験や知見を紹介す
る一冊。この経験や知見は地域福祉のミッションとして継承
されることが期待されている。

社会福祉法人及び社会福祉施設の独立性・自立性が強く求め
られるようになり、社会福祉法人の経営論が注目されてき
た。そこで、これらの非営利組織の経営とは何か、その本質
を笹山兄弟と塚口の鼎談で論じ合う。

難民問題の先鋭化は、先進国による開発援助だけが援助では
なく、途上国や新興国が提供するという現象を呈している。
そして難民受け容れという形の援助が生み出す社会生活は、
どのような生活を生み出すかについて論じる。

社　会

林[5]-図書目録2019.indd   43 19/01/09   15:59



44

雇用創出と地域＊

地域経済・福祉・国際視点からのアプローチ

難波利光・坂本毅啓　編著
■ ISBN978-4-86429-460-7　定価：本体 2,400円＋税　A5判　244頁　2017年 7月発行    

人の生き方の変容を問う
大人と子ども、男と女の境界線

景山雄二　著
■ ISBN978-4-86429-471-3　定価：本体 2,200円＋税　A5判　224頁　2017年 10月発行   

近代中国東北地域の綿業
奉天市の中国人綿織物業を中心として

張　暁紅　著
■ ISBN978-4-86429-444-7　定価：本体 2,500円＋税　A5判　236頁　2017年 3月発行    

豪州解体新書
政治・経済・文化の変容と日豪関係

田中豊裕　著
■ ISBN978-4-86429-464-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　200頁　2017年 8月発行    

社会福祉を牽引する人物 城純一
NPO法人福祉サービス経営調査会　監修 
野嶋納美・辻尾朋子　編集
城　純一・塚口伍喜夫　対談者

■ ISBN978-4-86429-447-8　定価：本体 1,000円＋税　四六判　86頁　2017年 3月発行    

女性のためのライフプランニング 第 2 版＊

田和真希　著
■ ISBN978-4-86429-392-1　定価：本体 1,600円＋税　A5判　168頁　2016年 4月発行    

立てないけど、立ち上がれ！
目指せ！車いすのオピニオンリーダー

千葉祗暉　著
■ ISBN978-4-86429-412-6　定価：本体 1,600円＋税　A5判　168頁　2016年 6月発行    

ASシリーズ第 15巻
大統領の演説と現代アメリカ社会＊

花木　亨　著
■ ISBN978-4-86429-385-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　196頁　2015年 12月発行    

ASシリーズ第 11巻
社会学で解く現代アメリカ＊

山元里美　著
■ ISBN978-4-86429-240-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　152頁　2013年 11月発行    

社会科学系の学部等で学ぶ大学生や行政を対象として、地域
に必要な人材を如何に育成するのかについて、地域経済・福
祉・国際という 3つの視点から説明する。複雑化する地域問
題を人材育成により解決するためのヒントとなる内容である。

子どもの早熟化等による大人と子ども、また男女の境界線が少な
く見えるが、今日の情報過多が人の生き方を如何に支配するのか
を問う。より多くの情報により、人の生活をより便利にしたその
一方では、どのような課題をもたらすことになったのかを示す。

「満州国」が中国東北地域の在来産業の発展に与えた影響と
はなにかを問う。「綿業」史料の分析から見えてきたものは
「収奪による停滞」状況におかれながらも柔軟に経済活動を
続ける中国人商工業者の姿を示す。

日本の国民生活と産業活動の死活的パートナーであるオース
トラリアに鋭くメスを入れ、その実情を多岐にわたり果敢に
検証。アジアの世紀におけるオーストラリアの将来と日豪関
係の行く末を占う。

NPO法人福祉サービス経営調査会では、福祉事業経営者支援の一
環として社会福祉をリードする人物を取り上げ、対談形式でまとめ
紹介していきます。第一弾は、ボランティアや他の法人再生など幅
広く活躍しておられる神戸婦人同情会の城純一氏を取り上げました。

将来自分がどうなりたいかを考え、それに近づくような、長
期的視野に立った理想のライフプランを立てられるよう、こ
れから遭遇するライフイベントについて、また、その情報と
アドバイスを示す。

国内外で経験した様々なことを活字にして伝え、さらに車いすから
見た日本社会の実態を明らかにする。そしてボランティア・バリアフ
リーとは何なのか！障がい当事者と政策を決めている人のベクトルの
ズレや、本当の社会貢献とは何なのかについて社会に問いかける。

バラク・オバマの演説を吟味しながら、現代アメリカ社会の諸
相を浮き彫りにする。2004年民主党全国大会基調演説、2008
年大統領選における演説、そして人種、医療、移民、銃とい
うアメリカ社会を象徴する事柄についての演説を取り上げる。

現代アメリカ社会の諸問題を社会学的な視点から解説するテキス
ト。不法就労外国人、南部家族の絆、（国際）養子縁組・着床前
診断の現状、モデルマイノリティー・ステレオタイプ、女性政治
家のイメージ戦略、同性婚の是非、侵略的外来魚の再利用法など。
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アメリカ研究シリーズ 4
アメリカ観の変遷 下巻 ［社会科学系］＊

杉田米行　編
■ ISBN978-4-86429-290-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　150頁　2014年 10月発行    

ジェンダーから見た日本語教科書
日本女性像の昨日・今日・明日

水本光美　著
■ ISBN978-4-86429-321-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　190頁　2015年 4月発行    

アメリカ研究シリーズ 2
アメリカを知るための 18 章＊

超大国を読み解く
杉田米行　編

■ ISBN978-4-86429-237-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　218頁　2013年 10月発行    

アメリカ研究シリーズ 3
アメリカ観の変遷 上巻 ［人文系］＊

杉田米行　編
■ ISBN978-4-86429-289-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　168頁　2014年 10月発行    

都市化と災害
とある集中豪雨災害の社会学的モノグラフ

室井研二　著
■ ISBN978-4-86429-106-4　定価：本体 3,400円＋税　A5判　180頁　2011年 12月発行    

都市・建築安全性の社会工学
安全評価と安全水準設定の理論

青木義次　著
■ ISBN978-4-86429-313-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　154頁　2014年 10月発行    

共生社会を目指して＊

在日韓人社会と日本

李　光奎・賈　鍾壽　著
■ ISBN978-4-88730-980-7　定価：本体 2,800円＋税　A5判　266頁　2010年 4月発行    

ザ・出張講義
社会科学のことがよくわかる本＊

流通科学大学高大連携研究会　編
■ ISBN978-4-88730-940-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　186頁　2009年 11月発行    

消費社会のリ・デザイン＊

豊かさとは何か
日本デザイン機構　監修／水野誠一・
伊坂正人・佐野　寛　編著

■ ISBN978-4-88730-881-7　定価：本体 2,600円＋税　A5判　234頁　2009年 2月発行   

本書では、アメリカ研究社会科学系の専門分野において活躍
している執筆者が、それぞれの専門分野の諸学説を紹介した
上で、新しい見解を提示している。

「女ことば」と「日本女性像」という 2つの着眼点から、日本語
教科書の中に、いかにジェンダーが潜んでいるか、それらが現代日
本社会の現状を正しく反映しているかどうかをデータ分析結果の比
較から考察し、さらには今後の日本語教科書のあり方を述べる。

アメリカを理解する上で重要なテーマを提示し、研究における最新の知見をやさ
しく解説。18のエッセンス：文化、日米間コミュニケーション、高齢者文化、映
画、政治、保守とリベラル、メディア、社会保障、グリーン・ニューディール、
外交、日米関係、経済、宗教、移民、人種、ジェンダー、教育、科学技術

本書では、アメリカ研究人文系の専門分野において活躍して
いる執筆者が、それぞれの専門分野の諸学説を紹介した上
で、新しい見解を提示している。

本書は、2003年 7月に福岡県で発生した集中豪雨災害での
被災地の対応を社会学的なモノグラフとして綴ったものであ
る。都市化という一般的な社会経済的動向への着目を通し
て、災害と社会のより有機的、統一的な把握を試みた。

建築や都市の安全評価と安全水準設定の問題は、人間がリス
クをどう認識しどこまで許容しているのかに関わっているだ
けに難しい。本書では、安全評価と水準設定の議論のための
共通基盤となる科学的な基礎理論の構築を試みる。

日本人そして彼らと最も長く付き合った在日韓国・朝鮮人とが、
これからの日本において、社会的先進国として多民族多文化共生
社会をともに築き上げるためには、まずは、日本における 1世紀
にわたる在日韓国・朝鮮人の歴史を理解し合うことから始まる。

2008年度に流通科学大学の教員が高校で行った出張講義を基
に、それぞれの研究分野をわかりやすく紹介する。社会科学と
はどんな分野でどのような研究をするのか、またそれが私たち
が生活する上でどのように生きるのか、わかりやすく述べる。

従来、「消費」は経済・経営の分野で、「消費社会」は社会学の分
野で取り上げられてきた。本書では、消費社会を文化から捉え直し、
豊かな文化を求める消費のありよう、消費の背景にある価値観の転
換を事例を交えながら考察し、新たなデザイン課題を求める。
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The Labor Movement and  
Japanese Immigrants in Seattle
黒川勝利　著

■ ISBN978-4-88730-731-5　定価：本体 4,600円＋税　A5判　200頁　2007年 1月発行   

Transition to Retirement and Active Ageing
Changes in Post-Retirement Lifestyles in Japan

前田信彦　著
■ ISBN978-4-88730-863-3　定価：本体 2,400円＋税　A5判　170頁　2008年 8月発行    

アメリカ社会への多面的アプローチ＊

杉田米行　著
■ ISBN4-88730-635-0　定価：本体 2,400円＋税　A5判　344頁　2005年 9月発行   

職業キャリアの空間的軌跡
研究開発技術者と情報技術者のライフコース

中澤高志　著
■ ISBN978-4-88730-829-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　196頁　2008年 4月発行   

ネットショッピングと消費行動のパラダイム
ネットショッピングの達人になるための 72か条

菅原　良　著
■ ISBN4-88730-675-X　定価：本体 800円＋税　四六判　102頁　2006年 3月発行   

消費者から情報社会を考える
生活サービス情報の評価システムの構築をめざして

岩瀬忠篤　著
■ ISBN4-88730-561-3　定価：本体 1,600円＋税　A5判　124頁　2004年 4月発行   

新版 現代日本社会の構造と転換＊

浅野慎一　著
■ ISBN4-88730-274-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　230頁　2002年 10月発行   

社会学とその周辺＊

パーソンズ理論から児童虐待まで

石川義之　著
■ ISBN4-88730-474-9　定価：本体 3,800円＋税　A5判　374頁　2002年 4月発行   

世界変動と出稼・移民労働の社会理論

浅野慎一　著
■ ISBN4-924400-50-5　定価：本体 2,718円＋税　A5判　302頁　1993年 4月発行   

20世紀初頭から 1930年代にかけてのアメリカ合衆国シア
トル市における日本人コミュニティの動きを、日本人労働者
の組織化問題や白人労働団体と日本人コミュニティとの関係
などに焦点を当てて考察。

本書は「アクティブ・エイジング」概念を手がかりに、中年
期から高齢期における「職業キャリア」の形成と「ソーシャ
ル・ネットワーク」の動態を最近のデータから分析し、定年
（リタイアメント）への移行の実態を明らかにする。

本書は、アメリカ社会各分野の最先端の研究動向を熟知して
いる著者により、多様なアメリカ社会を 17通りの異なった
アプローチによって理解することを試みた、アメリカ研究入
門書である。

情報サービス産業が地方圏に根付きつつあることを踏まえ、地方
圏における情報技術者と情報サービス企業の経営者のライフコー
スを通じて、1つの企業に長期勤続することに捉われず、「自ら
の地域で生活し労働する」ライフコースが成立する可能性を考察。

インターネットの普及と共に発展してきたネットショッピング
の萌芽期において、約 5年間に渡って著者がネットショップ
をマネジメントした経験から導き出した、利用者のための賢い
ネットショッピングの方法と裏技を、余すことなく伝える。

インターネットに代表される情報通信技術の発達・普及によ
り、後戻りのできない大きな変化が個々人の消費面、生活面
に生じている。こうした大転換期の中で、消費者の視点から
改めて情報社会の現状と課題について考える。

現代日本社会は巨大な転換期に遭遇している。その実相を国
際的、歴史的視野で、企業、地域、農村、学校、家族、民族
など、多彩な社会領域からトータルに解明し、転換の行方を
展望する。

児童虐待、性的虐待など、女性と子どもをめぐる人権侵害諸
問題について、実態調査を踏まえて社会学的に論考した労
作。分析枠組みをパーソンズ社会学を基に提示。人権問題を
考える書であると共に、社会学研究書でもある。

現代日本の出稼・移民問題と社会構造変動に関する実証的研
究を進める手がかりとして、社会科学の優れた先達は、資本
主義の発生・展開とともに惹起した出稼・移民労働者問題を
いかに把握してきたのかを問う。
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迫り来る食糧危機
食の「安全」保障を考える

田中豊裕　著
■ ISBN978-4-86429-315-0　定価：本体 1,600円＋税　四六判　200頁　2015年 5月発行    

格差・環境問題はなぜ＊

過剰化時代の格差・環境問題と地域・環境づくり

北村修二　著
■ ISBN978-4-86429-345-7　定価：本体 2,800円＋税　A5判　280頁　2015年 10月発行    

豪州読本
オーストラリアを丸ごと読む

田中豊裕　著
■ ISBN978-4-86429-031-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　324頁　2011年 2月発行    

英国労働者教育史
マーガレットT. ホッジェン　著
新海英行　監訳
英国成人教育史研究会　訳

■ ISBN978-4-86429-323-5　定価：本体 3,800円＋税　A5変型判　334頁　2015年 4月発行   

マニラの都市底辺層
変容する労働と貧困

青木秀男　著
■ ISBN978-4-86429-236-8　定価：本体 4,800円＋税　A5判　216頁　2013年 10月発行    

老いない愛と性
豊かな高齢期を生きる

林　春植　著／宣　賢奎・住居広士　訳
■ ISBN978-4-86429-079-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　276頁　2011年 10月発行    

不況自殺を科学する

南　俊秀　著
■ ISBN978-4-86429-025-8　定価：本体 1,300円＋税　四六判　192頁　2011年 1月発行    

ASシリーズ第 6巻
社会保障の源流を探る＊

教典に描かれた貧困観と貧困への対応
増山道康　著

■ ISBN978-4-86429-176-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　158頁　2012年 10月発行    

アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書 第 4巻
日米の社会保障とその背景＊

杉田米行　編著
■ ISBN978-4-88730-991-3　定価：本体 3,000円＋税　A5判　412頁　2010年 5月発行    

新興国の人口急増、異常気象による食糧生産の不確実性、食の
安全・安心等を勘案した食糧の長期的確保は、わが国の重要課
題である。本書では、食の「安全」保障として、アジア地域・
オーストラリアと協力してできる地域食糧の安全保障を提示する。

格差・環境問題が、今世界を席巻するのはなぜか。それは、資
本や労働・情報・モノの過剰化時代が到来したからに他ならな
い。この過剰供給システムがグローバル化し、富の一極集中等
格差社会と地球環境問題を深刻化させる仕組みを解明する。

日豪の経済協力、貿易・観光の促進から文化協力まで半世紀
に及ぶ著者の体験的紹介本である。特に本書は、その政治・
経済・歴史、社会の仕組みから、自然環境、ライフスタイ
ル、さらに日豪関係の今昔と将来を紹介する豪州読本である。

原著では、イギリスとアメリカにおける労働者教育運動を駆使した
インパルスとは何かを問うが、本訳書ではそのイギリス編である。
それは、大学人と教会人のロゴスの共有と労働者階級の参政権と
労働権獲得の宿願と、そして支配者階級の執意の中に読み取れる。

労働者、海外出稼ぎ者、スクオッター居住者、ホームレスを
対象に、それらの労働・居住・貧困を分析し、〈新労務・新
貧困〉仮説により解釈した。都市底辺層からするグローバル
都市マニラ論。

人間の「愛と性」に対する関心と興味は、生まれたときから
死ぬまで続く。高齢者にとっても適切な愛と性のある生活
は、生きる活力の源・健康的な生活の原動力となる。本書で
は高齢者が豊かな老後を実現するための提言を行う。

1997年まで年間 2万人台で推移していた自殺者数が、翌年から 3万
人台に急激に増加し、現在も下がる気配はみられない。客観的なデー
タを基に、デュルケムの自殺の社会的要因説をさらに発展させ、自
殺者数を規定する要因により概念式を提示し、対策を検討する。

キリスト教、大乗仏教、儒教における貧困観や貧困救済につ
いて、原典の記述で再確認し、伝統宗教が持つ貧困観や貧困
救済思想を浮かび上がらせ、さらに現代の社会保障制度の設
計思想に接近することを試みた。

日米両国は多額の財政赤字を抱えるなか、社会保障改革とい
う大きな問題に直面している。本書は、アメリカと日本に焦
点を合わせた社会保障の歴史的考察により、問われている改
革への文脈を想起させてくれる。
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地域社会の変動と文化

中藤康俊　著
■ ISBN978-4-86429-094-4　定価：本体 1,600円＋税　四六判　188頁　2011年 10月発行    

新版 アメリカ社会保障の光と陰
マネジドケアから介護とNPOまで

アンドル・アッカンバウム　著／住居広士　編訳
■ ISBN4-88730-553-2　定価：本体 3,400円＋税　A5判　396頁　2004年 8月発行   

まちづくり曼荼羅
ボランティアからNPOへのひろがり

日下部眞一　編
■ ISBN4-88730-334-3　定価：本体 1,900円＋税　A5判　300頁　1999年 6月発行   

格差社会と地域づくり 第 2 版＊

北村修二　著
■ ISBN978-4-86429-279-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　214頁　2014年 6月発行   

食文化のスタイルデザイン＊

“地域”と“生活”からのコンテクスト転換
一般社団法人地域デザイン学会　監修
原田　保・庄司真人・青山忠靖　編著

■ ISBN978-4-86429-338-9　定価：本体 3,600円＋税　A5判　366頁　2015年 8月発行    

ASシリーズ第 13巻
米国のラティーノ＊

三吉美加　著
■ ISBN978-4-86429-262-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　176頁　2014年 6月発行    

ASシリーズ第 12巻
カウンターカルチャーのアメリカ＊

希望と失望の 1960 年代
竹林修一　著

■ ISBN978-4-86429-258-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　180頁　2014年 5月発行    

異文化コミュニケーションに学ぶグローバルマインド
長谷川宏司・広瀬克利・
井上　進・繁森英幸　編

■ ISBN978-4-86429-221-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　246頁　2014年 5月発行    

「虚構世界」と「現実世界」
「小説を読む」と「異文化コミュニケーションを学ぶ」を繋ぐ

青木順子　著
■ ISBN978-4-88730-749-0　定価：本体 2,000円＋税　A5判　198頁　2007年 4月発行    

本書は伝統芸能、スポーツ、祭りなどがどのように変質して
いるかを、文化の重層性、地域性、まちづくり等から追究し
た。日本文化の豊かさを再確認すると共に「生活の質」を高
める上でいかに重要であるかをあらためて示す。

米国においても公的医療制度や公的年金制度について、数多
くの改革が行われてきた。本書では、こうした米国の社会保
障、特にマネジドケアと介護に焦点を当て、その光と陰の両
面について、これまでの歴史とその最新事情を解説。

本書は、これまでの行政への依存的体質と企業の営利追求的
活動に閉ざされない、新しい時代における公益達成をめざす
第三の行動原理、あるいは生活様式（文化）への道を切り開
くものである。

近年、地方の社会や経済は閉塞的状況に陥っている。社会的
要請や学問的課題への新たな成果が期待され、新たな担い手
や人材、組織や地域づくりが求められている。本書では、そ
の道しるべとなる新たな動きや展開を述べる。

まず「食文化のスタイルデザイン」を地域と生活のコンテク
スト転換として考察し、さらに世界の食文化の歴史的・地理
的な背景を踏まえた文化論としても、地域デザイン研究の視
角から論じる。

本書は、米国のラティーノの概要と 5大ラティーノ集団（メ
キシコ系、プエルトリコ系、サルバドル系、キューバ系、ド
ミニカ系）の移住の歴史および社会について解説したもので
ある。

アメリカ 1960年代の支配的な管理社会に抗するカウンター
カルチャーの概説書。第 1部はカウンターカルチャーを特
徴づけた代表的な 5つの文化運動、第 2部は圏外の現象な
がら密接な関連をもつ 3つのテーマについて述べる。

さまざまな分野で活躍する執筆者が、各々の立場から、日本
人と外国人との異文化コミュニケーションの実態を紹介す
る。そこから“グローバルマインド”の構築を学ぶ。

本書では、小説の読解を通して、異文化コミュニケーション
を考察していくことで、人間と社会をより深く理解させる小
説読解を実現し、現実の世界の問題を認識する異文化コミュ
ニケーション力へ発展させていく。
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旅のはじまりと文化の生成

大学教育出版編集部　編
■ ISBN978-4-86429-184-2　定価：本体 2,200円＋税　A5判　280頁　2013年 1月発行    

異文化理解へのアプローチ
ことばの窓から見る日独比較

麦倉達生　著
■ ISBN4-88730-560-5　定価：本体 2,500円＋税　A5判　248頁　2004年 4月発行   

続・多次元のコミュニケーション

長谷川宏司　編著
■ ISBN978-4-86429-158-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　240頁　2012年 11月発行    

ASシリーズ第 9巻
北東アジアのことばと人々＊

樋口謙一郎　編著
■ ISBN978-4-86429-214-6　定価：本体 2,200円＋税　A5判　242頁　2013年 10月発行    

多次元のコミュニケーション

長谷川宏司　編
■ ISBN4-88730-654-7　定価：本体 2,600円＋税　A5判　250頁　2006年 4月発行   

東方女人国の教育
モソ人の母系社会における伝統文化の行方

金　龍哲　著
■ ISBN978-4-86429-083-8　定価：本体 2,800円＋税　A5判　232頁　2011年 8月発行    

結婚のない国を歩く
中国西南のモソ人の母系社会

金　龍哲　著
■ ISBN978-4-86429-056-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　144頁　2011年 3月発行

中国とベトナム山地民族の世界
ヤオ族音楽文化に関する基礎的研究

李　金叶　著
■ ISBN978-4-88730-892-3　定価：本体 2,400円＋税　A5判　208頁　2009年 3月発行    

ｲ同族の音楽が語る文化の静態と動態

薛　羅軍　著
■ ISBN4-88730-644-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　152頁　2005年 10月発行   

故郷を離れて一定期間「旅」に出る。「旅」とは人固有のも
のであろう。「旅」のはじまりを辿り、その営みが、その人
自身のみならず、人の集団（社会）へいかなる影響を与え、
文学・文化の生成に関わったかを紹介する。

今日世界の諸民族が平和共存していくためには、相互の文化
理解が不可欠となっている。この書では、ことば、食文化、
住文化、教育、仕事と余暇、宗教などの基本的文化現象から
異文化理解へのアプローチを試みている。

さまざまな時と空間で活躍している執筆陣が、それぞれの個
性・感性・世界観・人生観や技力などによって得た、他者と
のコミュニケーションの法・技などについて述べる。本書
は、2006年刊行『多次元のコミュニケーション』の続編。

北東アジアの言語文化・言語政策について横断的に概観し、
様々な場面での言葉の諸相をそれぞれの専門家の立場から紹
介する。網羅的でありながら、入門書として読むことができ
る一冊。

私たちを取り巻く世界におけるコミュニケーションは無限に
等しい。本書では、さまざまな分野において繰り広げられる
コミュニケーションの実態を、14の視点からアプローチし、
理解・共有を試みる。

これまでのモソ人に関する研究は、モソ人の通過儀礼や家庭
教育、文化の伝承などの課題はほとんど言及されていない。
本書は、著者による 9回の現地調査を踏まえ、それらを 9
章にわたって述べる。

中国西南のモソ人の母系社会には走婚という婚姻形態と結婚
という婚姻形態が併存している。本書では、モソ人の母系社
会における「教育文化」、伝統文化の伝承の在り方等を考え
るための基礎研究として、婚姻・家族制度を紹介する。

本書は、現代ヤオ族の音楽において欠かせない代表的な楽器
である長鼓、銅鼓、および各ジャンルの民謡に焦点を当て
て、その歴史と現状および特徴を、文献研究とフィールド
ワークの手法によって包括的に究明した。

中国の少数民族についての民族誌研究は数多く発表されてい
るが、音楽という特定の領域に的を絞ったものはまだ多くな
い。本書は、ｲ同族の音楽文化をその周縁から探り、理解を
試みる。
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「グローバルチャイナ」の現在＊

田　雁・樋口謙一郎　編著
■ ISBN978-4-86429-015-9　定価：本体 2,100円＋税　A5判　270頁　2010年 10月発行    

ドイツの二大文化圏
ドナウの南とエルベの東
ドイツ地誌入門
鈴木喜参　著

■ ISBN978-4-86429-001-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　232頁　2010年 7月発行    

現代中国の社会とくらし＊

姜　波・矯　学真　著
■ ISBN978-4-88730-954-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2010年 3月発行    

日本＝ザクセン文化交流史研究

松尾展成　著
■ ISBN4-88730-644-X　定価：本体 3,500円＋税　A5判　370頁　2005年 10月発行    

科挙と女性

高　峰　著
■ ISBN978-4-88730-551-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　161頁　2004年 2月発行

アメリカン・ポップ・カルチャー＊

60 年代を彩る偉人たち音楽・美術・文学そして映画

君塚淳一　編著
■ ISBN4-88730-336-X　定価：本体 1,600円＋税　A5判　142頁　2004年 3月発行   

アメリカ人の老後と生きがい形成
高齢者の文化人類学的研究

佐野［藤田］真理子　著
■ ISBN4-88730-339-4　定価：本体 2,200円＋税　A5判　198頁　2003年 10月発行   

アメリカの中の日本

ジェイムズR.モリタ　著
■ ISBN4-88730-539-7　定価：本体 1,300円＋税　四六判　204頁　2003年 8月発行   

窮乏の民族誌
中部太平洋・キリバス南部環礁の社会生活

風間計博　著
■ ISBN4-88730-508-7　定価：本体 7,000円＋税　A5判　336頁　2003年 2月発行    

WTO加盟後の現代中国の政治・社会の課題を中心に、地域
保護主義、封建的な制度と伝統、古い社会主義的な仕組みと
いった障害をいかに克服し、そして、公正な法制度の確立を
いかに実現していくのかを考察。

ドイツを代表する 2つの地方（バイエルンとベルリン・ブラン
デンブルク）を自然・歴史・宗教・産業・社会などの各面で
比較対照し、豊富な写真も配置して、それぞれの地方文化の特
徴を浮き彫りすることで、ドイツ文化を分かりやすく解説する。

1986年の経済改革以来、中国の発展はめざましく、世界の注
目を集めている。本書は、政治、社会、福祉、文化、教育な
どの多方面から、変化する中国の内面を見すえて、そこに生き
る人びとの生活ぶりや考え方の変化を詳細に述べたものである。

対象の異なる 4研究分野（森鷗外伝、洋学史・お雇い外国人
史、日本人留学生史、青島ドイツ兵捕虜）を基として、日本
とザクセンの間の人的交流に関する事実を文献から確定し、
さらに資料に基づいての発掘を試みる。

本書は歴史資料と文学作品を照合し、社会学や精神分析の観点から、
科挙試験によってつくり出された社会環境（価値体系）と、そのよ
うな社会環境から生み出された女性像との関係を明らかにし、そし
て科挙制度によって条件付けられた書生の精神世界を解明していく。

60年代に大きな影響を及ぼしたマディ・ウォーターズ、アン
ディ・ウォーホル、ボブ・ウィルス、デニス・ホッパーらの
5人を取り挙げる。本書では彼らの生き様、そしてポップ・
カルチャーへの影響と、今日的な意義を探るものである。

シンボルの分析をもとに文化を理解しようとする象徴人類学の立
場から、アメリカ人高齢者のかかえるディレンマと、それを解決
しようとする老後観について、地域生活の脈絡のなかで明らかに
する。異文化理解により私たちの生活へ新しい視座を提供。

アメリカの中の日本と日本的なもの、アメリカ人の意識にあ
る日本に注目し、アメリカが日本の文物から何を学び、受け
入れてきたか、アメリカ生まれ日本育ちの著者による異文化
受容についてのケース・スタディーである。

ミクロネシア、キリバス共和国の南部離島タビテウエア・サ
ウスの一村落を実地調査。本書は、これに基づいて従来のキ
リバス民族誌とは異なり、島内の「窮乏の共有」による平等
社会の再生産という社会システムを論証。
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オーストラリア人の禅
南半球の発想
ロバート・トレボーラング　著
柏瀬省五　訳

■ ISBN4-88730-466-8　定価：本体 1,500円＋税　四六判　130頁　2001年 12月発行   

資料で読む 欧米の社会と文化＊

菊池重雄・佐藤成男　編著
■ ISBN4-88730-453-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2001年 10月発行   

オーストラリア人の常識
ロバート・トレボーラング　著
柏瀬省五　訳

■ ISBN4-88730-395-5　定価：本体 1,500円＋税　四六判　144頁　2000年 6月発行   

アンネマリー・シンメルのパキスタン・インド歴史紀行
アンネマリー・シンメル　著
大澤隆幸・平井　旭　訳

■ ISBN4-88730-417-X　定価：本体 2,800円＋税　A5判　320頁　2001年 2月発行   

オーストラリア人の恋愛術
ロバート・トレボーラング　著
柏瀬省五　訳

■ ISBN4-88730-390-4　定価：本体 1,500円＋税　四六判　144頁　2000年 4月発行   

比較文化論 民間説話の国際性

三宅忠明　著
■ ISBN4-88730-383-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　236頁　2000年 4月発行   

数字を用いたスローガンで読む 
現代中国社会
岡　益巳　著

■ ISBN4-88730-349-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　216頁　1999年 9月発行   

文化のダイナミズム

新田義之　著
■ ISBN4-88730-328-9　定価：本体 2,100円＋税　A5判　268頁　1999年 5月発行   

文化の諸相
比較文化を学ぶために

新田義之　著
■ ISBN4-88730-183-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　214頁　1998年 4月発行   

本書は、オーストラリア人について言い古された言い方、ご
自慢の説明、繰り返される引用や国民性について紹介する。
オーストラリア人の開放的で、率直で、宿命的な無頼漢精神
は、北半球人には全く異質な世界観である。

英語の歴史と現代英語、20世紀アメリカ文学と思想、これ
らの分野の研究者が英文資料に日本語の解説を加え、英語文
化を総合的に探った。グローバル・ランゲージとなった英語
と英語文化に多面的にアプローチした英米文化への入門書。

人類の将来と地球の環境問題には人一倍気を使い、いつでも
地球全体の行く末を案じている人達について、ユーモアあふ
れる文章で愉快に語る。著者のベストセラーを日本語訳す
る。

オリエント学者のパキスタン・インドへの旅の記録に歴史的
事件と各地の文化的背景を加えてイスラム文化を紹介。ま
た、各聖地や多くの人々との出会いの中から両国のかかえて
いる問題のあり様を描写する。

日常生活の中にあるオーストラリア人としての密かな決意や
願望や思いを見事に言い当ててきた著者が、成熟した大人の
男と女の関係を上から下から、表から裏から、ユーモアたっ
ぷりに描写、分析する。

中国唐代の奇習「纏足」が生みだした「シンデレラ」の物語。
ヨーロッパにもいる「桃太郎」や「浦島」の仲間たち。「ウ
サギとカメ」の意外な競走の顛末。民間説話は、人間理解か
ら国際平和へもつながる人生の教科書である。

数字を用いたスローガンを切り口として江沢民政権下の中国
社会の実態に迫る。数字を用いたものに特化し、かつ国有企
業や農村などの現場で創出されたものをも取り上げた点で、
従来の用語辞典の類いとは一線を画す。

日本の文化の中には人類全体の財産の一つとして認識される
ものがある。このような時代において、私たちが世界から学
びながら、同時に自分の持っている文化の意味と価値を世界
の光に照らして確認するための素材を提供する。

「比較文化」という学科で学ぶ学生のための入門書として編
集された本書は、それだけにとどまらない。ものを考えると
はどういうことなのか、専門の学問領域を超え、国際的な視
野で我々の文化、我々自身を見つめる方法を示す。
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遊戯する身体
スポーツ美・批評の諸問題

樋口　聡　著
■ ISBN4-88730-106-5　定価：本体 1,942円＋税　A5判　208頁　1994年 12月発行   

七芒星Ⅱ
情報文化論から総合学習へ

橋本　勝・マヒト　著
■ ISBN4-88730-315-7　定価：本体 1,700円＋税　A5判　168頁　1999年 4月発行   

混迷の時代を生きる君へ

土屋廣幸　著
■ ISBN978-4-86429-093-7　定価：本体 1,400円＋税　四六判　234頁　2011年 11月発行    

七芒星
小説　情報文化論

橋本　勝・マヒト　著
■ ISBN4-88730-292-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　220頁　1996年 10月発行   

芸術とスポーツの関係が一般的に知られる様になった今日、
スポーツを芸術と並ぶ美的文化ととらえ、スポーツについて
の美学的考察を通して、現代社会、現代文化に対する新しい
視点を提示する。

情報文化論のユニークなテキストとして 96年に刊行した
『七芒星』の待望の続編。最高潮を迎える小説を何度も邪魔
する形のテキスト部分では、今回は、現代日本に定着しつつ
ある総合学習の意義や本質を検討している。

平成不況、リーマンショック、就職超氷河期、東日本大震
災、原発事故……。混迷の時代にどう生きていくのか。さま
ざまな切り口で考える、若い世代のための、人生という旅の
ためのヒント集。

情報ないし情報化社会がもつ文化的な側面に注目し、情報と
文化との関わりをできるだけ広い視野から考察。新たに書き
下ろした小説と情報・文化について解説した部分とで織り成
した新しいスタイルの教養書である。
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公教育と教育行政 改訂版＊

教職を目指す人への教育行政入門

曽我雅比児　著
■ ISBN978-4-86429-300-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　180頁　2015年 4月発行   

現代の教育費をめぐる政治と政策

橋野晶寛　著
■ ISBN978-4-86429-423-2　定価：本体 6,800円＋税　A5判　344頁　2017年 1月発行  

現代教育の理論と実践＊

曽我雅比児・皿田琢司　編著
■ ISBN978-4-86429-370-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　314頁　2015年 4月発行   

イギリスにおける学習と訓練の公共管理システム
需要主導アプローチへの転換

白幡真紀　著
■ ISBN978-4-86429-354-9　定価：本体 5,500円＋税　A5判　330頁　2015年 12月発行  

キルケゴールの教育倫理学

伊藤潔志　著
■ ISBN978-4-86429-342-6　定価：本体 3,000円＋税　A5判　288頁　2015年 9月発行    

新しいテレビ会議システムを利用した教育効果の比較
視線一致型及び従来型（視線不一致）による遠隔教育と対面教育について

谷田貝雅典　著
■ ISBN978-4-86429-284-9　定価：本体 4,000円＋税　A5判　178頁　2014年 12月発行    

中国都市部における社区教育政策

馬　麗華　著
■ ISBN978-4-86429-399-0　定価：本体 3,200円＋税　A5判　320頁　2016年 6月発行  

改革開放後中国の愛国主義教育
社会の近代化と徳育の機能をめぐって

武　小燕　著
■ ISBN978-4-86429-249-8　定価：本体 5,800円＋税　A5判　380頁　2013年 12月発行    

教職課程履修学生向けの教育行政学入門テキスト。なぜ公教
育制度が必要とされ、それはどのような原理と法制によって組
み立てられているのか、またその制度を管理する組織の仕組み
はどうなっているか等を解説。最新の情報を用いて改訂版刊行。

有限資源に関わる民主的決定と効率的運用を経て如何にして
教育的諸価値を達成するのか、という根源的かつ現実的な課
題設定のもとに、現代の教育費をめぐる政治と政策を実証的
に解明する総合的な教育財政研究。

教育学と教育心理学の研究者が、それぞれ専門の視角から教
育の問題を論じ、全体として、学校・家庭・地域社会と幅広
い領域にわたって総合的に教育と人間形成の問題を考察す
る。

本書は、イギリスにおける学習や訓練への公的支援が、需要
主導による仕組みへの転換が目指されたことに注目し、この
学習と訓練の公共管理システムの特質と課題を解明する。

本書は、これまでキリスト教思想家として理解されることが多
かったキルケゴールの思想を人間学的な関心から解釈するため、
「教育」という観点からアプローチし、キルケゴールの思想そ
のものが教育的性格を有していることを明らかにしている。

視線が合う遠隔教育環境の優れた教育効果を、対面環境や視
線が合わない遠隔環境との比較により様々に測定し、多変量
解析手法（主に共分散構造分析）で分析評価することで、学
習環境の差異を相対的に明らかにする。

本書では、中国の教育政策分析と現場のフィールドワークを
通して、社会変動に伴う都市部社区教育の政策的展開から、
政府の関与と権限の移譲、社区住民決定権の拡充に踏み込
み、中国的社区教育の各段階の性格を究明する。

本書では、中国の愛国主義教育を近代化という視点から分析
する。学校教育の内容を取り出して分析するだけでなく、政
治的・社会的環境との関係からその展開の過程を跡付け、さ
らにそれが人々の意識にもたらした影響について考察する。

教　育
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中国労農教育政策の形成と展開
解放後の国家政策における人材観を中心に

王　国輝　著
■ ISBN978-4-86429-161-3　定価：本体 5,500円＋税　A5判　294頁　2012年 8月発行    

ウィトゲンシュタインと教育
言語ゲームにおける生成と変容のダイナミズム

平田仁胤　著
■ ISBN978-4-86429-234-4　定価：本体 4,500円＋税　A5判　198頁　2013年 11月発行

なぜ、学んだものをすぐに忘れるのだろう？
「学び」と「忘れ」の法則
フランク・スミス　著／橋本直実・
福田スティーブ利久　監訳／澤部涼子　訳

■ ISBN978-4-86429-100-2　定価：本体 1,500円＋税　四六判　188頁　2012年 4月発行   

産業教育・職業教育学ハンドブック＊

日本産業教育学会　編
■ ISBN978-4-86429-169-9　定価：本体 3,800円＋税　B5判　324頁　2013年 1月発行    

韓国の教育格差と教育政策
韓国の社会教育・生涯教育政策の歴史的展開と構造的特質

尹　敬勲　著
■ ISBN978-4-88730-960-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　298頁　2010年 2月発行    

HUMAN DEVELOPMENT  
POLICY IN THE GLOBAL ERA
米原あき　著

■ ISBN978-4-88730-951-7　定価：本体 2,600円＋税　A5判　260頁　2009年 11月発行   

検証「共通 1 次・センター試験」

中井　仁・伊藤　卓　編著
■ ISBN978-4-88730-825-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　224頁　2008年 3月発行   

キーワード 人間と発達 増補改訂版＊

神戸大学発達科学部編集委員会　編
■ ISBN978-4-88730-725-4　定価：本体 2,500円＋税　A5判　350頁　2007年 3月発行    

シカゴにおける学校と社会
ジョージ・S・カウンツ　著／中谷　彪・
伊藤良高・藤本典裕・佐伯知美　訳

■ ISBN4-88730-629-6　定価：本体 2,200円＋税　B5判　124頁　2005年 12月発行   

中国共産党による中華人民共和国の国家建設のあり方と教育
の関係性について、その建国から文化大革命に至るまでの労
農教育政策に着目し、政府の施策や行政的な動きからその内
実を歴史的にあとづけることを通じて明らかにする。

ウィトゲンシュタインの後期哲学に注目し言語使用の規範性を
描き出す。それにより言語ゲームにおける言語使用の規範性が
動的に変容することを指摘し、従来の研究では示唆にとどまっ
ていた教育としての言語ゲームのダイナミズムを解明する。

誰もが勉強したものを忘れる経験をしてきている。「なぜ私
たちは学ぶのか」「なぜ私たちは忘れるのか」を題材に、「学
び」と「忘れ」の古典的・伝統的な学習理論を紹介し、現代
教育の原点を別の視点から問う。

本書は、戦後を中心とする産業教育と職業教育の成果を凝集した、
わが国で初めての書。学校教育（高等教育を含む）から企業内教
育、公共職業訓練、海外の職業教育等について詳細に述べた、研
究や実践のための必携書。日本産業教育学会 50周年記念出版。

教育格差を是正するための政策の流動性を政府の教育政策に
見いだせない状況の中で、「開放」以降の社会教育・生涯教
育政策を通史的に考察し、近年の教育政策に内在する教育格
差拡大の構造的な問題を明らかにする。

「経済開発から人間開発へ」と国際開発の舞台にパラダイム
シフトをもたらしたA. Senの人間開発論を手がかりとして、
人間開発論における「教育」の役割について、理論分析と計
量分析の双方から考察を加える。

第 1回の共通 1次試験が実施されて以来、すでに 29年が経
つ。13人の執筆者が様々な角度から、共通 1次・センター
試験が教育全体に及ぼした影響を検証し、教育問題の本質を
明らかにするとともに、教育改革のあるべき姿を提示する。

人間と発達に関する 133のキーワードを集成・解説。「ひと
の一生とライフステージ」、「人間の形成：教育と支援」、「行
動と健康」、「感性と表現」、「生活とテクノロジー」、「環境：
自然と社会」など、広い視野から学際的・多角的に論じる。

本書は、古典的名著であるGeorge S. CountsのSchool and So-
ciety in Chicago（1928）の全訳である。各章ごとに、シカゴ
における教育に影響を及ぼす社会的諸勢力の動向を紹介し、
分析する。
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中国少数民族教育政策文献集
（1950 ～ 1997）

金　龍哲　編訳
■ ISBN4-88730-271-1　定価：本体 5,000円＋税　B5判　326頁　1998年 5月発行   

地方教育史論考

篠田　弘・加藤詔士　編著
■ ISBN4-88730-380-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　150頁　2000年 3月発行   

一般教科教育学序説

一般教科教育学研究会　著
■ ISBN4-88730-270-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　210頁　1998年 3月発行   

現代教育思想としての塩尻公明
人格主義の教育論

中谷　彪　著
■ ISBN4-88730-345-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　258頁　1999年 8月発行    

学校運営協議会の導入による 
学校教育の改善過程に関する研究
大林正史　著

■ ISBN978-4-86429-317-4　定価：本体 4,600円＋税　A5判　210頁　2015年 1月発行    

大学開放論
センター・オブ・コミュニティ（COC）としての大学

出相泰裕　編著
■ ISBN978-4-86429-302-0　定価：本体 2,500円＋税　A5判　252頁　2014年 6月発行   

学校組織の信頼

露口健司　著
■ ISBN978-4-86429-168-2　定価：本体 2,800円＋税　A5判　272頁　2012年 10月発行    

高等教育機関の発展
グローバルな視点からのアプローチ

D・ガマゲー　著／植山剛行　著・訳
■ ISBN978-4-86429-162-0　定価：本体 2,200円＋税　A5判　200頁　2012年 9月発行    

高等教育とESD
持続可能な社会のための高等教育

阿部　治　監修／荻原　彰　編著
■ ISBN978-4-86429-067-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　168頁　2011年 9月発行    

多文化、異文化教育が注目される中で、中国の少数民族の教
育に関する研究は散見するが、それに関する基本資料はほと
んど紹介されていない。本書は中国政府の少数民族教育政策
に関する文書をまとめた貴重な文献集である。

教育の歴史をみるとき、地方の実態を明らかにすることが欠
かせない。本書では、藩主側近の役務日誌、敗戦直前・直後
の校務日誌、公民館資料、占領統治下のCIEの事前照会文書
などの地方史料をとおして、教育の実際を鮮やかに描き出す。

本書では、現在までの各科教育学の集合体としての教科教育
学に対して、既存の教科の枠を超えた教科教育学を一般教科
教育学と名付け、その研究の方向を明らかにするとともに、
その研究成果を紹介する。

民主主義と自由を愛し、教育に関して終生絶大な熱意と信頼
を持ち続けた塩尻氏を教育思想家として位置づけた研究が皆
無であるなかで、彼の教育論を初めて体系的に考察したもの
である。

近年の学校経営改革の一貫である学校運営協議会制度の導入
は、学校において児童のための新たな教育活動を生み出すの
か。本書では、学校運営協議会制度の導入による改善過程を
明らかにする。

センター・オブ・コミュニティとして社会貢献を期待される
大学にとって、重要課題化する大学開放。本書はその大学開
放の歴史、理念、政策及び実践などを網羅しつつ、その可能
性と今後の方向性について記す概論書。

学校組織を対象とした「信頼研究」に本格的に取り組んだ書。
学校組織における信頼（あるいは信頼される学校づくり）と
いう、実践レベルでは極めて高い関心を抱かれている事象に
ついて、実証的な方法で切り込んだ一冊。

本書は、ヨーロッパ、中東、アジアの歴史的認識の文脈を踏
まえながら、現代の高等教育機関の組織的特徴を分析し、さ
らに組織による質の保証の問題と、その解決手段を提示する
ことを試みるものである。

本書は、ESD導入を検討している大学関係者を対象とし、高
等教育におけるESDの理念、歴史的背景、国際的動向、お
よびESDの実践事例をもとに、カリキュラム論・組織論・
教材論等を示す、ESD導入促進のための案内書。
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大学政策論

岩崎保道　編著
■ ISBN978-4-86429-068-5　定価：本体 2,400円＋税　A5判　244頁　2011年 6月発行 

長崎大学生涯学習叢書No5
専門的大学継続教育と大学開放
長崎大学生涯学習教育研究センター運営委員会　編

■ ISBN978-4-88730-714-8　定価：本体 1,500円＋税　A5判　180頁　2007年 1月発行   

大学教育経営の構造改革
硬構造から柔構造へ

青木　薫　著
■ ISBN4-88730-665-2　定価：本体 2,400円＋税　A5判　226頁　2006年 4月発行   

大学教育と読書
大学生協からの問題提起
全国大学生活協同組合連合会 教職員委員会　監修
玉　真之介　編著

■ ISBN978-4-86429-469-0　定価：本体 1,600円＋税　A5判　152頁　2017年 10月発行    

大学改造

林　伸二　著
■ ISBN4-88730-612-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　228頁　2005年 4月発行   

鈴鹿短大からの発信
佐治晴夫　監修
鈴鹿短期大学 40 周年記念論文集編集委員会　編

■ ISBN978-4-88730-743-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　216頁　2007年 3月発行   

現代の高校教育改革
日本と諸外国

新海英行・寺田盛紀・的場正美　編著
■ ISBN4-88730-288-6　定価：本体 2,200円＋税　A5判　240頁　1998年 8月発行   

教育プロジェクトマネジメント＊

教育を変える国際標準マネジメント手法
PMI日本支部関西ブランチ医療プロジェクトマネジメント研究会・
川崎医療福祉大学　医療秘書学科・大学院　編著

■ ISBN978-4-86429-461-4　定価：本体 1,800円＋税　B5判　104頁　2017年 7月発行    

授業の科学と評価
連想調査法を用いた教え方・学び方

新田照夫　編著
■ ISBN978-4-86429-456-0　定価：本体 2,400円＋税　A5判　228頁　2017年 8月発行    

高等教育機関においては、その役割に対する大きな期待の半
面、様々な課題が挙げられている。大学の役割や機能、制度
などの基本的な概要を概観し、大学に関わる諸課題を解説す
ることを通じて、現在の高等教育制度の全体像提示する。

生涯学習に関する教育・研究の成果、ならびに長崎大学公開講座
の成果をまとめたもの。大学の知的資源を市民の生涯学習と結びつ
けることにより、大学と地域とが問題点を共有し、共同して問題解
決に当たることができるための手だての 1つとなることをめざす。

日本だけでなく欧米の大学や政府機関を訪問しインタビュー
調査を実施し、丹念に分析を行い、教育経営学の視点から大
学教育経営を述べる。また、大学教育経営の構造改革の具体
的な提案をする。

学生のWeb情報依存の現状を直視し、アクティブラーニングの一
部にリーディングを位置づけて大学教育改善と学生の読書を結合し、
学生たちが流動化を強める世界の動きや文化の多様性に目を開いて
いくための「新教養主義」と「リーディングリスト運動」を提起する。

少子化の進行、国際競争力の喪失、急激な規制緩和と大学をめぐる環境
は激変している。今まで規制に守られ生きてきただけの大学にはもはや存
続の目はない。大学を根底から「破壊し」、新たに創造することが必要と
なる。そのためには先見力と決断力のある経営者が不可欠であろう。

開学 40周年を迎えるにあたり、これまでの歴史を振り返る
とともに、現在進行形の教育改革の中身や高等研究機関とし
ての研究成果、「地域に根差した短期大学」の役割などを、
さまざまな視点から分かりやすく示す。

本書は、我が国の学区制、総合学科、公立中高一環教育、専
門学校の改革等の動きとアジアとヨーロッパ諸国における高
校改革の最新の動向を分析したもので、世界的視野から日本
の後期中等教育の基本的性格と今後の方向を示す。

入学から卒業までの限られた期間で、学生独自の目的を達成
させる教育は、目的をもったプロジェクトそのものである。
したがって、教育に国標準プロジェクトマネジメント手法
（PMBOK）を導入することによって教育成果は大きく変わる。

注目されている授業評価法で、アメリカの統計学会でベスト・
ペーパー賞に選ばれた理論である。単なる表面的・一般的授業
評価ではなく、講義内容や教師の指導方法・授業環境、授業
者のパーソナリティなども評価・分析できる授業評価法である。
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大学の授業
岡山大学における実践記録

神立春樹　著
■ ISBN4-88730-256-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　152頁　1998年 4月発行   

大学における反転授業＊

河村一樹・今井康博　著
■ ISBN978-4-86429-436-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　168頁　2017年 4月発行   

「中学校」を読む
その現実とこれから

深水鮟鱇　著
■ ISBN4-88730-249-5　定価：本体 1,300円＋税　四六判　136頁　1997年 12月発行   

学校の風景そして授業の風景
子どもと教師の学び合い

前田　治　著
■ ISBN978-4-86429-439-3　定価：本体 2,800円＋税　A5判　362頁　2017年 3月発行    

六・三制と大学改革
大衆的大学の日米比較

新田照夫　著
■ ISBN4-924400-69-6　定価：本体 1,748円＋税　A5判　200頁　1996年 5月発行   

教職概論＊

ワークシートを用いた実践的理解
新潟医療福祉大学健康スポーツ学科
教職実践研究会　著

■ ISBN978-4-86429-334-1　定価：本体 2,400円＋税　A4判　164頁　2015年 4月発行

最新 教職概論・生徒指導論〈第 3版〉＊

「教職実践演習」対応

梨木昭平　著
■ ISBN978-4-86429-296-2　定価：本体 1,600円＋税　A5判　120頁　2015年 4月発行    

新しい視点から見た教職入門＊

中田正浩　編著
■ ISBN978-4-86429-509-3　定価：本体 2,800円＋税　A5判　283頁　2018年 4月発行 

人間教育を視点にした教職入門＊

中田正浩　編著
■ ISBN978-4-86429-301-3　定価：本体 3,000円＋税　A5判　292頁　2014年 12月発行    

いま大学における教育のあり方が従来にも増して大きく問わ
れている。改革されるカリキュラムのもとで如何なる教育実
践をするかが何よりも重要であろう。筆者の 30年近い熱き
戦いは、私達に多くの示唆を与えてくれる。

米国の高校で始まった反転授業は、我が国でも取り入れられ、
大学や小中高校においても普及しつつある。本書では、大学
における反転授業を用いたアカデミックスキル教育と内容言
語統一学習に関して、その実践的な教育事例を紹介する。

いわゆる「中学校の問題点」は、戦後 50数年以上経て巨大
化した現教育制度の中から生まれてきた問題であるという認
識のもとに、中学校をその内部から見てそれらの問題点を指
摘、新しい中学校のシステムを展望する。

教師として大切なことは子ども理解であり、その子ども理解
を基にした日々の授業改善である。日々の「学校の風景・授
業の風景」から、その必要性を読み取ることで、教師と子ど
もが学び合う教育を目指すことを提示する。

大学における一般教育の改革は、大衆化の観点から高校教育
さらには「地域社会に開かれた大学」として期待されている。
この中等教育と高等教育をトータルにとらえる改革を、日米
の比較の中で論究する。

教職課程における「教職入門」「教職概論」のテキスト。教
科書・自学資料・ワークシートの役割を持たせた機能的な一
冊。巻末のワークシートの活用によって実践的な理解を促す
ことができる。

実践重視の教職科目「教職概論」「生徒指導論」を理解し、
かつ関連領域の場面指導等の教員採用試験対策に役立つよう
構成されている。いじめ防止対策推進法や道徳指導との連携
等の教育界最新動向にも配慮している。

教職を目指す学生が教職課程で最初に学ぶ「教職入門」のテ
キスト。教育実践を経験してきた実務家教員ができる限り平
易な言葉で具体的に詳説。理解を助けるために各章の初めに
は要約を、各章末には学習課題を設けた。

教職を目指す学生が教職課程で最初に学ぶ「教職入門」のテ
キスト。教育実践を経験してきた実務家教員ができる限り平
易な言葉で具体的に詳説。理解を助けるために各章の初めに
は要約を、各章末には学習課題を設けた。
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教育実践と教職員＊

教職理論の課題

榊　達雄・早川教示・片山信吾　編著
■ ISBN978-4-86429-288-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　194頁　2014年 11月発行   

学校がみえる教職論＊

片山紀子　編著／富永直也　著
■ ISBN978-4-86429-140-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　180頁　2012年 4月発行

公立小・中学校教員の業務負担

神林寿幸　著
■ ISBN978-4-86429-485-0　定価：本体 2,500円＋税　A5判　240頁　2017年 12月発行    

教育実践学＊

実践を支える理論

教育実践学会　編
■ ISBN978-4-86429-472-0　定価：本体 2,200円＋税　A5判　210頁　2017年 12月発行    

現場から問う 職業としての教師＊

金　龍哲・下山田伸一郎　編著
■ ISBN978-4-86429-269-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　214頁　2014年 4月発行   

健康を科学する実践研究＊

読めばできる！養護教諭の研究ガイド

大野泰子・川又俊則　編著
■ ISBN978-4-86429-540-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　232頁　2018年 10月発行 

教育原理 事始め＊

中田正浩　編著
■ ISBN978-4-86429-510-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　203頁　2018年 4月発行 

教育人間学的視座から見た 
「特別活動と人間形成」の研究

加澤恒雄　著
■ ISBN978-4-88730-918-0　定価：本体 2,600円＋税　A5判　232頁　2009年 4月発行    

教職実践演習・教育実習指導＊

ロールプレイ・ロールレタリング対応

梨木昭平　著
■ ISBN978-4-86429-297-9　定価：本体 1,600円＋税　A5判　132頁　2015年 4月発行    

競争主義の下で子どもは呻吟し、教職員は多忙化に追われて
いる教育の現場において、父母・住民の教育要求に応え、子
どもの教育を受ける権利を保障する教育実践と、それに取り
組む教職員はどうあるべきかを追究している。

今、教育現場では専門的な教育技術をもつと共にしなやかな
精神力を備えた教員が必要とされている。本書では、教職に
対するイメージをできるだけ現実に近い形で取り上げ、教職
の仕事を正しく理解することをめざす。

多忙といわれる今日の公立小・中学校教員に負担をもたらす
業務は何か。教員の働き方改革をはじめ、教育（学）界で長
年課題とされてきたテーマについて、本書は調査データの分
析を通じて実証的に明らかにする。

教育実践学会創立 20周年を記念し、学校教育現場において
実践を支える理論についてまとめる。理論と実践を往還する中、
現代の教育や課題・問題に対応することを目指している。研
究者、現職教員、教職課程学生を対象とした図書でもある。

本書は、教職の免許法で定められた「教職に関する科目」の
なかの「教職の意義等に関する科目」に対応したテキスト。
学習・生活指導、学級づくり、家庭・地域との連携等の教師
の仕事、その意義・身分等について多角的に解説する。

本書は養護教諭が一人で実践研究を進めたり、またはグループ
で進めるための研究指針となる内容を編集し、学会発表ができ
ることを目標としたテキストである。さらに、一般の読者向け
に、健康問題・教育問題の現在をわかりやすく説明している。

教職を目指す学生が教職課程で最初に学ぶ「教育原理」のテ
キスト。教育実践を経験してきた実務家教員ができる限り平
易な言葉で具体的に詳説。理解を助けるために各章の初めに
は要約を、各章末には学習課題を設けた。

現代日本の教育を取り巻く状況において、重視されるべき教育の
理念や教育の本質とは何か、学校教育の使命・役割とは何か。教
育研究における人間学的な視点と臨床教育学的な視点に立脚して、
人間形成にかかわる教育活動、教育の在り方について考察する。

教職課程 4年間の総括である「教育実習指導」と新教職科目
「教職実践演習」とを 1冊の本にまとめた画期的なテキスト。
ロールレタリングや介護等体験・校務分掌教育実習等の類書
ではあまり例のない新要素が盛り込まれている。
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道徳教育法・特別活動指導法＊

梨木昭平　著
■ ISBN978-4-86429-305-1　定価：本体 1,600円＋税　A5判　126頁　2014年 6月発行    

道徳教育の理論と実践＊

石村秀登・末次弘幸　編著
■ ISBN978-4-86429-502-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　238頁　2018年 5月発行 

基礎基本シリーズ①
最新 生徒指導論＊

神野　建・原田恵理子・森山賢一　著
■ ISBN978-4-86429-376-1　定価：本体 1,500円＋税　A5判　128頁　2015年 3月発行    

道徳科 初めての授業づくり＊

ねらいの 8類型による分析と探究

吉田　誠・木原一彰　編著
■ ISBN978-4-86429-506-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　190頁　2018年 4月発行 

基礎基本シリーズ②
最新 進路指導論＊

神野　建・原田恵理子・森山賢一　著
■ ISBN978-4-86429-377-8　定価：本体 1,500円＋税　A5判　96頁　2015年 3月発行    

基礎基本シリーズ③
最新 特別活動論＊

原田恵理子・高橋知己・森山賢一・
加々美肇　著

■ ISBN9978-4-86429-404-1　定価：本体 1,500円＋税　A5判　126頁　2016年 10月発行    

基礎基本シリーズ④
教員の在り方と資質向上＊

田邊昭雄・原田恵理子・森山賢一　著
■ ISBN978-4-86429-529-1　定価：本体 1,500円＋税　A5判　120頁　2018年 8月発行 

基本を大切にした国語科授業づくり＊

赤木雅宣　著
■ ISBN978-4-86429-996-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2018年 12月発行 

算数科における「パターン発見」 
方略の指導に関する実証的研究
石田淳一　著

■ ISBN978-4-88730-882-4　定価：本体 4,700円＋税　A5判　278頁　2009年 1月発行   

学習指導要領から道徳教育の内容を明らかにし、道徳教育誕
生の背景を踏まえた上で戦前の「修身」との比較や文学教
育・人権教育との関わり、生徒指導・保健指導との関連を明
らかにした教科教育法の視点から説く新しい道徳教育論。

道徳教育に関する内容を理論編と実践編に分けて解説する。理論
編では、主に教育哲学の研究者が道徳や倫理の基本的な思想、道
徳的発達や道徳の歴史を取り扱い、実践編では、主に経験豊富な
学校教諭が初等中等教育における道徳教育の実際と課題を示す。

本書は、今なぜ生徒指導が重視されるのかにはじまり、生徒指導
の目的、子どもの問題行動への対応、及び学校・家庭・地域社
会等の連携の在り方など生徒指導にかかわる基礎理論について、
「生徒指導提要」を踏まえた生徒指導のあり方をまとめたテキスト。

教員を目指す大学生と若手教員を主な対象に、大学の道徳教
育の授業や初任者研修等に使えるテキスト。道徳授業方法を
類型化してそれぞれの長所・短所を示すことで、自分の授業
スタイルを確立し、改善し続けていくためのガイドブック。

本書は、キャリア発達・自己実現をめざす進路指導に関する
基礎的基本的な事柄を取りあげ、進路指導の基本を理解し、
教職課程の学生が教師としての指導観や実践力を培うための
テキスト。

子どもたちの「生きる力」を育むために、特別活動が重視され
ている。本書は、特別活動の基本的事項から新たな展開まで
を取り上げ、教職課程の学生・現場の教師に、実現可能で教
育効果の高い特別活動を構想するためのエッセンスを提示する。

教職の意義及び教員の役割・職務内容の観点から、基礎的基
本的な事柄を取りあげた。教職課程の学生は進路選択をする
ために、また現職教員は教員としての在り方を見直すため
に、必要な知見を得ることができる。

教材研究、授業構想、実践例などを示し、小学校国語科授業
の基本的なつくり方を紹介する。また、新指導要領が求める
「主体的・対話的で深い学び」についても実践をもとに提示し、
小学校の先生方・小学校の教師を目指す学生たちの入門書。

算数科における問題解決の指導のあり方を究明するために、長期
間、小学校を研究フィールドとして行ってきた「パターン発見」方
略を中心とする問題解決方略の指導および「評価・改善」活動に
焦点化したメタ認知の指導に関する調査および実験研究をまとめた。
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学校理科で探究する生活科学＊

生活科学的アプローチによる学校理科の学習転換【エネルギー・電磁波・放射能】

桐山信一　著
■ ISBN978-4-86429-143-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　210頁　2012年 4月発行    

探究する資質・能力を育む理科教育＊

小林辰至　著
■ ISBN978-4-86429-483-6　定価：本体 2,800円＋税　B5判　432頁　2017年 12月発行   

はじめての人のための小学校理科の『学び合い』＊

三崎　隆　編著
■ ISBN978-4-86429-538-3　定価：本体 1,600円＋税　A5判　116頁　2018年 10月発行 

理科教育法 第 3 版＊

秋吉博之　編著
■ ISBN978-4-86429-987-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　266頁　2018年 10月発行 

はじめての人のための中学校理科の『学び合い』＊

三崎　隆　編著
■ ISBN978-4-86429-539-0　定価：本体 1,600円＋税　A5判　120頁　2018年 10月発行 

はじめての人のための理科の授業づくり＊

学習問題から学習課題へ

三崎　隆　著
■ ISBN978-4-86429-089-0　定価：本体 2,200円＋税　A5判　190頁　2011年 10月発行    

小学校理科「物理・天文分野」の指導＊

文科系学生が物理・天文分野の基礎を理解できる

桐山信一　著
■ ISBN978-4-86429-069-2　定価：本体 2,600円＋税　A5判　260頁　2011年 5月発行    

身近な環境への気づきを高める環境教育手法
「環境経験学習」から「指示書方式」への展開

市川智史　著
■ ISBN978-4-86429-011-1　定価：本体 1,200円＋税　A5判　120頁　2011年 2月発行    

理科教育そのダイナミクス

寺川智祐　編著
■ ISBN4-88730-294-0　定価：本体 3,400円＋税　A5判　446頁　1998年 8月発行   

理科教育のなかで、生活科学的視点をもって、“エネルギー・
電磁波・放射能”を学ぶことで、理科教育の改革をねらいと
している。教師志望の学生、また現職の教師を対象とし、科
学的リテラシー育成を提案する一冊。

本書では新学習指導要領理科で求められる、科学的に問題解
決したり探究したりする資質・能力を育成する授業づくりの
理論と実践を詳しく解説した。理科授業を改善したい先生と
理科教員志望学生のための必読の書。

『学び合い』は難しいと思われる小学校理科の授業で、未来
を幸せに生きる力を付けさせるために、『学び合い』の考え
方で、理科の授業を毎日実践できるよう真のアクティブ・
ラーニングの実践を示す。

学習指導要領に対応した理科教育の解説書。理科学習の理論
をふまえて、理科の授業実践について分かりやすく学ぶこと
ができる。小・中学校教員養成課程の学生だけでなく、小・
中学校教師の手引書としても有用。

『学び合い』のより良い実現により、子どもたちが必要な能
力を修得できる授業実践の進め方について、中学校現場の先
生方及び中学校の教員を目指して学んでいる学生により良い
理解を促すためのテキスト。

自然の事物や現象を科学的に見て、その不思議さを解明する
魅力ある理科の授業を、初めて構想し、実践するにあたっ
て、小・中学校における実践事例を紹介する。はじめて理科
の授業づくりにのぞむ人のための入門書。

小学校教師を志望する文科系の学生たちを主たる対象として
理科の学習および将来の理科指導に役立つテキスト。学生た
ちが苦手とする物理・天文分野の実践を重視し、実施したい
実験・観察の道具や方法、結果を具体的に解説。

本書は自然体験学習や体験型環境教育プログラムの作成に資するた
め教員・学生を対象に、プログラム作成の視点や事例を紹介する。
米国の「環境経験学習」プロジェクトの理論と教材に関する研究成
果に基づいた「指示書方式」というプログラム形成を提案する。

19世紀に誕生して以来、理科教育は発展していく社会の中
で絶えず自らの改革を行い、数々の理念を掲げ、教育改革の
先駆をなしてきた。本書はそれを理科教育のダイナミクスと
して捉え、論証する。
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武道をたずねて＊

武道教育への活用

出口達也・金　炫勇・瀬川　洋　編著
■ ISBN978-4-86429-481-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　216頁　2018年 2月発行 

実践的指導力をつける家庭科教育法＊

多々納道子・伊藤圭子　編著
■ ISBN978-4-86429-988-6　定価：本体 2,200円＋税　B5判　200頁　2018年 10月発行 

小学校体育 器械運動＊

達人教師への道

藤田雅文・湯口雅史　編著
■ ISBN978-4-86429-416-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　184頁　2016年 10月発行  

生活実践と結ぶ家庭科教育の発展

福田公子・山下智恵子・林未和子　編著
■ ISBN4-88730-579-6　定価：本体 3,400円＋税　A5判　464頁　2004年 8月発行   

学び手の視点から創る中学校・ 
高等学校の保健体育授業〈体育編〉＊

鈴木直樹・梅澤秋久・宮本乙女　編著
■ ISBN978-4-86429-396-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　208頁　2016年 4月発行  

学び手の視点から創る小学校の体育授業＊

鈴木直樹・梅澤秋久・
鈴木　聡・松本大輔　編著

■ ISBN978-4-86429-243-6　定価：本体 2,800円＋税　A5判　276頁　2013年 11月発行    

体育の学びを豊かにする 
「新しい学習評価」の考え方＊

鈴木直樹　著
■ ISBN978-4-88730-823-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　170頁　2008年 4月発行   

体育の教育力＊

学校と地域で子どもをたくましく育てる教育論

岸本　肇　著
■ ISBN4-88730-706-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　154頁　2006年 9月発行    

エッセンシャル
特別支援教育コーディネーター 第 2 版＊

武藏博文・惠羅修吉　編著
■ ISBN978-4-86429-203-0　定価：本体 2,800円＋税　B5判　242頁　2013年 4月発行    

武道が必修化され、学校教育における武道教育のあり方が問
われている。この機会に本書では武道の教育的意義の解説と
共に、より多くの武道の紹介とその精神・技術をそれぞれの
専門の立場から紹介する。

実践的指導力を備えた家庭科教員の養成や再教育のためのテ
キストである。その際、小学校から高等学校まで連続して家
庭科を学ぶという学習者の視点に立って指導できるように、
また、初等教育と中等教育で共通に使用できるように編集。

児童に対して自信を持って器械運動の指導ができるために必須
の基礎知識、指導技術、授業づくりと学習評価の観点について、
多数の写真を活用しながら、今日までの器械運動に関する学術
研究、授業研究の成果を網羅した情報を提供し、解説する。

子どもの生活は危機的状況にある。自らの生活体験を省察
し、一人ひとりが主体的に生きることを共に考え、くらし・
家庭・仕事の意味を問い直し、人間が人間らしい生活を実現
する力を育てることを探求・展望した教育書。

中学校・高等学校の教員を目指す学生だけでなく、中高の保
健体育の教員が、よりよい授業を目指して授業改善に取り組む
ことを支える構成で、代表的な指導方法について理論を示し、
その理解を深めるために具体的な授業実践例を提示している。

「体育とは何か」「体育授業をつくるために必要なこと」を理
解するための初等体育科教育法のテキスト。日々の指導の中
で成長していくための多くのヒントを取り上げた。教師をめ
ざす人や現役教師に最適な書。

学習指導要領が改訂され、これからの体育にはますますアカ
ウンタビリティとレスポンスビリティが問われるといえる。
本書は、教育性が高く、よりよいこれからの評価の実践の手
がかりを示し、授業づくりに役立つように構成されている。

体育は、そもそも子どもの自らの身体に対する意識を高め、
健康・体力の自立能力を形成する〈からだと心〉の教育であ
る。「体育とは何か」「体育で何をなすべきか」「子どもにとっ
てスポーツとは」を考えたくなったときに参考となる 1冊。

特別支援教育コーディネーター養成研修テキスト。最新の特別支援教
育の動向、発達障害の理解、生理・病理・医療と二次障害、心理ア
セスメント、個別の指導計画、学習指導などを網羅。小中学校の現場
の特別支援教育コーディネーターの実用書としても役立つよう配慮。
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特別支援教育 第 4 版＊

インクルーシブな共生社会をめざして

姉崎　弘　著
■ ISBN978-4-86429-468-3　定価：本体 2,700円＋税　B5判　248頁　2017年 10月発行    

知的障害児の教育 第 2 版＊

ノートルダム清心女子大学人間生活学部
児童学科治療教育学・児童福祉学研究室　編

■ ISBN978-4-86429-151-4　定価：本体 1,800円＋税　B5判　126頁　2012年 4月発行    

養護学校では野球ができない

久保田浩司　著
■ ISBN978-4-88730-925-8　定価：本体 1,500円＋税　四六判　180頁　2009年 6月発行   

特別支援学校における 
重度・重複障害児の教育 第 3 版＊

姉崎　弘　著
■ ISBN978-4-86429-406-5　定価：本体 2,400円＋税　A5判　236頁　2016年 10月発行  

障害児授業実践の教授学的研究

湯浅恭正　著
■ ISBN4-88730-735-7　定価：本体 4,600円＋税　A5判　250頁　2006年 12月発行    

情報教育ジャーナル 第 1 巻第 1号

日本情報教育学会　編
■ ISBN978-4-86429-995-4　定価：本体 2,000円＋税　B5判　82頁　2018年 12月発行 

AI時代の情報教育＊

加納寛子　著
■ ISBN978-4-86429-480-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　238頁　2017年 11月発行    

情報分析と課題解決の技法＊

北門達男・稲浦　綾　著
■ ISBN978-4-86429-163-7　定価：本体 1,200円＋税　四六判　142頁　2012年 10月発行   

ネットジェネレーションのための情報リテラシー＆情報モラル＊

ネット犯罪・ネットいじめ・学校裏サイト

加納寛子　著
■ ISBN978-4-88730-803-9　定価：本体 2,600円＋税　A5判　254頁　2008年 1月発行    

本書は、特別支援教育の入門書である。特別支援教育の歴史
や最新の制度、指導法、特別支援学校の新学習指導要領、教
育実践例も取り上げ、これからのインクルーシブな共生社会
を目指して、必要な必須知識を網羅した。

知的障害支援学校で実習をする学生のためのテキスト。本書
では、スキルの習得だけでなく、しっかりと一人ひとりの子
どもを観察し、その特性を見きわめられるよう「知的障害児
教育の枠組み」の理解をめざす。

障害者の潜在的な能力を引き出すことの大切さ、また、それ
を実行する中で、障害者に対する見方が変わったという著者
自身の体験を通して、健常者にとっても障害者にとっても
「教育」の本質は同じであることを述べる。

特別支援教育において、教師は基礎理論だけでなく体験の中からよ
り多くの事柄を学び取る姿勢が重要である。本書は、特別支援学
校における重度・重複障害児の教育を理論と実践の両面から基礎
的・基本的事項を平易に解説した新学習指導要領準拠版である。

本書は、特別支援教育にこそより問われる授業づくりのキャリア・
アップに必要な授業学理論と授業構想のあり方を具体的に示して
いる。障害児の授業実践を創造的に展開するための基礎理論と実
践指針を示し、特別支援教育時代の授業実践の方向を展望する。

情報社会の進展は、ネットいじめやフェイクニュース、誹謗
中傷の拡散などの新たな社会問題を引き起こしている。これ
らを未然に防ぐための必要な教育と被害者・加害者にならな
いための情報教育について論考する。

近い将来、司令塔の役割をするトップの人間、その下に中間管理
職の役割を果たすAI、AIと共存して働く人間、AIの指示の下で
働く人間という四層構造になるだろう。本書は、AIと共存して
働くために必要な情報教育とは何かを考える羅針盤の書である。

データ分析論と対をなす情報分析論は、文字情報の分析と課
題の解決をテーマとし、システム開発を行う場合でも必要で
ある。本書では、問題解決技法の基本的なものから有効活用
できるものまでを解説し、知的生産性の向上をめざす。

情報リテラシーとは、情報社会で快適に生きるために必要な、情
報の読み書きである。本書では、現在の情報社会の諸問題を認識
し、情報社会で必要な知識を身に付け、自らリスク・アセスメン
トを行えるようになるための情報リテラシー・情報モラルを学ぶ。
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現場からみた学校保健＊

川崎裕美・岡田眞江・石井良昌　編著
■ ISBN978-4-86429-227-6　定価：本体 2,800円＋税　B5判　224頁　2013年 9月発行    

情報活用のための情報処理論＊

村田育也　著
■ ISBN4-88730-491-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　200頁　2004年 10月発行   

高校生･受験生･大学生のための 
中堅大学活用術＊

宇田川拓雄　編著
■ ISBN978-4-86429-276-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　210頁　2014年 10月発行    

最新 学校保健＊

門田新一郎・大津一義　編著
■ ISBN978-4-86429-410-2　定価：本体 2,400円＋税　B5判　388頁　2016年 10月発行 

学問キャリアの作り方＊

小林弘司・JAYASENA Pathmasiri・
鈴木絢女・藤野友和・望月俊孝　他著

■ ISBN978-4-86429-260-3　定価：本体 1,200円＋税　A5判　160頁　2014年 3月発行    

音の教育がめざすものは何か
サウンド・エデュケーションの目標と評価に関する研究

神林哲平　著
■ ISBN978-4-86429-458-4　定価：本体 1,800円＋税　A5  158頁　2017年 7月発行    

自己と関わりの創造学 第 2 版＊

竹村　哲　著
■ ISBN978-4-86429-397-6　定価：本体 1,900円＋税　A5判　188頁　2016年 4月発行  

道徳の授業における教師の 
悩みに関する研究
益川浩一　監修／前田　治　著

■ ISBN978-4-86429-340-2　定価：本体 3,800円＋税　A5判　388頁　2015年 7月発行    

自己の生き方を問う道徳教育のあり方
道徳授業を通じて、生きる実践力を育てる

作田澄泰　著
■ ISBN978-4-86429-086-9　定価：本体 1,800円＋税　四六判　124頁　2011年 8月発行   

学校現場で日々生じる事象に、どのように考え、どのように対
応するか。保健教育・研究、健康管理、医療安全対策など、
それぞれ専門の視点から知見とアドバイスを詳細に述べる。現
役の養護教諭や教員、またそれをめざす学生に必携の一冊。

独自の情報処理モデルを用いて、情報教育指導者に必要な内
容を網羅的に説明した情報処理の概論書である。情報、情報
処理、情報通信などの基礎知識だけでなく、情報活用の実践
に必要な理論と方法についても述べている。

大学の紹介は、偏差値を基準とした大学選び、就職実績によ
る大学選びとして多く目にするが、大学教育のコアな部分を
わかりやすく解説したものは少ない。普通の学生が大学で何
を学び・獲得し、どのように活用するかその知恵を紹介。

教師を志す学生や学校教育に携わっている人たちが、学校保
健の基本的内容や性格を理解し、学校保健を教育活動の一環
として展開する能力を身に付けることができる一冊。

知的生産それ自体が協同の営為であるという認識のもとで、
客観的な根拠と良心にしたがって自ら答えを出し、責任を
もって発信し、他者とかかわることのできるソーシャル・ス
キルを備えた人材育成を目的とした初年次教育テキスト。

カナダの作曲家マリー・シェーファーはサウンドスケープ（音
の風景）思想を提唱するとともに、サウンド・エデュケーショ
ン（音の教育）も開発した。本書は、この教育プログラムを学
校教育に普及すべく、目標と評価について考察したものである。

「課題に沿って学び合う授業を進めることにより、学習者の
力が育つ」という考えの下、経験的に学ぶスキルを身に付け、
持続可能な開発のための教育ＥＳＤのひとつとして、学び合
いの学習論を提示する。

道徳教育の要である特別の教科「道徳」は「道徳の時間」の基本理念
を踏襲しているため、「道徳の時間」の課題は特別の教科「道徳」の
課題でもある。本書では、「道徳」を充実させるために、道徳の授業に
おける教師の悩みについて考究し、その課題解決の方策を検討する。

子ども達に主体的に生きる力と道徳的実践力を身に付けさせ
るためには、自己の生活を振り返ることの重要さにふれ、ま
たこれからの日本社会を生き抜く人間育成のための特設道徳
授業のあり方を考察。
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新版 実証的教育研究の技法＊

これでできる教育研究

西川　純　著
■ ISBN4-88730-374-2　定価：本体 1,500円＋税　A5判　154頁　2004年 9月発行   

幼少期の育ちと大学教育
感じる力が扉をひらく

松岡信義　著
■ ISBN978-4-86429-073-9　定価：本体 1,200円＋税　A5判　182頁　2011年 7月発行    

リテラシーの地平＊

読み書き能力の教育哲学

小柳正司　著
■ ISBN978-4-88730-946-3　定価：本体 1,600円＋税　四六判　170頁　2010年 1月発行    

大学生のための研究ハンドブック＊

よくわかるレポート・論文の書き方

ノートルダム清心女子大学人間生活学科　編
■ ISBN978-4-86429-053-1　定価：本体 1,200円＋税　A5判　174頁　2011年 4月発行    

e-Learning入門＊

河村一樹　著
■ ISBN978-4-88730-898-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　152頁　2009年 4月発行   

大学は出会いの場
インターネットによる教授のメッセージと学生の反響

稲場秀明　著
■ ISBN4-88730-518-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　192頁　2003年 4月発行   

充実した大学生活のために
先人の智恵に学ぶ

岩附正明　著
■ ISBN978-4-88730-886-2　定価：本体 1,200円＋税　四六判　158頁　2009年 4月発行    

自己発見とあなたの挑戦
大学生活をリッチにする入門講座

小野良太　著
■ ISBN4-88730-690-3　定価：本体 1,800円＋税　四六判　214頁　2006年 5月発行    

高校・大学等における 進路指導・
就職支援マニュアル 改訂版＊

渡部昌平　著
■ ISBN4-86429-514-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　158頁　2018年 4月発行    

現場教師の修士論文作成に携わってきた著者が、彼らが最も
つまずくのは、「研究のとっかかり」、「データの定義」、「具
体的な論文の記述」の 3つについてであるとの認識から、院
生のための論文の書き方について解説。

四半世紀にわたり大学・短大で学生と向かい続けてきた筆者が、
日々の授業における学生の各々の反応は、「物事に対する構えや
感じ方における心の耕され方の度合い」によるものと仮定し、心
を耕すには如何にすべきかを折に触れ考えてきたことを基に問う。

「リテラシー」をめぐる 1980年代以降のアメリカにおける
理論動向を踏まえ、「リテラシー」は単に読み書き能力の習
得に限定されるものではなく、学校教育に内在する本質的な
問題を析出するための鍵概念になることを論じる。

大学の演習授業で研究発表をし、レポートをまとめ、さらには卒
業論文の作成のための研究を進めるにあたって必要な知識や技術
を提供する必携書。必須の基本的な事柄（内容）に加え、インター
ネットを使った情報収集、パソコンの活用についても説明する。

e-Learningの発展経緯、定義と利点および課題、システムの構
成と標準化動向、インストラクショナルデザイン、製品の事例、
各教育現場での取り組みとその事例、ビジネスの業種・職種、
の関連資格などについて取り上げたe-Learningの入門書である。

大学は人との「出会い」から今後の人生を歩むための大切な
事柄への「出会い」の機会を与えてくれる。真に「出会う」
ためには、自分の側から何かを発信していく態度が必要であ
り、本書では先輩たちの葛藤の事例を紹介する。

高校時代との違いをはっきり認識して行動することで、大学生
活を充実したものにできる。本書は、大学生活の過ごし方・人
生の生き方・物事の見方などについて、自らの経験を踏まえた
先人の智恵を紹介した、若い世代の人びとへメッセージである。

大学と言えば、専門知識、自由、就職への切符等を想像する
が、実は、大学からはこれら以上の恩恵を得ることができ
る。成長志向をもった高校生、大学生、そして学生を成長さ
せたい教員に必読の大学入門書。

大学・高校の就職担当・進路指導担当者のための「就職支
援」ガイドブック。就職を考える際に軸となる「キャリア・
カウンセリング」について、その知見を整理し、進路・就職
を指導する立場の者が知っておくべき知識を提示。
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アメリカ・コミュニティカレッジの補習教育

谷川裕稔　著
■ ISBN4-88730-425-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　170頁　2001年 4月発行   

新版 子ども・青年の生活と教育＊

「生活台」に立つ教育改革を求めて

新海英行　著
■ ISBN4-88730-378-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　218頁　2002年 4月発行   

セクシャリティーと性・エイズ教育＊

木村龍雄　著
■ ISBN4-88730-237-1　定価：本体 1,500円＋税　B5判　136頁　2000年 4月発行   

創造性を育てる学習法

中戸義禮　著
■ ISBN4-88730-438-2　定価：本体 1,600円＋税　四六判　200頁　2001年 7月発行   

環境教育と情報活用
パソコンで測る身近な環境

杉本良一・紺野　昇　著
■ ISBN4-88730-296-7　定価：本体 1,600円＋税　A5判　124頁　1998年 10月発行   

明日から使える『学び合い』の達人技術＊

三崎　隆　著
■ ISBN978-4-86429-498-9　定価：本体 1,600円＋税　A5判　108頁　2016年 10月発行  

はじめての人のための 
アクティブ・ラーニングへの近道＊

三崎　隆　著
■ ISBN978-4-86429-407-2　定価：本体 1,600円＋税　A5判　104頁　2016年 10月発行  

教師と子どもの共同による学びの創造＊

特別支援教育の授業づくりと主体性

成田　孝・廣瀬信雄・湯浅恭正　著
■ ISBN978-4-86429-347-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　170頁　2015年 11月発行    

『学び合い』入門＊

これで，分からない子が誰もいなくなる！

三崎　隆　著
■ ISBN978-4-88730-952-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　186頁　2010年 1月発行    

本書は、アメリカ・コミュニティカレッジの「補習教育」か
ら「カレッジ・ワーク」への連続性等の考察を通して、手探
り状態である日本の大学・短期大学の「補習教育」のあり方
について問題を提起する。

本書では、現代の学校教育の当面する問題状況、その要因・
背景、そして教育実践の課題と方向について、とくに中学・
高校生を中心とする生活指導と進路指導のあり方に力点をお
いて論述する。

大学での共通教育としての健康教育は、将来の健康行動に
とって重要な教育の機会といえる。そこで、彼らの性・エイ
ズ知識、行動予測の全国調査や授業内容や方法に対する意見
調査に基づいた、授業方法改善に関するテキストである。

人間は心の内側に「生み出してくる力」「内なる力」「内なる
知恵」というようなものを持っている。創造性、知性、主体
性、人間性といった能力はみな心から出てくる。本書は、こ
の一つのところを育てる方法を明らかにする。

環境教育におけるコンピュータなどの情報手段の活用につい
て、理科の教師や教育学部の学生を対象として、分かりやす
く解説したものである。特に身近な水や大気の汚染を実際に
測定し、環境教育に直接役立つ内容を中心としている。

本書では、「学び合い」をやってみたいと思っている人やど
うやったらうまくできるのかと悩んでいる人のために、真の
『学び合い』が成功するために誰もが必ず成功できる 26の達
人技術を詳しく紹介する。

子どもたち自身が自分で考え、行動しながら学ぶという真の
アクティブ・ラーニングの授業実践はどのように進めたら良
いのか、そしてなぜ今アクティブ・ラーニングなのか、ま
た、その実践への近道の極意をわかりやすく紹介する。

さまざまな教育方法や指導スキルがあふれている特別支援教
育で、「子どもが主体になる」また「教師も主体になる」こ
との意味を考える。教師と子どもが「主体－主体として育つ
授業づくり」のための理論と実践方法を展望する。

認知心理学の研究成果に基づいた児童・生徒の授業における
理解の実態と「学び合い」の考え方による授業理論を展開す
る。また、実際の授業の進め方については事例研究による解
説も加え、彼らの変容過程を紹介する。
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幼児体育指導ガイド

日本幼児体育学会　編／前橋　明　編著
■ ISBN978-4-86429-497-3　定価：本体 1,800円＋税　四六判　198頁　2018年 2月発行 

子どもの健康福祉指導ガイド

日本幼児体育学会　編／前橋　明　著
■ ISBN978-4-86429-422-5　定価：本体 1,500円＋税　四六判　150頁　2017年 2月発行    

幼児体育用語辞典

日本幼児体育学会　監修／前橋　明　編著
■ ISBN978-4-86429-378-5　定価：本体 1,800円＋税　四六判　112頁　2015年 5月発行 

子どもの健康福祉指導ガイド 2

日本幼児体育学会　編／前橋　明　著
■ ISBN978-4-86429-459-1　定価：本体 1,200円＋税　四六判　112頁　2017年 12月発行    

保育指針・教育要領・学習指導要領を読み解く事典
国民形成のナショナル・スタンダードを縦断分析

中島正明　編著
■ ISBN978-4-86429-147-7　定価：本体 3,600円＋税　A4判　508頁　2012年 4月発行   

保育の質を問う
塚口伍喜夫・谷村　誠・明路咲子・
谷村佳奈美　著

■ ISBN978-4-86429-428-7　定価：本体 2,200円＋税　A5判　236頁　2017年 1月発行 

保育の中の子ども達＊

ともに歩む日々
社会福祉法人 くすの木福祉会 中山保育園　監修
伊藤美保子・西隆太朗　編著

■ ISBN978-4-86429-183-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　272頁　2012年 10月発行    

乳幼児の健康 第 3 版＊

前橋　明　編著
石井浩子・岩城淳子・佐野裕子・泉　秀生　他　著

■ ISBN978-4-86429-498-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　186頁　2018年 3月発行 

子どもの未来づくり 幼児の体育
澤田幸男　監修／前橋　明　編著
さわだスポーツクラブ　著

■ ISBN978-4-86429-021-0　定価：本体 2,400円＋税　A5判　234頁　2010年 9月発行    

幼児体育指導法研究会で検討してきた、幼児体育指導上の留
意事項を紹介。この指導計画が、子どもたちに最大の利益を
もたらすように作成した、幼児体育指導者必携書。

今日の日本では、生活環境の著しい変化にともなって、生活
リズムの乱れた幼児が増えている。子どもたちの健全育成の
ために、本書は、子どもの健康づくり理論を示すとともに、
様々な運動実技やあそびを紹介する。

幼児体育を理解するための基本用語をわかりやすく解説。伝
統的な用語から最新の用語まで、410項目を収録している。
幼児体育指導者や運動リーダー、ボランティアを目指す人の
必携書。

今日の日本では、生活環境の著しい変化にともなって、生活
リズムの乱れた幼児が増えている。子どもたちの健全育成の
ために、本書は、子どもの健康づくり理論を示すとともに、
様々な運動実技やあそびを紹介するシリーズ第 2巻。

個々の「指針・要領」から教育の内容と方法を理解するとい
う方法でなく、教育内容や方法を表現する具体的な事項をも
とにして国民形成の設計書を横断的・縦断的に眺めること
で、関連する目標や内容の系統的な広がりを一覧する。

近年、保育所の絶対数が不足していることから、取りあえずは、保育所そのものの
キャパを拡大し働く親を支援することが地方自治体の命題となっている。一方、保育
所は、どんな国民を育てるかの基礎部分を担っている最も大切な役割を果たさなけれ
ばならない。そこで問われるのが保育の質である。本書は、それを世に問うている。

“大事にしたい、赤ちゃんの時を。その時しかない、幼児期
を…”一人ひとりを大切にする保育とは…。何気ない日常に
輝く子ども達の姿を、想いを込めて、写真とともに描き出
す。保育者をめざす学生、保育士、保護者のために。

子どもたちが抱える問題の背景には生活習慣の悪さとそのリズ
ムの乱れ、家族とのコミュニケーションの弱さがある。乳幼児
期からの子ども本来の健康的な生活を送ることの大切さを基礎
理論と時事的なトピックの両面から述べる。第 3版刊行。

子どもの未来づくりに不可欠な体育活動を、理論と実践から
見つめなおした新しい実践的指導論。子どもの身体と心、そ
して幼児体育の指導方法から・運動会、そして運動あそびメ
ニューの実際まで、保育現場・幼児体育指導者必見の手引書。
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F. フレーベルのヒントによる
ボールあそびと手あそびの歌＊

千種民江・熊谷美智代　著

■ ISBN978-4-88730-813-8　定価：本体 1,800円＋税　B5判　48頁　2008年 2月発行    

運動遊具の安全管理・安全指導スペシャリスト＊

日本幼児体育学会　編／前橋　明　編著
永井伸人・浅川和美・株式会社ジャクエツ　著

■ ISBN978-4-86429-394-5　定価：本体 1,600円＋税　B5判　106頁　2016年 6月発行    

幼少児のためのティーボールあそび＊

前橋　明　著
■ ISBN978-4-88730-707-0　定価：本体 1,000円＋税　四六判　100頁　2007年 1月発行    

子どものための体力向上指導員養成テキスト＊

すこやかキッズ体力研究会　編
■ ISBN978-4-88730-858-9　定価：本体 1,600円＋税　A5判　96頁　2008年 7月発行    

幼児のリズム運動＊

日本幼児体育学会　編／前橋　明　他著
■ ISBN978-4-86429-116-3　定価：本体 2,800円＋税　B5判　178頁　2012年 2月発行    

幼児体育 ［専門］

日本幼児体育学会　編／前橋　明　他著
■ ISBN978-4-88730-939-5　定価：本体 3,000円＋税　B5判　276頁　2009年 10月発行    

幼児体育
理論と実践［中級］第 2版

日本幼児体育学会　編／前橋　明　編著
■ ISBN978-4-86429-499-7　定価：本体 3,000円＋税　B5判　252頁　2018年 4月発行 

幼児体育 理論と実践［初級］第 5版＊

日本幼児体育学会　編
■ ISBN978-4-86429-390-7　定価：本体 2,500円＋税　B5判　246頁　2016年 5月発行  

幼児体育 理論と実践［概要版］＊

日本幼児体育学会　編／前橋　明　他著
■ ISBN978-4-88730-712-4　　定価：本体 2,000円＋税　B5判　122頁　2006年 7月発行    

M. Grüblerによって編纂された「F. フレーベルのボール遊びうた」と「同
手遊びうた」から 13曲ずつ選び、日本語にあったリズム・メロディーと
した。F. フレーベルの意図する内容と精神はそのままに留め、各歌の教育
的意義を遊びの効果として反映。それぞれの遊び方もイラストで示した。

日本幼児体育学会認定「幼児体育指導員」養成テキストの運動遊具の安全管
理・安全指導編。運動遊具や固定遊具は、日頃からのメンテナンスが重要で、
また、安全な遊具であっても、その使い方を誤ると、ケガや事故が起こるので、
それらを適切に設置し、安全に使用するための基本を、わかりやすく解説。

ティーボールは、ティーの上にボールをのせて、そのボールをバッ
トで打って、ソフトボールや野球のように運動します。本書では、
健康づくりに役立つティーボールあそびを紹介し、それらのあそ
びで育つもの、準備物、あそび方、配慮事項等を紹介する。

体力向上指導員養成のための講習テキスト。保育園・幼稚
園・小学校でも実践しているオリジナル体操「ティーチャー
ヒカル・プログラム」の紹介を中心に、子どもたちの体力向
上のために大切な理論と実技のポイントを解説する。

リズム運動は、幼児期の発達刺激としてはきわめて有効な成
長への刺激であり、身体認識力を高めることも期待できる。
本書では、リズム運動の基本や理論、実践内容、身体表現活
動のレパートリーやそれらの指導方法などを平易に解説。

日本幼児体育学会認定、幼児体育指導員養成テキストの専門
編。現代社会の幼児がかかえる様々な健康問題や指導者養成
におけるニーズを考慮し、幼児体育のあり方や基本理念、体
育指導の計画と指導方法や内容の基本を解説。

日本幼児体育学会認定、幼児体育指導員養成テキストの中級
編第 2版。幼児のかかえるさまざまな健康問題や指導者養
成におけるニーズを考慮し、幼児体育のあり方や基本理念、
体育指導の計画と指導方法や内容の基本を解説。

日本幼児体育学会認定、幼児体育指導員養成テキストの初級
編。幼児のかかえる様々な健康問題や指導者養成における
ニーズを考慮し、幼児体育のあり方や基本理念、体育指導の
計画と指導方法や内容の基本を解説。

日本幼児体育学会認定、幼児体育指導員養成テキストの概要
編。幼児のかかえる様々な健康問題や指導者養成における
ニーズを考慮し、幼児体育のあり方や基本理念、体育指導の
計画と指導方法や内容の基本を解説。
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幼儿体育与健康＊

让孩子运动、心动、感动

前橋　明　著
■ ISBN978-4-86429-534-5　定価：本体 2,000円＋税　四六判　242頁　2018年 11月発行 

幼児体育 理論編

日本幼児体育学会　編／前橋　明　編著
■ ISBN978-4-86429-427-0　定価：本体 3,400円＋税　B5判　362頁　2017年 1月発行   

生活リズム向上大作戦＊

前橋　明　著
■ ISBN4-88730-698-9　定価：本体 1,000円＋税　四六判　108頁　2006年 6月発行   

幼児体育 実技編

日本幼児体育学会　編／前橋　明　編著
■ ISBN978-4-86429-434-8　定価：本体 5,400円＋税　B5判　704頁　2017年 4月発行   

いま、子どもの心とからだが危ない

前橋　明　著
■ ISBN4-88730-572-9　定価：本体 900円＋税　四六判　90頁　2005年 8月発行   

いま、子どもの心とからだが危ない 2
子どもの未来づくり作戦

前橋　明　著
■ ISBN4-88730-666-0　定価：本体 800円＋税　四六判　80頁　2006年 3月発行    

子育ては生涯学習の原点
親キャリアをアップする支援

中野由美子　著
■ ISBN978-4-86429-992-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2018年 12月発行 

子どもたちとつくりだす道徳的なクラス＊

リタ・デヴリース／ベティ・ザン　著
橋本裕子・加藤泰彦・玉置哲淳　監訳

■ ISBN4-88730-473-0　定価：本体 2,400円＋税　B5判　210頁　2005年 5月発行   

領域「表現」のための歌と遊び

大橋千代子　著
■ ISBN4-88730-298-3　定価：本体 2,400円＋税　B5判　92頁　1998年 9月発行   

幼児期からの健康と体力づくりについて、生活習慣、栄養・運
動・休養の重要性とそのバランス、幼児期の運動指導上の留意
事項、園庭や公園での安全な遊び方などをとり上げて、中国語
と英語で論述した、日本発信の「子どもの健康づくり」本である。

幼児のかかえる様々な健康管理上の問題や指導員養成におけ
るニーズを考慮し、幼児体育の理論、基本理念や目標、指導
方法、幼児の生活状況や健康づくりのための環境のあり方な
どを解説。

子どもたちが抱えるさまざまな問題の原因に、幼少児期から
の「生活習慣の悪さとそのリズムの乱れ」「家族のコミュニ
ケーションの弱さ」があげられる。著者の研究知見より、改
善策や対応策を考え、提言する。

幼児のかかえる様々な健康管理上の問題や指導員養成におけ
るニーズを考慮し、幼児体育の理論、基本理念に立った幼児
の生活状況や健康づくりのための実技事例を紹介し解説す
る。

健康福祉科学的見地より、子どもたちの抱える心身の問題を
分析・解明し、その成果を研究知見として、子どもたちの生
きる力といきいきとした暮らしづくりのために、改善策や対
応策を考え、提言する。

健康福祉科学的見地より、子どもたちの抱える心身の問題を
分析・解明し、子どもたちの生きる力といきいきとした暮ら
しづくりのために、改善策や対応策を考え、提言する。ま
た、日常生活の中に取り入れたい親子体操を紹介する。

保育実践と子育て研究から学んだ知見をわかりやすく紹介
し、キャリアアップをめざしている親自身や子育て・家庭支
援にかかわる人々の「育てる力」を養うとともに、実践活動
にも役立つ事例を提示した子育て必携本。

本書では、道徳は大人から「教えられる」ものでなく、子ど
も自身が道徳的な問題に取り組みながら「構成する」ものだ
と考える。そこで保育者の不必要な権威を最小限にし、自身
で自己制御できる機会を与えるという幼児教育論を提案。

童謡を通して子ども達に歌うことの楽しさ、表現の喜びを体
得させるための領域「表現」のテキストとして編集してあ
る。幼児教育に関わる学生、保育者のための楽しい指導書で
ある。
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教　育

子どもの生活白書 2005 ～ 2016 年版

日本食育学術会議　監修
早稲田大学人間科学学術院前橋明研究室　編

■ 各年版定価：本体 9,600円＋税　電子版   

心おどる造形活動
幼稚園・保育園の保育者に求められるもの

成田　孝　著
■ ISBN978-4-86429-431-7　定価：本体 2,400円＋税　A5判　238頁　2017年 2月発行    

社会教育における防災教育の展開

野元弘幸　編著
■ ISBN978-4-86429-530-7　定価：本体 3,600円＋税　A5判　256頁　2018年 8月発行 

幼児の音楽的表現とその環境＊

井戸和秀　著
■ ISBN4-88730-172-3　定価：本体 1,942円＋税　A5判　218頁　2001年 5月発行   

近代日本公民教育思想と社会教育
戦後公民館構想の思想構造

上原直人　著
■ ISBN978-4-86429-466-9　定価：本体 3,600円＋税　A5判　416頁　2017年 9月発行    

世界の生涯学習＊

現状と課題

新海英行・松田武雄　編著
■ ISBN978-4-86429-403-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判 312頁　2016年 10月発行  

社会教育福祉の諸相と課題＊

欧米とアジアの比較研究

松田武雄　編著
■ ISBN978-4-86429-324-2　定価：本体 2,800円＋税　A5判　294頁　2015年 4月発行    

社会教育・生涯学習の再編と 
ソーシャル・キャピタル
松田武雄　編著

■ ISBN978-4-86429-131-6　定価：本体 2,400円＋税　A5判　230頁　2012年 3月発行

ペタゴジーからアンドラゴジーへ
教育の社会学的・実践的研究

加澤恒雄　著
■ ISBN4-88730-563-X　定価：本体 2,600円＋税　A5判　264頁　2004年 5月発行   

各地で、幼児･児童･生徒にアンケート調査を行いその結果を図表
化し、わかりやすく生活実態を報告｡ 年齢差･性差･地域差など
の視点からも子どもたちの抱える「心とからだ」の諸問題を分析
することにより、具体的な保育・教育実践計画の基礎資料となる。

表面的な作品づくりを克服し、成就感を得られる確かな学び
を育むために、保育者が理解すべき「造形活動の本質」を論
じるとともに、「発達に応じた描画材料や題材、造形の環境、
記録の生かし方」なども具体的に紹介する。

東日本大震災の教訓を、今後の災害に活かすために取り組ま
れた研究プロジェクトの成果をまとめている。従来の研究課
題の枠組みを超えて、社会教育における防災教育研究の使命
と課題を追究した書である。

音楽学習とは、先生が指導することによって成立するという
考え方が一般的であるが、本書では、先生の積極的な「指
導」がなくても、幼児は自ら音楽を構成（理解）できる存在
であることを論じる。

本書では、近代日本における国民国家の形成と公民教育をめぐる
歴史的特徴を、1920年代から戦後改革期における社会教育の形
成と展開にそくして検討することを通じて、戦後改革期に社会教
育の中核として提起された公民館構想の思想構造を明らかにする。

いまや生涯学習は世界的な広がりをもって各国で積極的に取り
組まれている。本書では、ヨーロッパ諸国、アメリカ、アジア
諸国、南米、そして日本の最新の生涯学習の現状と課題につ
いて述べており、世界の生涯学習の現在を知ることができる。

本書は、今日の社会教育福祉の諸相と課題について、欧米とアジ
アの比較研究による考察を目的としている。ヨーロッパではSocial 
Pedagogyという学問領域の理論動向と事例について、またアジア
では社会教育福祉の諸相を描きつつその課題について考察する。

本書では、ソーシャル・キャピタルの形成・蓄積を促す、新
しい社会教育・生涯学習の理論的な枠組みと実際のシステム
を構築することを目指し、典型的と思われる事例によって実
証的な分析・考察を行う。

著者は、学校教育、高等教育さらには生涯学習教育に関わって
きたそれぞれの分野で直面した問題に、実践的、臨床的に取り
組んできた。本書は、それぞれの問題や課題の解決策ないし対
応策として、理論化して世に問うた論稿を体系的に再編集した。
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現代社会教育・生涯学習の諸相 第Ⅲ巻
実践編

益川浩一　著
■ ISBN978-4-86429-307-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　132頁　2014年 8月発行    

現代社会教育・生涯学習の諸相 第Ⅰ巻
歴史編

益川浩一　著
■ ISBN978-4-86429-319-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　152頁　2015年 3月発行    

日本の社会教育・生涯学習
新しい時代に向けて

小林文人・伊藤長和・李　正連　編著
■ ISBN978-4-86429-232-0　定価：本体 2,800円＋税　A5判　290頁　2013年 10月発行    

現代社会教育・生涯学習の諸相 第Ⅱ巻
現代編

益川浩一　著
■ ISBN978-4-86429-421-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　110頁　2016年 12月発行  

人が生きる社会と生涯学習
弱くある私たちが結びつくこと

牧野　篤　著
■ ISBN978-4-86429-107-1　定価：本体 2,800円＋税　A5判　320頁　2012年 3月発行    

〈わたし〉の再構築と社会・生涯教育
グローバル化・少子高齢社会そして大学

牧野　篤　著
■ ISBN4-88730-636-9　定価：本体 3,500円＋税　A5判　434頁　2005年 11月発行

韓国社会教育の起源と展開
大韓帝国末期から植民地時代までを中心に

李　正連　著
■ ISBN978-4-88730-779-7　定価：本体 2,800円＋税　A5判　268頁　2008年 2月発行    

生涯学習社会と農業教育

佐々木正剛　著
■ ISBN978-4-88730-843-5　定価：本体 2,000円＋税　四六判　190頁　2008年 6月発行    

人びとの学びと人間的・地域的紐帯の構築
地域・まちづくりと生涯学習・社会教育

益川浩一　著
■ ISBN978-4-88730-772-8　定価：本体 3,000円＋税　A5判　394頁　2007年 10月発行   

社会教育・生涯学習の諸相を、歴史・現代・実践の 3つの側
面から解き明かす。実践編では、公民館事業研究の到達点と課
題等について考究するとともに、子ども、若者、保護者、地域
住民、高齢者の学びと社会教育・生涯学習の実像を掘り起こす。

社会教育・生涯学習の諸相を、歴史・現代・実践の 3つの側面から解
き明かす。歴史編では、各々の歴史と固有の条件に基づいて個性的・創
造的に成立・展開してきた愛知・岐阜の戦後初期公民館の実像を描き、
公民館活動を通して自己を形成していく地域住民の足跡を検証する。

社会教育・生涯学習が果たすべき新しい方向と実践がいま求
められている。社会教育・生涯学習の全体にわたる基本理解
を深め、その歴史・構造・役割を確かめつつ、実践・運動に
も関わって、現代的な課題や可能性を明らかにする。

社会教育・生涯学習の諸相を歴史・現代・実践の 3つの側面
から解明。現代編では、市町村合併や社会教育・生涯学習部
門の首長部局移管、指定管理者制度の導入等による行政再編
と地域における社会教育・生涯学習の変容について考究する。

自立・自己責任が過度に強調されることで、却って人は弱く
なってしまう。頼り頼られる関係の中で、他者を慮り、自分を
大事にできる、それこそが真に強い個人のあり方である。私た
ちが生きる社会を作り出すための生涯学習とその実践を考える。

これまでの公教育としての社会教育や自己教育運動としての
社会教育を対象とする研究が前提としてきた人間のあり方そ
のものが変容してしまっている今日、改めて新たな人間のあ
り方の構築に向けた社会・生涯教育学の視座を提示。

大韓帝国末期の開化派知識人たちによる社会教育概念の導入およ
びその実践と、その後、植民地下の朝鮮民衆によるその「社会教
育」の継承または展開、そして植民地体制下の社会教育政策等を
考察し、韓国の植民地時代の教育史をより多角的に検討する。

地域における農業・農村体験学習をどのように展開していくか、
また、農業の教育施設としての農業高校の存在意義を一般教育と
職業教育の両面から考察する。さらには、JAの組合員教育活動に
焦点を当て、生涯学習社会での農業教育のあるべき姿を考究する。

愛知・岐阜・三重県内の各種学習・教育施設、さまざまなグ
ループ・団体等において培われてきた生涯学習・社会教育実
践、自助的・互助的な営みの歴史と蓄積を確かめ、その成果
と課題を明らかにし、未来に向けての可能性を問う。
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教　育

現代社会教育の軌跡と展望＊

生涯にわたる学習権保障の視点から

新海英行　著
■ ISBN4-88730-350-5　定価：本体 3,000円＋税　A5判　332頁　2003年 4月発行   

生涯学習と評価＊

住民自治の主体形成をめざして

新田照夫　著
■ ISBN978-4-88730-658-5　定価：本体 1,500円＋税　A5判　110頁　2006年 9月発行   

西洋世界と日本の近代化
教育文化交流史研究

加藤詔士・吉川卓治　編著
■ ISBN978-4-88730-996-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　208頁　2010年 5月発行    

生涯学習・社会教育の理念と施策＊

益川浩一　著
■ ISBN4-88730-615-6　定価：本体 2,500円＋税　A5判　236頁　2005年 4月発行   

山田方谷の陽明学と教育実践

倉田和四生　著
■ ISBN978-4-86429-352-5　定価：本体 2,200円＋税　A5判　222頁　2015年 12月発行   

異文化コミュニケーション教育における「正義」の扱い

青木順子　著
■ ISBN4-88730-577-X　定価：本体 2,000円＋税　A5判　164頁　2004年 6月発行

異文化コミュニケーション教育 
におけるヒーロー
青木順子　著

■ ISBN4-88730-423-4　定価：本体 2,200円＋税　A5判　220頁　2001年 3月発行   

「教え人」「学び人」のコミュニケーション

長谷川宏司　編著
■ ISBN978-4-86429-387-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　202頁　2016年 3月発行  

留学生のための日本事情

山本　茂　著
■ ISBN4-88730-264-9　定価：本体 1,300円＋税　四六判　172頁　1998年 5月発行   

わが国の社会教育行政は生涯学習振興政策のもとに編入・包
摂されるにおよび、総じて教育行政の独立性や地方分権主義
といった戦後社会教育の諸原則の希薄化してきたが、その対
抗軸を地域・自治体の社会教育実践に参加する中で提起する。

本書は「関係性の中で創造する価値」の構造とそれを土台にして
「公共性の中身がどのように現れているか」ということの解明を試
みた。この研究は「何を持って主体形成あるいは自己表現を遂げ
たと言えるのか」という論理の解明にとって重要な意味を持つ。

本書は、「教育文化交流」というキー概念を用いて、近代教
育の成立、思想、制度、教授法などをめぐって展開した西洋
世界（ドイツ、アメリカ、フランス、イギリス）と日本との
間の影響関係の具体的態様を論じる。

人々が生涯学習・社会教育活動を積極的に進めるための制度
や施設の経営、学習情報の提供、学習プログラムの作成や実
際の指導など、生涯学習・社会教育の推進に関わる諸相を、
実践的かつ理論的に解説する。

二松学舎を創った愛弟子三島中洲を育てた方谷の、閑谷学校におけ
る講義をもとに、彼の教育思想を解明した新しい方谷の研究書である。
また同時に、方谷と備前岡山の若い英才達との交流、陽明学とキリ
スト教との類似性、キリスト教の弟子達の教育実践についても論じる。

異文化理解のために知るべきことを学ぶこと、異文化とコ
ミュニケーションの関係を学ぶことにおいて「正義の扱い
方」を考察。このことは「異文化コミュニケーション教育」
における「正義」の拠り所を確認することである。

「異文化コミュニケーション」の講義で「ヒーロー」という
トピックを取り上げる際に、どのようにすれば、このトピッ
クを「異文化教育（異文化コミュニケーション教育）」に活
かし得るかを考察する。

人生を教育の視点から捉え、さまざまな教育に携わっている「教
え人」が、自身がかつて「学び人」として受けてきた教育を振
り返りつつ、目の前の「学び人」に対する教育において、「希
望と前進」というたすきをつなぐためにはどうあるべきか述べる。

現在、多くの留学生が日本の大学で学んでいる。本書は、著
者が「日本事情」という講義を担当し、外国人学生が「おも
しろい」、「ためになる」と思えるものにしたいと考えながら
実践してきたときの講義録で、日本のあり様を紹介。

林[5]-図書目録2019.indd   71 19/01/09   16:00



72

環境情報学＊

地球環境時代の情報リテラシー

大矢　勝　著
■ ISBN978-4-86429-216-0　定価：本体 2,000円＋税　A5判　196頁　2013年 5月発行   

反原発か、増原発か、脱原発か
日本のエネルギー問題の解決に向けて

稲場秀明　著
■ ISBN978-4-86429-182-8　定価：本体 1,200円＋税　四六判　176頁　2013年 2月発行   

環境と政策
倉敷市からの証言

井上堅太郎　編著
■ ISBN978-4-86429-351-8　定価：本体 3,200円＋税　A5判　320頁　2015年 12月発行    

躍進する風力発電
その現状と課題

瀬川久志　著
■ ISBN978-4-86429-072-2　定価：本体 2,400円＋税　A5判　182頁　2011年 7月発行    

改訂 環境学入門＊

井上堅太郎　著
■ ISBN978-4-88730-620-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　162頁　2008年 4月発行   

日本環境史概説＊

井上堅太郎　著
■ ISBN4-88730-703-9　定価：本体 2,400円＋税　A5判　238頁　2006年 8月発行   

環境と開発のはざまで＊

いま，国際化・環境問題からいえること

北村修二　著
■ ISBN4-88730-699-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　182頁　2006年 6月発行   

エコ講座 文明・産業と環境＊

伊藤章治　著
■ ISBN4-88730-641-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　216頁　2005年 10月発行   

環境問題には多様で複雑な要因が絡み合う。個々人が関連情
報を収集・整理し、バランスよく思考することによって自身
の意思決定に結びつけるプロセスが求められる。本書ではそ
れらに対応するための環境問題の情報リテラシーを解説する。

「世界にほこる科学技術があるのに、なぜ初歩的な安全性の
ミスを重ねたか？」この答えを直視し、原発の問題をその安
全性とともに広く「エネルギー問題」、経済、社会そして環
境問題としてとらえ、総合的な対策を提示する。

1960年代以降、倉敷市における様々な環境問題・環境課題に
対して、市民、事業者、倉敷市、岡山県、国等が関与しつつ、
対応策の積み重ねを紹介する。半世紀にわたる環境に係る地
域の貴重な経験であり、日本の環境誌の重要な側面も持つ。

世界の風力発電の建設状況を踏まえ、わが国の風力発電の現
状を、詳細な検討を試みる。風力発電におけるビジネス・経
済にとどまらず、地域資源としての利活用、自家発電電源と
しての利用など、幅広い観点から述べる。

環境と社会の関係は、人類の文明のあり方として問われてい
る。本書は、地球環境への負荷の増大をうまく抑制し、必要
な社会的発展を確保しながら、人類の社会経済活動と地球環
境保全の両立を図るための視座を論じる。

本書は、日本がどのような環境問題に直面してきたか、また
起こった環境問題にどのように対処してきたかについて、明
治時代から今日までの約 130年間を対象として年代ごとに、
また主要環境課題ごとに分けて述べる。

近年における環境問題を概観するとともに、環境問題への取
組み、とくに企業のそれへの取組み状況とそこでの課題を、
ISO14001を中心とした取組み、産業廃棄物や産業廃棄物処
理税への取組みやその意向状況から明らかにする。

環境問題の現場を歩いてきた著者が、「人類と文明と環境」
について論じる。第Ⅰ部ではオリエント文明以来の文明の興
亡と環境との関係について、第Ⅱ部では公害事件を中心に産
業と環境について考察する。

環　境
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環　境

持続可能な地球環境を未来へ
リオからヨハネスブルクまで

太田　宏・毛利勝彦　編著
■ ISBN978-4-88730-515-X　定価：本体 2,000円＋税　A5判　216頁　2003年 4月発行   

人間的自然と社会環境＊

人間発達の学をめざして

浅野慎一　著
■ ISBN4-88730-625-3　定価：本体 2,400円＋税　A5判　260頁　2005年 6月発行    

知られざるヒバクシャ
劣化ウラン弾の実態

田城　明　著
■ ISBN4-88730-510-9　定価：本体 1,500円＋税　四六判　244頁　2003年 3月発行    

持続可能な発展のための人間の条件

中島正博　著
■ ISBN4-88730-610-5　定価：本体 2,400円＋税　A5判　334頁　2005年 4月発行   

記憶と移動のダイナミズム＊

環境・文化・人間の関係学

茨城大学グループ“echo”　著
■ ISBN4-88730-461-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　168頁　2001年 10月発行   

文化と環境＊

早瀬光司　編著
■ ISBN4-88730-282-7　定価：本体 1,600円＋税　A5判　112頁　1998年 5月発行   

社会環境と人間発達＊

社会環境論研究会　編
■ ISBN4-88730-257-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　214頁　1998年 4月発行   

環境科学概論 第 2 版＊

山下栄次・阪本　博・若村国夫・
野上祐作・坂本尚史　著

■ ISBN978-4-86429-235-1　定価：本体 2,500円＋税　A5判　290頁　2013年 10月発行    

合成洗剤と環境問題＊

地球環境時代の消費者運動の指針として

大矢　勝　著
■ ISBN4-88730-373-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2002年 4月発行   

リオ・サミットからヨハネスブルグ・サミットまでの 10年間の
地球環境と国際開発をめぐるグローバルな取組みを検証する。
多様な主体がどのような課題にどう対処したか（しなかったか）
を分析し、21世紀の環境と開発のガバナンスを展望する。

自然と人間のかかわりに焦点をあて、現代の人類的危機を克
服する人間発達のありかたをラディカルに解明。地球規模の自
然環境破壊から、ポストゲノム時代の内なる身体的自然まで、
人類進化から個人の成長まで、トータルな視野で論究する。

湾岸戦争（1991年）で米英両国が実戦で初めて使用した放
射能兵器の「劣化ウラン弾」。本書は米英・イラクなどを訪
ね、がんなどで苦しむ退役軍人や住民らの深刻な実態をヒロ
シマ記者の目でとらえた迫真のルポルタージュである。

「持続可能な発展」を実現する根本は「人間の生き方」である。
自然ではなく人間の側に「人間の条件」が必要であるとの立
場で、開発と環境の矛盾を世界観に求めて、人間と自然の共
生を志向する生命論を論じる。

まず「人間は環境のなかに生きる」ととらえることから出発
し、そのような方向で、人間の営みと環境のあり方、何より
も両者の関係を明らかにし、いかにすれば人間は本当に豊か
に生きることができるのかを考える手がかりを提示する。

人間は古代より環境から様々な制約を受けながらその文化を
育んできた。そして、文化もまた環境に作用してきた。本書
は、学内外の講師により、この互いに影響を及ぼし合う文化
と環境について、その関わりについて解説する。

今日ほど、人間発達・主体形成を機軸に据えた新たな社会環
境の形成が求められている時代はない。そこで、本書は、新
たな人間発達－社会環境形成の理路を多角的に解明しようと
するものである。

環境問題は範囲が広く、その理解には物理学、化学、生物
学、地球科学などの広い学問領域の諸知識が必要となる。本
書では、そのような課題に対応するべく、関係する分野ごと
に、科学的視点から平易に紹介する。

今後の地球環境対応型消費者運動の方向性を探る題材として
石けん・合成洗剤論争を取り上げ、その変遷・社会的背景を
概説するとともに、種々の科学データより安全性・環境影響
に関する論点を再検証する。
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新版 市民のための地球環境科学入門

岡山ユネスコ協会　編
■ ISBN4-88730-335-1　定価：本体 2,500円＋税　A5判　304頁　2004年 4月発行   

環境気象学入門＊

大滝栄治・山本　晋・岩田　徹・
大橋唯太・塚本　修　著

■ ISBN978-4-88730-748-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　182頁　2007年 4月発行   

忘れてはならない環境ホルモンの恐怖
子どもたちの未来を守るために

三好恵真子　著
■ ISBN4-88730-545-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　172頁　2003年 11月発行    

岡山の自然と環境問題

岡山ユネスコ協会　編
■ ISBN4-88730-555-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　216頁　2004年 8月発行   

びわ湖から学ぶ
人々のくらしと環境

滋賀大学教育学部付属環境教育湖沼実習センター　編
■ ISBN4-88730-310-6　定価：本体 2,500円＋税　A5判　282頁　2003年 5月発行   

環境破壊の原因が人間活動であり、人間活動によって地球環
境の回復を図るという意味では、地球環境問題はすぐれて人
間の問題である。そこで、その問題の所在を全体的に明らか
にした地球環境問題の新しい入門書である。

気象学は、人工衛星を含む観測技術や電子計算機の発達によって、
その対象とする時空間を拡げ、新しい局面に発展した。本書では
その入門として、気象学全般をカバーするのではなく、まず基本
的な事項について説明し、その上で時事的な話題も取り上げる。

「環境ホルモン」の問題を未解決のまま風化させることのな
いように、事柄の本質を正しく理解する姿勢を持続させるた
めに、生活科学、生活環境学を専門とする著者が、科学的根
拠に裏打ちされた真の情報を提供。

岡山の山、森、川、湖、海などにおける「自然の営み」と、
そこでのさまざまな形の自然界と人間活動の相互作用で造り
出されてくる「地域環境」に関する問題を、地域から地球へ
の視点に立って解説する。

本書は、滋賀の風土、びわ湖の自然、湖流、水温、生態系、
集水域の生活、農業、湖岸の町や産業の推移、スポーツにい
たるまで、多角的にびわ湖とくらしを論じ、それを環境教育
の観点からまとめたものである。
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NIE家庭支援論演習＊

松井圭三・小倉　毅・今井慶宗　編著
■ ISBN978-4-86429-501-7　定価：本体 2,500円＋税　A4判　184頁　2018年 4月発行

NIE児童家庭福祉演習＊

松畑熙一　監修
松井圭三・今井慶宗　編著

■ ISBN978-4-86429-438-6　定価：本体 2,000円＋税　A4判　150頁　2017年 4月発行   

介護予防・地域包括ケアと主体間連携

平岩和美　著
■ ISBN978-4-86429-465-2　定価：本体 2,800円＋税　A5判　246頁　2017年 10月発行    

社会福祉記事ワークブック＊

松井圭三・今井慶宗　編著
■ ISBN978-4-86429-365-5　定価：本体 2,000円円＋税　A5  152頁　2016年 4月発行

ケアを生きる私たち＊

ノートルダム清心女子大学人間生活学科　編
■ ISBN978-4-86429-362-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　186頁　2016年 4月発行    

GOOD CARE !!本当の介護現場

笹山周作　監修
■ ISBN978-4-86429-413-3　定価：本体 1,500円＋税　四六判　172頁　 2016年 4月発行    

児童家庭福祉 第 3 版＊

松井圭三・小倉　毅　編著
■ ISBN978-4-86429-292-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　224頁　2014年 10月発行   

なぎさの福祉コミュニティを拓く 第 2 版＊

福祉施設の新たな挑戦
岡本榮一　監修
新崎国広・守本友美・神部智司　編著

■ ISBN978-4-86429-271-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　226頁　2014年 5月発行   

NIEの手法を借りて、現在の社会の状況の中で各分野の学習
に新聞記事を使用し、記事の中から家族・児童関係の制度等
を紐解き、自分の意見や感想をワークブックに記入し、児童
家庭福祉を学ぶ。

新聞を活用した児童家庭福祉のワークブック教材。新聞記事を読
み、社会福祉に関連する制度・サービスをひもとき、自分なりの意
見、感想を書き、解説で学びを深めるという一連の流れをとってお
り、自分自身で課題に取り組むことができるよう配慮している。

超高齢社会の課題、介護予防や地域包括ケアを総合的にまと
めたものである。多様な主体とどのように連携するか、分析
のためのフレームを提示し地域の特徴に応じた連携の方法を
提示する。医療福祉や保健行政関係者必読。

新聞を活用した社会福祉のワークブック教材。新聞記事を読
み、社会福祉に関連する言葉や制度を調べ、感想を書き、解
説で学びを深めるという一連の流れをとっており、自分自身
で課題に取り組むことができるよう配慮している。

病気・高齢期等のある時期のみ「ケアに厄介になる」のでは
なく、生きるということそのものがケアの営みに他ならない
という認識に立つ「人間福祉学」の入門書である。このケア
リング関係から未来を展望し、新しい知見を提示する。

高齢者が生活できる必要な介護と医療サービスを提供できる
環境は厳しい。その中で、高齢者に最上のサービスを提供し
ようと奮闘する社会福祉法人と介護職員を自身の手記を通し
て紹介する。

保育士養成課程「児童家庭福祉」のテキスト。「児童福祉」
は経済や社会の変化と共にたえず再構築されている。本書で
は、新しいトピックや統計数値、改正法規等を用いることに
より、興味をもって学習できるよう配慮した編集。

本書は、日本のコミュニティ機能の脆弱化に対し、社会福祉
施設と地域社会との「地域社会関係性」に改めて焦点をあて、
施設がもつ「地域拠点性」を活用した新たな福祉コミュニ
ティづくりへの方向性を示す。理論編と実践編の 2部構成。

福祉（社会福祉・医療福祉）
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親こそがソーシャルキャピタル
プレイセンターにおける協働が紡ぎだすもの

佐藤純子　著
■ ISBN978-4-86429-132-3　定価：本体 2,800円＋税　A5判　294頁　2012年 3月発行    

家庭支援論＊

松井圭三　編著
■ ISBN978-4-86429-125-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　178頁　2012年 7月発行   

地域福祉方法論
計画・組織化・評価のコミュニティワーク実践

瓦井　昇　著
■ ISBN978-4-86429-043-2　定価：本体 2,500円＋税　A5判　242頁　2011年 1月発行   

生きている 働いている
障がい者の就労を地域で支える

目黒輝美・佐々木哲二郎・泉　浩徳　著
■ ISBN978-4-86429-130-9　定価：本体 1,000円＋税　四六判　136頁　2012年 6月発行

新版 福祉コミュニティ形成の研究
地域福祉の持続的発展をめざして

瓦井　昇　著
■ ISBN4-88730-709-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　200頁　2006年 7月発行   

改訂新版 よくわかる社会福祉概論＊

松井圭三　編著
■ ISBN978-4-88730-935-7　定価：本体 2,200円＋税　A5判　278頁　2009年 10月発行   

キリスト教ハンセン病救済運動の軌跡

杉山博昭　著
■ ISBN978-4-88730-927-2　定価：本体 2,600円＋税　A5判　256頁　2009年 8月発行    

キリスト教福祉実践の史的展開

杉山博昭　著
■ ISBN4-88730-534-6　定価：本体 3,500円＋税　A5判　364頁　2003年 9月発行 

Achievements and Future Directions of the Long- 
Term Care Insurance System in Japan
Toward the Social “Kaigo” Security in the Global Longevity Society
住居広士・澤田　如　著

■ ISBN978-4-86429-254-2　定価：本体 3,700円＋税　A5判　272頁　2014年 2月発行   

ニュージーランド発の協働保育活動であるプレイセンターに
着目し、ソーシャルキャピタルとその効果を事例分析で検
証。そこから地域コミュニティの活性化や親の子育て力養
成、成員相互のネットワーク強化の方策を導く。

保育士養成課程科目「家庭支援論」のテキスト。家族のあり
方や問題がよりクローズアップされており、障がいを持つ子
どもと保護者の現状、またこれにかかる生活問題、そして現
在の保健福祉サービスを学ぶことができる。

地域福祉計画の策定に関わる行政や社協、NPO等関係者を
対象としたコミュニティ・ワークの基礎理論の紹介をする。
また実用的な問題解決の技法を取り上げて解説すると共に、
社会学・経済学の理論を応用した試論も提示する。

「働く」をキーワードに、障がいのある人の多様な生き方や
さまざまな自己実現に焦点をあて、働くこと・生きることや
障がいのある人を取り巻くさまざまな課題について述べる。

福祉コミュニティの概念は、地域福祉において最も注目され
るものである。本研究は、福祉コミュニティの概念の基礎研
究から、その形成の方法論を新しい視角をもって構想し、地
域福祉計画の策定過程に位置づけたものである。

社会福祉士、介護福祉士、保育士、この 3つの専門職を相互
に理解しながら、最大公約数の社会福祉の専門知識を習得しな
ければならない。本書は社会福祉のエッセンスを題材に、時事
的な社会福祉を加え、改訂にあたって最新の情報を取り入れた。

本書は、隔離政策の実態を問うものではなく、全国各地で展
開されたキリスト教によるハンセン病への救済運動を取り上
げ、その展開過程を追うとともに、その隔離政策を民間の側
から支えた側面も含め、歴史的な評価を行う。

戦前日本におけるキリスト教福祉の展開を、思想と実践の両
面から、社会福祉の最近の動向とも関連づけて考察する。教
会と社会事業との関係、ハンセン病隔離政策での役割、戦時
下の動きなど、これまで研究の乏しい領域も扱う。

国際的に日本の介護保険制度を探求する研究者や専門職等が
参照できるよう、介護保険制度の設立過程から制度の基本的
な仕組み、制度改正等について英語で詳述。本書が国際的学
術交流を円滑に行うために活用されることを期待する。
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アメリカ高齢者ケアの光と陰
ケアの質向上のためのマネジメントシステム

澤田　如　著
■ ISBN978-4-86429-081-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判　250頁　2012年 3月発行    

国際介護保険用語辞典
介護保険の国際化

住居広士・澤田　如　編著
■ ISBN978-4-86429-119-4　定価：本体 3,800円＋税　A5判　446頁　2012年 2月発行    

暮らしの医療・福祉サービスガイド［広島県版］
知っておきたい社会資源の活用のしかた
NPO法人日本医療ソーシャルワーク研究会　監修
広島県社会資源ネットワーク　編

■ ISBN978-4-88730-879-4　定価：本体 2,400円＋税　A4判　240頁　2008年 12月発行   

QUEST 福祉用具満足度評価 第 2 版
福祉用具の効果測定
Louise Demers　他著
井上剛伸・上村智子　訳

■ ISBN978-4-88730-872-5　定価：本体 1,500円＋税　四六判　56頁　2008年 12月発行   

21 世紀の介護保険政策集＊

政党を中心に

松井圭三・今井慶宗　編著
■ ISBN978-4-88730-839-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　192頁　2008年 4月発行   

介護保険における介護サービスの 
標準化と専門性
住居広士　著

■ ISBN4-88730-736-0　定価：本体 3,800円＋税　B5判　306頁　2007年 2月発行   

介護ビジネスと自治体政策

宣　賢奎　著
■ ISBN4-88730-732-2　定価：本体 6,800円＋税　A5判　440頁　2006年 12月発行   

変化を生みだすソーシャルワーク
ヒロシマMSWの生活史から

村上須賀子　著
■ ISBN978-4-86429-379-2　定価：本体 1,800円＋税　B5判　192頁　2015年 9月発行    

介護福祉総合研究
介護モデルの理論と実践

住居広士　著
■ ISBN4-88730-259-2　定価：本体 2,900円＋税　B5判　294頁　1998年 6月発行   

主にアメリカのナーシングホームにおけるケアの質向上への
取組みを、日米比較・歴史の視点から検討し、日本の高齢者
ケア施設におけるケアの質の向上に向けた今後の課題や示唆
を、実際に携わっていた著者が明らかにする。

近年、国際的にも介護保険に関して学術交流を深めながら実践し
ていくことが必要となっている。本書は、専門的な国際学術交流
を円滑に行うための学問的共通基盤として、介護保険に関する用
語の標準化をはかり、国際介護保険の架け橋となる一冊である。

社会資源の中で制度やサービス等は利用者が主体的に利用す
るもので、申請主義となっている。本書は、広島県内の情報
をわかりやすくかつタイミングよく利用できるように編集し
た、関係職種・一般の方のための活用書。

わが国における福祉用具は近年大きく発展・普及してきた。現在、
金銭面、機能面、利用者の心理的側面を考慮した上での福祉用具
の供給・利用が求められている。本書では、福祉用具の個人ユー
ザの満足度を評価するために開発された効果測定の指標を示す。

介護保険は基本的には民主主義の問題である。国民の代表で
ある国会が、自らの立法権で福祉政策を構築しなければなら
ない。本書では、福祉政策における各政党の介護保険の論点
を明らかにし、これからの政治がやるべき方向を考察した。

介護保険制度は、介護の手間を共通の介護時間として介護の
量が重視されている。介護モデルの理論と実践に基づき、介
護の質の評価である介護度により、介護サービスの量から質
までの標準化と専門性から福祉の実現をめざす。

本書は、介護ビジネス経営における競争優位戦略を構築する
ためのヒントを与えるため、介護ビジネス企業の進出状況と
経営戦略を明らかにし、介護ビジネスへの民間企業の参入を
促すための政策的指標を提示する。

2014年の「ソーシャルワークのグローバル定義」で「社会変革・
社会開発・社会的結束の促進」と掲げられたソーシャルワーカー
の任務を、閉塞感が強まっている現場でいかに実践していくか。
その一歩を踏み出す勇気をMSWの生活史から届ける一冊。

要介護者が人間として尊厳を保ち、生活と介護と一体とな
り、主体的に生きることへの援助が、介護モデルの理念と実
践である。本書は、今後 21世紀の超高齢社会に向けて、介
護モデルの理論と実践を中心に論じる。
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福祉のための芸術療法の考え方＊

絵画療法を中心に

安原青兒　著
■ ISBN978-4-86429-508-6　定価：本体 2,400円＋税　A5判　214頁　2006年 6月発行   

新時代の医療ソーシャルワークの理論と実際＊

ヒロシマに学ぶ

村上須賀子　著
■ ISBN978-4-88730-601-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　282頁　2005年 6月発行   

健康・福祉と運動の科学＊

徳永幹雄・山崎先也　編著
■ ISBN978-4-88730-855-8　定価：本体 2,400円＋税　B5判　220頁　2008年 6月発行   

人間福祉の視点から介護福祉を考える

山岡喜美子　著
■ ISBN4-88730-618-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　176頁　2005年 4月発行   

続・作業療法の視点＊

作業を通しての健康と公正
エリザベス・タウンゼント／ヘレン・ポラタイコ　編著
吉川ひろみ・吉野英子　監訳

■ ISBN978-4-88730-999-9　定価：本体 3,800円＋税　A5判　520頁　2011年 5月発行   

芸術の意味とその治療的役割を見直し、絵画・造形分野における
その理論的背景と実践者が持つべき人間観、および実践方法を平
易に解説する。従来の芸術専門家や精神医療・心理分野の独占
物ではない、福祉的で広義の芸術療法の可能性について考える。

医療環境の劇的変化に伴って、MSWの役割も変化した。その
役割を果たすためには業務環境の整備や、役割遂行上のスキル
のアップが求められている。著者の 30年近いMSW実践の中か
ら、新時代の業務・スキルの紹介と社会的責務について論じる。

身体的・精神的・社会的に健康とはいかなることであるだろ
うか。健康や福祉を学ぶ人や指導者を対象として、健康・福
祉の視点から、スポーツ科学、運動生理学、スポーツ心理学
を中心に解説する。高齢者や障害者に貢献できる内容を学ぶ。

今日の高齢化時代を乗り切るためには、近所や親戚で解決し
ていくことも必要だが、プロの介護職による介護も必要不可
欠である。そのような援助の出来る人を育成することが教育
には求められており、現場の視点から介護福祉を論じる。

本書では、誰もが作業を通して健全になることのできる関係
者社会を創造するための作業療法が詳細に語られており、必
携の書である。
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神と共に在りし数学 上
ヨーロッパで咲いた数学の花

井上清博　著
■ ISBN978-4-86429-010-4　定価：本体 2,400円＋税　A5判　256頁　2010年 8月発行   

神と共に在りし数学 中
デカルトの音楽論

井上清博　著
■ ISBN978-4-86429-137-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　198頁　2012年 4月発行   

数理科学へのアプローチ＊

多様な数量関係の理解のために

占部逸正　著
■ ISBN978-4-86429-153-8　定価：本体 1,800円＋税　B5判　160頁　2012年 4月発行   

線型代数＋α＊

小林雅人　著
■ ISBN978-4-86429-448-5　定価：本体 2,000円＋税　B5判　170頁　2017年 4月発行   

線形代数学 講義と演習＊

連立方程式の解法から学ぶ

小松尚夫　著
■ ISBN978-4-88730-971-5　定価：本体 2,200円＋税　B5判　170頁　2010年 4月発行    

統計学というものの考え方＊

その初歩から応用まで

溝上武實　著
■ ISBN978-4-88730-840-4　定価：本体 2,200円＋税　B5判　202頁　2008年 4月発行   

公平のあり方＊

行方常幸・行方洋子　著
■ ISBN978-4-88730-826-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　232頁　2008年 4月発行   

地球環境アナリシス＊

渡辺雅二　著
■ ISBN978-4-88730-775-9　定価：本体 1,400円＋税　B5判　122頁　2007年 6月発行   

13世紀期初頭、レオナルド・フィボナッチがアジアの数学を実用的
な観点からヨーロッパに紹介し、14世紀、オーレムがキリスト教の論
理学を結びつけて大きく育てることになる。さらには、パスカルから
フランス革命期以降のフーリエまでをたどり数学の本質を紹介する。

デカルトが自ら予言したとおり、デカルト理論の本意が世に
出るまで 400年を要した。その本意は、若き頃の『音楽提
要』に凝縮されていた。当時、音楽は数学の一分野で、宇宙
や生命も対象とする最高の数学とされた。

本書は、数学の基礎を数量とその表現という視点からまとめ
た数理科学の入門書。従来の数学の基礎とは異なり、数量を
文字で表現することの意味や、関数関係の多様な表現法な
ど、物理的な考え方の基礎を説いている。

「高大接続」を意識しつつ、実際に大学教育の現場で使いや
すくした大学数学入門の線型代数のテキスト。例題→演習問
題→解答の構成で 14章立てで、認知理解にも配慮した編集
である。

連立一次方程式の問題と解法から行列式、ベクトル、内積空
間等を扱い、大学初年度に習う線形代数学演習のためのテキ
ストである。特に、解いて体得するために演習問題を中心と
して分かりやすく解説した入門書。

統計学は意思決定を行う手段であるので、そのバッググラウンドを
十分に理解する必要がある。統計学を扱っている本は手続き論に
終始しているものが多いが、本書では、統計学の真髄をきちんと理
解するために確率論の基礎、微分積分の初歩、哲学的思考を学ぶ。

公平に分ける、扱うといっても、その内実は明確ではない。
本書は、ゲーム理論等を利用していくつかの話題の中で公平
性のさまざまなあり方を数理的に扱う。文系の人にも分かり
やすいように、物語例で始め、数値的な解説を行う。

自然界に観察される現象や人間の活動により発生する問題を
数理的に解明するとき、微分方程式をモデルとして解析が行わ
れる場合が多い。本書では、その導出過程や解析方法および
地球環境に関する基本的問題への適用例等について考察する。

数学・物理学
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フーリエ解析ミニマム＊

石井忠男　著
■ ISBN4-88730-656-3　定価：本体 2,000円＋税　B5判　136頁　2005年 10月発行   

数理解析学＊

渡辺雅二　著
■ ISBN978-4-88730-762-9　定価：本体 1,800円＋税　B5判　150頁　2007年 4月発行   

サイクロイドとカテナリ
ニュートンも追いかけた幾何学の青い鳥

河内康伸　著
■ ISBN4-88730-600-8　定価：本体 1,800円＋税　B5判　130頁　2005年 1月発行   

文系のためのコミュニケーション数学＊

三道弘明・小出　武　著
■ ISBN978-4-88730-681-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　220頁　2006年 4月発行   

ファジィ情報論＊

塚本弥八郎　著
■ ISBN4-88730-573-7　定価：本体 1,500円＋税　B5判　110頁　2004年 4月発行   

確率・統計の基礎＊

村田厚生　著
■ ISBN4-88730-327-0　定価：本体 2,800円＋税　A5判　240頁　2002年 5月発行   

温度と熱のはなし
科学の目で見る日常の疑問

稲場秀明　著
■ ISBN978-4-86429-490-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　228頁　2018年 2月発行 

熱力学の基礎 改訂版＊

森成隆夫　著
■ ISBN978-4-86429-449-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　114頁　2017年 4月発行   

新版 力学の基礎＊

大滝英治　著
■ ISBN978-4-88730-983-8　定価：本体 1,600円＋税　B5判　96頁　2010年 4月発行   

本書は、理・工系の学部学生がフーリエ・ラプラス変換につ
いて、できるだけ少量の題材で、詳細かつ平易に学べるよう
工夫されている。各小節・章末には演習問題を設け、独学で
きるよう詳細な解答を付す。

本書は、数学の重要な一分野として基礎理論に重点を置いた
テキスト。実数の性質に関する考察から始めて、数列、関数
と連続性、微分、積分、多変数関数の微分、2変数関数の積
分へと続く理論展開に配慮した。

サイクロンとカテナリは、各地域の文化や風土、あるいは資源など
と深い関わりをもって古くから実用に供されてきた。本書は、古今
東西の美の文化を支配してきた黄金比と並ぶサイクロイドとカテナ
リの美の曲線について人工物や自然物の中から事例を挙げて解説。

数学をコミュニケーションの手段として使う一種の言語とし
てとらえ、数式や記号が伝えようとしている情報を正しく読
み取ることに主眼を置き、述べる。これを「コミュニケー
ション数学」と呼び、経営や経済に関する内容をも表現する。

本書は、はじめてファジィを学ぶための「ファジィ理論入
門」で、基礎知識の解説からはじめ、ファジィ集合と推論の
話をやさしく解説し、言語的制御則に基づくファジィ制御に
ついて具体的応用例を使って紹介する。

確率・統計の考え方は、理学、工学のみではなく、農学、医
療、生物学、計量経済学などの幅広い分野で必要不可欠なも
のである。本書は、確率・統計の基礎から実験データ解析の
方法までを例題学習を中心にまとめたものである。

風邪を引くとなぜ発熱するか？　温度と熱に関する日常の
ちょっとした 92の疑問を取り上げて、科学の眼で見ることを
意図する。それぞれ疑問と解説とまとめで構成されているため、
どこからでも読め、身近な現象から自然への好奇心が広がる。

熱力学はわかりにくいとよく言われる。本書は、京都大学で
熱力学の講義を続けている経験をふまえて、熱力学の基礎を
論理的に明快な形で解説することに重点を置いた、大学で初
めて熱力学を学ぶ学生のための入門書である。

ニュートン力学の運動法則に重点をおいた大学生のためのテ
キスト。高等数学で学んだ力学に関する知識をベクトルを用
いて表現したり、運動方程式を解くことにより、どのように
して運動が決まるかを重点的に説明している。
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数学・物理学

はじめての物理学 第 2 版＊

加藤一生　著
■ ISBN978-4-88730-921-0　定価：本体 1,800円＋税　B5判　126頁　2009年 4月発行   

物理学基礎実験 第 4 版＊

岡山理科大学理学部応用物理学科　編
■ ISBN978-4-86429-463-8　定価：本体 1,800円＋税　B5判　122頁　2017年 6月発行   

固体物理学序論＊

佐々木隆　著
■ ISBN978-4-88730-817-6　定価：本体 1,800円＋税　B5判　92頁　2008年 3月発行   

物理学実験書＊

福山大学人間文化学部　編著
■ ISBN4-88730-268-1　定価：本体 2,000円＋税　B5判　94頁　2005年 4月発行   

宇宙物理学入門 第 2版＊

現代宇宙物理学のA からΩ

伏見賢一　著
■ ISBN978-4-88730-838-1　定価：本体 2,500円＋税　A5判　208頁　2008年 4月発行    

宇宙体系解説
ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-343-3　定価：本体 3,600円＋税　B5判　330頁　2015年 10月発行    

ラプラスの天体力学論 第 1 巻

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-120-0　定価：本体 3,800円＋税　B5判　302頁　2012年 2月発行   

ラプラスの天体力学論 第 2 巻

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-121-7　定価：本体 3,800円＋税　B5判　300頁　2012年 6月発行    

ラプラスの天体力学論 第 3 巻

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-122-4　定価：本体 3,800円＋税　B5判　288頁　2012年 9月発行    

古典力学の基礎から、原子核・素粒子物理学まで、幅広い内
容を、関連した物理実験の様子をなるべく多く紹介しながら
解説したテキスト。大学で必要となる物理学の内容を、高校
で学んだ数学を利用して理解を図る。

物理学では実験において「事実」を体験することがきわめて
重要である。「何のために実験するのか」すなわち、実験の
意義および目的の理解をうながし、主体的に「事実」に迫る
楽しさを実感するためのテキスト第 4版。

固体物理学の知識は、物理系のみならず有機材料、無機材
料、高分子材料などを扱う化学系や材料系の研究分野でも不
可欠なものとなってきている。化学系や材料系の学生を対象
に、最も基礎的な部分を丁寧に解説した。

本書は実験そのものを主体にしたもので、主に実験方法、装
置の取り扱い、データ処理ならびに吟味などに重点をおいた
物理学実験の入門書である。したがって、実験項目は基礎的
なものを、できるだけ広範囲に取り上げる。

本書を読めば、宇宙物理の最先端の研究を始めるに必要な予
備知識を身につけることができるだけでなく、生活をより豊か
にするに十分な知識を得ることができる。初学者から専門的に
学ぶ学生すべてに対応できるよう有機的つながりをもたせた。

本書では、自由回転している物体の歳差・章動・摂動などの各種
運動の解明やケプラーが 17年もかけて求めた天体の運動に関する
公転時間の 2乗が軌道の長軸の 3乗に比例するという関係などが、
ニュートンが発見した万有引力の法則で解けることを解説する。

フランスの数学者ピエール＝シモン・ラプラスの『天体力学』は
5巻 16編からなり、1799年から 1825年にわたって出版された大
著である。本書はそれを完全に日本語訳したものである。第 1巻
では、ニュートンやケプラーの運動法則を解析的に説明する。

フランスの数学者ピエール＝シモン・ラプラスの『天体力学』
の第 2巻。第 2巻では 2次曲面をもった均質な楕円体の引力
の問題から、有名なラプラスの 2階偏微分方程式を発見し、
また、海の潮汐の解析と実測との比較の結果も報告する。

フランスの数学者ピエール＝シモン・ラプラスの『天体力学』
の第 3巻。第 3巻では、惑星が不規則運動をする原因として、
太陽の扁平率や惑星の軌道の離心率や傾斜角などを挙げ、また、
惑星の運動の解析と実測から、エーテルの存在を否定している。
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円錐曲線論
アポッロニオス　著／ポール・ヴェル・エック　仏訳
竹下貞雄　和訳

■ ISBN978-4-88730-880-0　定価：本体 3,800円＋税　B5判　370頁　2009年 1月発行

ラプラスの天体力学論 第 4 巻

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-123-1　定価：本体 3,800円＋税　B5判　380頁　2012年 12月発行    

時系列システムとカオス動力学

東稔節治　著
■ ISBN4-88730-386-6　定価：本体 2,600円＋税　A5判　210頁　2000年 4月発行   

ラプラスの天体力学論 第 5 巻

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-124-8　定価：本体 3,800円＋税　B5判　344頁　2013年 5月発行    

たまご・貝殻のなかま
シェル（殻）に学ぶ

河内康伸　著
■ ISBN4-88730-372-6　定価：本体 1,500円＋税　B5判　106頁　2000年 5月発行   

古代ギリシアの偉大な数学者アポッロニオスの著作で、アルキメデ
スと同様、形態の幾何学を対象とした論文の仏訳から初邦訳。本
書は、円錐をいろいろな方向に切って生ずる断面を、楕円と双曲線
および放物線になることを証明し、これらの曲線の性質を解説する。

フランスの数学者ピエール＝シモン・ラプラスの『天体力
学』の第 4巻。第 4巻では、衛星の不規則運動の原因のほか
に、液体の毛管作用についての解析結果と実測結果との比較
を報告する。

経済・社会・環境問題には、不確定性を含む時系列システム
となり、その予測が必要である。時系列システムのいくつか
の線形モデルを論述し、非線形時系列データを分析するカオ
ス動力学、そのアトラクター判別法を紹介する。

本書は、フランスの数学者ピエール＝シモン・ラプラスが著
した『天体力学』を完全に日本語訳したものである。全 5巻
の最終巻。第 5巻では、音の速度式のほかに、流体や水蒸
気の運動法則を提示している。

学生や若手技術者が「シェル」という構造物のひとつの構成
要素に対して、深い関心と興味を抱き、原理原則を理解し、
彼らの知的活動を支援できるよう、「シェルを見る」、「シェ
ルを知る」、「シェルを創る」の 3つで構成する。
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化学工学の新展開
その飛躍のための新視点

小川浩平　著
■ ISBN978-4-88730-828-2　定価：本体 2,200円＋税　A5判　186頁　2008年 4月発行   

ものつくりの無機化学

宮崎和英　著
■ ISBN4-88730-496-X　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2002年 10月発行   

改訂第 5版 基礎化学実験＊

広島大学総合科学部化学系　編
■ ISBN978-4-86429-388-4　定価：本体 1,200円＋税　B5判　138頁　 2016年 4月発行    

新版 くらしの環境化学＊

藤谷　健　著
■ ISBN4-88730-317-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　156頁　1999年 4月発行   

サイトオルガニズム発生説 第 3 巻
人工細胞（自己再生）誕生の軌跡

猪岡尚志　著
■ ISBN978-4-86429-512-3　定価：本体 1,200円＋税　A5判　78頁　2018年 5月発行 

続 サイトオルガニズム発生説
人工細胞（自己再生）誕生の軌跡

猪岡尚志　著
■ ISBN978-4-86429-255-9　定価：本体 1,200円＋税　A5判　74頁　2014年 5月発行   

バイオテクノロジー 第 2 版＊

基礎原理から工業生産の実際まで
久保　幹・新川英典・
竹口昌之・蓮実文彦　著

■ ISBN978-4-86429-209-2　定価：本体 2,800円＋税　B5判　246頁　2013年 4月発行    

応用細胞補完代替医療学 第 1 巻

猪岡尚志・光本泰秀　編著
■ ISBN978-4-86429-188-0　定価：本体 2,000円＋税　B5判　104頁　2012年 12月発行   

単位操作から出発した化学工業は、対象とする現象・操作ご
とに視点・手法が異なるが、確率論的にしか確定できない現
象・操作は情報エントロピーという一貫した視点・手法で取
り扱えることを具体例を豊富に示して記述する。

化学はなんらかのかたちで電気現象と関わり合っている場合が多い。
日常生活に直結した応用化学と、電流・電圧に象徴される電気と
を、密接に関連させながら話し言葉で解説した。最近強調される
「総合化」の必要を満たしながら、教養書としての新しいアプローチ。

大学 1・2年生を対象とした基礎化学実験のテキスト。学生
が将来、様々な研究を行う上で必須と思われる基礎的な実験
項目を分析化学、無機化学、有機化学、物理化学の各分野か
ら厳選し、短期間でひと通りの修得をめざす。

化学の専門知識を持たない人々のために、環境化学の基礎を
論じたもので、第 1部では、さまざまな環境問題を科学的
に理解する方法を、第 2部では、最も身近な環境問題であ
る水環境を、最新の実例を豊富に挙げて解説する。

本書では、卵を用いて作製される人工細胞は、表面がDNA
で覆われている（DNA冠細胞）であること、DNA冠細胞が、
スフィンゴシン・DNA・アデノシン・モノラウリン酸の化
学物質から簡単に合成できることを紹介している。

サイトオルガニズムとは、筆者が命名した人工生命体（細胞）を
意味する造語で、本書は研究の経過を述べる。本書で紹介する新
たな人工細胞作製法は、鶏卵を用いて増殖させる画気的な発想で、
スフィンゴシン・DNAに組織液を添加して作製するものである。

21世紀の新規産業分野として期待されているバイオテクノ
ロジーについて、その基本原理と生物反応工学の基礎につい
て解説する。また伝統的なバイオ関連産業とともに、新開発
のバイオテクノロジー産業の実際についても紹介する。

補完代替医療の究極の目的は、病を体を傷つけることなく回
復させることにあるが、「応用細胞補完代替医療学」は、応
用細胞生物学と補完代替医療とをつなぐ領域で、基盤科学の
一つとして誕生する事が期待される。

化学・生物学
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全訂増補版 メダカ学全書

岩松鷹司　著
■ ISBN978-4-86429-482-9　定価：本体 12,000円＋税　B5判　672頁　2018年 10月発行 

応用細胞資源利用学 第 1 巻

稲森悠平・猪岡尚志・坂井拓夫　監修
日本応用細胞生物学会　編

■ ISBN978-4-86429-155-2　定価：本体 1,600円＋税　A5判　112頁　2012年 6月発行   

みんなの生物学＊

中西敏昭　著
■ ISBN978-4-86429-149-1　定価：本体 2,500円＋税　A5判　330頁　2012年 6月発行    

応用細胞資源利用学 第 2 巻
食材の細胞科学・産業的応用
稲森悠平・猪岡尚志・坂井拓夫　監修
日本応用細胞生物学会　編

■ ISBN978-4-86429-349-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　144頁　2015年 12月発行   

植物の知恵とわたしたち

長谷川宏司　監修／植物生理化学会　編
■ ISBN978-4-86429-395-2　定価：本体 2,800円＋税　A5判　300頁　2017年 2月発行    

最新 植物生理化学

長谷川宏司・広瀬克利　編
■ ISBN978-4-86429-033-3　定価：本体 3,800円＋税　A5判　382頁　2011年 10月発行    

現代生物学の基本原理〈要点集〉＊

大瀧丈二　著
■ ISBN978-4-88730-833-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2008年 4月発行   

現代生物学の基本原理 15 講＊

大瀧丈二　著
■ ISBN4-88730-715-2　定価：本体 3,600円＋税　A5判　374頁　2006年 9月発行   

生命科学が解き明かす体の秘密＊

塩見尚史・塩見晃史　著
■ ISBN978-4-86429-455-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2017年 6月発行    

本書は、メダカの分類･飼育から遺伝･行動などを総合的視点に立っ
て著した世界に誇る成書であり、かつメダカに関する国内外の新しい
文献を補追したものである。興味・親愛をもってメダカを学習･研究
するアマチュアから研究者までが、座右に置きたい書である。

「応用細胞資源利用学」とは、生物利用技術を主体とした、
資源を細胞化して（産業的）利用する、また（単細胞）細胞
を増やして資源として利用（産業的）する新しい分野で、本
書はその冠をつけた初めての書である。

食の安全・健康と病気・環境保全・バイオ技術等実生活に役
立つ生物学の基礎知識をまとめた生物学の入門書。食物・看
護・医療系学生のための生物学のテキストにとどまらず、も
う一度生物学をと考えている人たちにも最適。

「応用細胞資源利用学」は、生物利用技術を主体とした、資
源を細胞化して（産業的に）利用する、また細胞を増やして
資源として（産業的に）利用する新しい分野で、本書はその
第 2巻である。

植物は動物と異なりその生活の場所を移動できないことから、自然
環境の変化を感受して自らの生命の維持や種の繁栄のための様々な
「知恵」を具備している。本書はその「知恵」の仕組みの謎解きと、
その「知恵」を私たちの生活に生かすべく戦略について解説する。

植物は生育環境の変化を鋭敏に感応し、植物特有の生物機能
（知恵）を駆使してその生命の維持や種の繁栄を図っている。
本書は、化学的手法によって得られた知見を核とし、植物が
具備する生物機能のメカニズムを解説する。

小社既刊『現代生物学の基本原理 15講』の理解を助けるため
の要点集。高校で履修していない学生も、生物学の全体を描く
ことができるよう必須項目や定義を簡潔にまとめた。用語リス
ト・索引付きで、用語集や辞書としても使えるよう配慮した。

現代の分子細胞生物学の基本原理を解説する。特に背後にあ
る考え方や歴史的背景にも焦点が当てられており、今までの
教科書には書かれていない画期的かつ根本的な視点から述べ
られた新しいテキスト。

遺伝子編集技術等の発展により「生命の不思議」が少しずつ解
明されつつある。本書は、このような技術の発展による生命科学
の新しい潮流に対する入門書で、これから「生命科学」を学び
たい人々・学生のために、できるだけわかりやすい言葉で解説。

林[5]-図書目録2019.indd   84 19/01/09   16:00



85

化学・生物学

動く植物
その謎解き

山村庄亮・長谷川宏司　編著
■ ISBN4-88730-488-9　定価：本体 2,400円＋税　A5判　200頁　2002年 9月発行    

生命の科学＊

ヒト・自然・進化

寺山　守　著
■ ISBN4-88730-628-8　定価：本体 2,500円＋税　B5判　208頁　2005年 6月発行   

体の中の小宇宙
命をみつめる

杉田昭栄　著
■ ISBN4-88730-434-X　定価：本体 1,800円＋税　A5判　192頁　2003年 5月発行   

進化論で有名なダーウィンが、さまざまな動く植物を解説して一世
紀余り経過した。今日、ようやく動く植物の謎が解き明かされつつ
ある。本書は、国内・外の第一線の研究者によって様々な視点か
ら動く植物の不思議な運動の仕組みについて分かりやすく解説する。

本書は理系、文系を問わず、大学の教養課程の中で学生の生
物学的素養を高めることを目標として編纂したもので、大学
の一般教養科目の「生物学」あるいは「生命科学」のテキス
トである。

からだの世界（宇宙）はいまだに不思議なことが多い。しか
し、普通の生活をしながらからだの知識を仕入れる機会は意
外と少ない。本書は、体のことを全般に知りたいと思う人の
ために、分かりやすく解説する。
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こころを支える力はどこにあるのか
ストレスの受け止め方

竹下研三　著
■ ISBN978-4-86429-360-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　176頁　2016年 8月発行    

心を病む人とのコミュニケーション
医療現場からの提言

塚本　一・東中須恵子　編著
■ ISBN4-88730-594-X　定価：本体 2,400円＋税　A5判　240頁　2004年 12月発行

痛みの存在意義
臨床哲学と理学療法学の視座

堀　寛史　著
■ ISBN978-4-86429-519-2　定価：本体 2,200円＋税　A5判　200頁　2018年 5月発行 

看護学生のための精神看護学＊

東中須恵子　編著
■ ISBN978-4-86429-457-7　定価：本体 3,000円＋税　A5判　336頁　2017年 7月発行    

看護学生のための精神看護学概論＊

東中須恵子　編著
■ ISBN978-4-86429-339-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　170頁　2015年 7月発行    

健康行動論＊

鍋谷　照　著
■ ISBN978-4-86429-154-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　190頁　2012年 5月発行    

医療と看護ケアのためのライフレヴュー＊

安藤満代　著
■ ISBN978-4-86429-148-4　定価：本体 1,000円＋税　B5判　70頁　2012年 5月発行    

医療系学生のための生理学概説 第 3 版＊

喜多　弘　編著
■ ISBN978-4-86429-146-0　定価：本体 3,000円＋税　B5判　236頁　2012年 4月発行   

子ども達の心を支える力は、胎児期から思春期にいたる健全
な環境と子どもたちへのほどよい働きかけによって育っていく。
そのことが、ストレスに耐える力、正しいことを正しいと言え
る勇気、他者への思いやり、誠実な心を育てることを解説する。

看護師、作業療法士、精神保健福祉士、薬剤師等のコメディ
カルスタッフによる専門性を生かした医療実践、特に地域と
の連携をはじめとしたチーム医療の事例等により、分かりに
くい精神科医療現場に対する疑問に応える。

理学療法士、その他の医療職・福祉関係職、そして患者に
とって痛みは複雑が故にとらえどころがない。本書では「痛
みとは何か」について理学療法学と臨床哲学の視点で考え、
新しい意味を提示している。

精神を病むとはどういうことか、精神を病んだ人の処遇、ま
た、精神科臨床現場での援助の目的と方法、行われている治
療や多職種の連携など精神科看護に必要とされてきた役割と
機能を統括したテキスト。

精神看護学の対象は拡大され、精神に障害がある人だけでは
なく、精神の健康保持・増進、疾病の予防を中心に精神保健
看護の看護実践が求められている。本書は、看護学生が総合
的に精神看護を学習するためのテキスト。

人類は、科学技術を獲得するとともに、人として自然に生き
るには適さない環境をつくりあげてきた。利便性と引き替え
に手に入れたこの環境の中で生きている私たちの「健康とは
なにか」そして「幸せとはなにか」を問う。

個人が生きてきた人生の語りに、感想や評価を加えながら回
想していく方法をライフレビューという。本書では、高齢者
とがん患者に焦点をあて、そのライフレビュー研究と実践方
法について、具体的に述べる手引書。

医療系学生は、大学で身体機能を正常なものに回復させること
を学んでいる。したがって、まず、正常な身体機能がいかなる
ものであるかを理解するためには生理学を学ぶことが必須であ
る。本書は、そのことを分かりやすく解説したテキストである。

医療・医学・看護
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医療・医学・看護

福祉・保健・心理系学生のための脳科学＊

竹下研三　著
■ ISBN978-4-88730-919-7　定価：本体 1,800円＋税　B5判　110頁　2010年 1月発行   

Risk Management for Dysphagia
Application of Hazard&Operability Study (HAZOP)

山脇正永・野村　徹　編著
■ ISBN978-4-88730-974-6　定価：本体 3,900円＋税　A5判　126頁　2010年 2月発行   

高齢者障害の理学療法＊

宮原洋八　著
■ ISBN978-4-88730-923-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　166頁　2009年 6月発行    

実践 自己決定を支える精神科医療現場

東中須恵子・塚本　一　編著
■ ISBN978-4-88730-950-0　定価：本体 1,500円＋税　A5判　114頁　2010年 1月発行   

あなたのための臨床ヘルス・サイエンス＊

秋坂真史　著
■ ISBN4-88730-669-5　定価：本体 2,200円＋税　A5判　202頁　2006年 8月発行   

病気にならない本
予防医学へのいざない

江藤敏治　著
■ ISBN4-88730-650-4　定価：本体 1,200円＋税　A5判　160頁　2005年 12月発行    

ランタブ
チベット・モンゴル医学古典名著

楊　海英　編著
■ ISBN4-88730-476-5　定価：本体 18,000円＋税　A4判　262頁　2002年 3月発行   

新版 医学概論・用語＊

保健・医療・福祉について

緒方正名　編著
■ ISBN4-88730-486-2　定価：本体 2,200円＋税　B5判　128頁　2004年 9月発行   

教養としての精神・心身医学＊

秋坂真史　著
■ ISBN4-88730-495-1　定価：本体 1,900円＋税　A5判　184頁　2002年 10月発行   

福祉、保育、心理系の学生たちが卒後に働く領域には脳科学
の知識を有することが必須の条件となってきた。しかし、彼
らにはこの教育が極端に乏しい。内容はアメリカの高等学校
で使われる生物学のレベルでまとめる。

本書は誤嚥および嚥下障害について、そのリスク回避システ
ムを日常診療に組み込む一例を呈示したものである。本来
化学プラントなどで用いられてきた管理工学的手法である
HAZOP法をリスク管理に応用した。

本書は、運動障害モデルを基本とし、高齢者障害の自立度に
ついて、臨床での著者自身の経験と、運動・生活・心理・社
会的変数による分析とで解説したものである。高齢者障害の
理学療法を基礎から学べる入門テキスト。

吉祥寺病院の精神科医療現場では、患者が自らの意思で安心
して治療を受けられるための支援をめざしている。本書で
は、医師・看護師・精神保健福祉士・作業療法士・薬剤師そ
れぞれの視点からそのかかわりについて述べる。

医学生や研修医以外の人も正しい健康教育と臨床医学の幅広
い基礎知識を、生涯教育として系統的に学ぶことができるよ
う平易に書かれた医学テキスト。コメディカルの研修用にも
最適。

究極の医療とは、「病気にならないためにはどうしたらよい
のか」ということである。本書では、日常の生活の中で役立
つ事柄を紹介し、身体全体を 1つのものとして見渡すこと
ができる「予防医学」の立場を紹介する。

本書は、チベット・モンゴル医学の古典名著「ランダブ」の
テキスト公開を目的とする。1746年に北京で木版印刷され
たこの著作の全文を影印のかたちで提示し、チベット・モン
ゴル医学の理論的な根幹を究明する手がかりとなる。

医学の内容を基礎医学・臨床医学・公衆衛生関連分野に分け
て説明し、各項目について解説すると共に、主要な部分を医
学用語とすることにより、医学に関する概論と用語を同時に
理解できるよう編集した概説書である。

本書では、心の病に悩む現代社会において、誰でもがこれに
適切に対応できるように、精神医学・心身医学という 2つの
重要な学問の統合を試みる。臨床の場での具体的事例を挙げ
てわかりやすく解説した、初の本格的な教養テキストである。
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泌尿器科学ハンドブック＊

田中啓幹・森岡政明　編著
■ ISBN4-88730-449-8　定価：本体 4,500円＋税　B5判　204頁　2001年 6月発行   

クラミジア学入門

松本　明　著
■ ISBN4-88730-377-7　定価：本体 1,300円＋税　A5判　96頁　2000年 3月発行   

泌尿器科学は、泌尿器系臓器のほか副腎や上皮小体などの内
分泌臓器を扱う外科学の一分野である。前立腺癌や介護で問
題となる排尿障害など近年扱う疾患は拡大している。本書
は、それらに対処する泌尿器科学の基本テキストである。

現代の性感染症の主流であるクラミジアについて、その特異
な感染・増殖の姿を浮き彫りし、発症病理、血清・免疫学的
診断法、遺伝子診断法も解説した医学生、コメディカル学
生、医療関係者、微生物研究者必読の書。
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不安と期待の程度による最適意思決定
目指すな、求めるな、100％

小川浩平　著
■ ISBN978-4-86429-192-7　定価：本体 1,600円＋税　A5判　160頁　2013年 2月発行    

情報・通信入門＊

河村一樹　著
■ ISBN978-4-86429-144-6　定価：本体 1,800円＋税　四六判　180頁　2012年 4月発行    

情報科学部学生のためのC言語の基礎 第 3 版＊

島　和之　編著
■ ISBN978-4-86429-366-2　定価：本体 1,500円＋税　A4判　156頁　2016年 4月発行   

JavaScriptによる情報教育入門＊

河村一樹　著
■ ISBN978-4-86429-060-9　定価：本体 2,000円＋税　B5判　154頁　2011年 4月発行   

三訂版 教養としての情報処理＊

寺内　衛・中野靖久・
小嵜貴弘・河野英太郎　著

■ ISBN978-4-88730-987-6　定価：本体 1,200円＋税　B5判　146頁　2010年 4月発行   

情報科学部学生のための 
コンピュータリテラシー 第 2 版＊

小畑博靖　編著
■ ISBN978-4-88730-963-0　定価：本体 1,500円＋税　A4判　170頁　2010年 4月発行   

新版 図解 わかる実践アナログ回路＊

武下博彦　著
■ ISBN978-4-88730-904-3　定価：本体 2,700円＋税　A5判　324頁　2009年 10月発行   

CASLⅡとプログラミング入門＊

鑰山　徹　著
■ ISBN978-4-88730-903-6　定価：本体 2,500円＋税　A5判　178頁　2009年 8月発行   

目標の 100％達成が真に最適であろうか。場合によってはそ
れ以下の方が最適な場合がある。本書では、そのことを、人
間の心に生じる不安感、あるいは期待感の程度を定量的に示
す手法を用いることによって明らかにする。

本書は、情報系以外の学生を対象とした情報・通信入門書。
コンピュータとインターネットについて、その誕生から現在
に至る技術潮流をハードとソフトの分野から概説し、その仕
組みや原理について分かりやすく解説する。

C言語は、OS、言語処理系、アプリケーション、組込みシス
テムの制御など、さまざまな分野で利用されている実用的な
プログラミング言語である．本書では、初学者を対象とし、
基礎よりも応用を先に教えることで興味を持たせるよう構成。

非情報系学生のための情報教育では、実用言語の習得をめざ
すのではなく、「手順的な自動処理」を理解することにその目
的を置くべきであろう。そこで、その目的に適切な JavaScrip
によるプログラミングを採用した情報教育を提案する。

日常生活に不可欠な情報処理機器の取扱いに習熟すること
を目的とし、主としてPCを用いた各種文書作成並びにイン
ターネットを介した情報の伝達・収集・発信の仕方を実習す
る。同時に、“ネットワーク倫理”も学ぶ。

Linuxの基本的な操作方法から、テキストエディタの利用方法、電
子メール、Webページの作成、文章作成方法 (Latex)等を解説する。
インターネットを利用する際に必要な、ネットワークコマンドの使
い方、セキュリティ、情報検索、情報倫理についても述べる。

近年、ハードウェアエンジニアの養成には実践経験を必要と
することもあり、技術者が不足している。本書では、ハード
ウェアの世界に興味を持つことができるよう、必要な基礎知
識を実用回路を使い具体例に基づいた解説をする。

本書は、基本情報技術者試験の中で用いられているアセンブ
ラ言語CASLⅡによるプログラミングの入門書である。基本
知識からはじめ、段階的に理解を深められるよう配慮。国家
試験受験のための演算書としても最適。

情報・工学
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情報工学科学生のための 
集積回路工学の基礎＊

寺田和夫　著
■ ISBN4-88730-593-1　定価：本体 1,800円＋税　B5判　88頁　2004年 10月発行   

システムの分析と設計＊

図解とUMLによるアプローチ

北門達男　著
■ ISBN978-4-88730-818-3　定価：本体 2,600円＋税　A5判　264頁　2008年 4月発行   

デジタル動画像処理 理論と実践

三池秀敏・古賀和利　編著
■ ISBN978-4-86429-525-3　定価：本体 1,500円＋税　B5判　216頁　2018年 7月発行

エンジニアのための 初級Cプログラミング＊

五福明夫　著
■ ISBN4-88730-409-9　定価：本体 2,000円＋税　B5判　196頁　2005年 9月発行   

コンピュータによる画像生成

西田友是　著
■ ISBN4-88730-223-1　定価：本体 1,600円＋税　B5判　92頁　2003年 4月発行   

3 次元CG体験学習for Windows &Macintosh

西田友是　著
■ ISBN4-88730-521-4　定価：本体 1,500円＋税　その他判　2003年 4月発行   

システム工学で描く持続可能文明の設計図
文明設計工学という発想

石田武志　著
■ ISBN978-4-86429-245-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　170頁　2014年 6月発行    

半導体工学＊

浪崎博文　著
■ ISBN978-4-88730-754-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判　232頁　2007年 4月発行   

電磁波工学の基礎＊

若林秀昭　著
■ ISBN978-4-86429-470-6　定価：本体 2,200円＋税　B5判　130頁　2017年 10月発行   

集積回路は各種情報処理装置の主たる構成要素である。本書
では性能を決定づける技術の中で、いわゆる回路技術とその
回路要素を、物質の性質を利用して作り出すデバイス技術に
ついて解説する。

若手のシステムエンジニア、もしくは将来システムエンジニアを
めざす文系の学生を対象に、簡単な事例からWeb買物システム
の事例まで 3つの要求仕様を元に、図解による分析、UMLに
よる分析・設計・HTMLによる画面設計等を解説する。

AI技術が各分野を席巻しようとしている現代において、動
画像処理の新たな可能性と脳の視覚情報処理の視点から技術
開発の指針を示す。

C言語の入門書の多くは、情報工学者を対象としている。本
書は、これからプログラミングを始めようとする機械工学や
システム工学の分野の人々のために、C言語とプログラミン
グの基本的な事柄を解説する。

画像処理はすでに存在する画像を処理し、必要な情報を抽出
する技術であるが、コンピュータグラフィックは画像を生成
する技術の総称である。本書はそのコンピュータグラフィッ
クスの説明に重点をおいた入門書である。

『コンピュータによる画像生成』（西田著）を電子出版（HTML
化）したものである。CGの補助教材として、あるいはCG
検定の学習に有用である。Net scap Navigator、インターネッ
トエクスプローラなどのブラウザで使用できる。

人類の地を結集することで、次にくる文明のパラダイムシフト
を設計することができる。本書では、エネルギー（エントロ
ピー・セクセルギー）や生物進化等の事柄から、文明のあり
方を考え、未来の社会システムを自ら設計する方法を提案する。

半導体工学の 2大応用分野である電子デバイスと光デバイ
スについて初学者を対象に解説。電子物性論の基礎から遡
り、各デバイスの動作原理を理解することによって半導体の
全貌を大づかみすることをめざす入門書。

電磁波の現象や性質を表す基本的な数式を丁寧に解説し、ア
ンテナを無線通信に利用するための基本的な知識を解説す
る。
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情報・工学

非線形制御工学 第 2 版

竹内義之　著
■ ISBN978-4-86429-496-6　定価：本体 1,800円＋税　A5判　140頁　2018年 2月発行

線形制御工学

竹内義之　著
■ ISBN4-88730-499-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2002年 9月発行   

本書では多項式形非線形制御系の設計理論と非線形制御系の
設計理論の二部構成で、アフィン非線形写像による線形化法
と安定化制御法を提案している。

本書は現代制御工学における線形系について基礎知識を理解
し、制御系設計（状態レギュレータ、サーボ系、H∞制御系
等）にも役立つように構成してあり、システム制御工学に興
味を持つ学生、技術者を対象として易しく解説する。
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金属間化合物の電子構造と磁性
3d-pnictidesを中心として
望月和子・井門秀秋・
伊藤忠栄・森藤正人　著

■ ISBN978-4-88730-769-8　定価：本体 2,200円＋税　A5判　188頁　2007年 6月発行   

オームの論文でたどる 電圧概念の形成過程

G. S.オーム　著／三星孝輝　訳・解説
■ ISBN978-4-88730-800-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　170頁　2007年 10月発行   

基礎 電気・電子回路解析 第 2 版＊

五福明夫　著
■ ISBN978-4-86429-274-0　定価：本体 2,400円＋税　B5判　252頁　2014年 4月発行   

物質の磁性を担う電子は 3dまたは 4f電子である。本書で
は、3d遷移金属元素とプニコゲン元素の 1：1と 2：1の
NiAs型（およびMnP型）化合物と、Cu2Sb型化合物を主と
して取り上げ、実験研究と理論研究の両面から述べる。

オームの主著『ガルヴァーニ回路の数学的取り扱い』等を翻訳。
オームの法則に関わる理論的構築過程を理解し、この過程を参
考にして電圧概念形成のための単元構成や教材開発（モデル）
について、今までとは違った有効なものを見いだすことをめざす。

本格的に電子回路を学ぶための基礎的な考え方を理解したい
読者を対象とした、独学もできるテキストである。専門用語
や公式は出てくる度に説明され、どこから読んでも直ちに理
解できる様に編集された入門書。

電気・機械
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非敗の思想と農ある世界

小松泰信　著
■ ISBN978-4-88730-928-9　定価：本体 1,900円＋税　四六判　238頁　2009年 8月発行    

信頼型マネジメントによる 
農協生産部会の革新
西井賢悟　著

■ ISBN4-88730-705-5　定価：本体 2,800円＋税　A5判　224頁　2006年 10月発行    

農ある世界と地方の眼力
平成末期漫筆集

小松泰信　著
■ ISBN978-4-86429-989-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　324頁　2018年 11月発行 

病院給食と地産地消

大宮めぐみ　著
■ ISBN978-4-86429-303-7　定価：本体 2,200円＋税　A5判　164頁　2015年 2月発行    

フードシステムの革新と業務・加工用野菜

坂　知樹　著
■ ISBN978-4-86429-304-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　112頁　2014年 8月発行    

食をプロデュースする匠たち

長谷川宏司・広瀬克利　編
■ ISBN978-4-86429-090-6　定価：本体 1,600円＋税　A5判　200頁　2011年 10月発行    

赤米の博物誌

小川正巳・猪谷富雄　著
■ ISBN978-4-88730-791-9　定価：本体 2,200円＋税　A5判　206頁　2007年 12月発行    

大地のビジネスと挑戦者たち
農業界の「逸材」が集い，その「進化」を熱く語った！

半田正樹　編
■ ISBN4-88730-710-1　定価：本体 1,200円＋税　A5判　144頁　2006年 8月発行   

農家、農業、農村という“農ある世界”を主たる対象として、
さまざまな事業や活動を展開するのが農業協同組合とその
グループ。課題多きこの世界とこの組織のあるべき方向を、
「非敗（敗北ハアラズ）の思想」に立脚して展望する。

市場至上主義の風潮が、地縁や系統など集団主義的枠組みの
再考を迫っている。そして農協生産部会は、閉塞感を深めて
いる。「信頼」をキー概念とする本書は、部会の今日的なマ
ネジメント方策を解明し、その革新を展望する。

本書は、JAcom・農業協同組合新聞の「地方の眼力」に掲載
された 75編からなる。第 2次安倍政権下における「農ある
世界」を取り巻く末期的情況に対する危機感とその解決の糸
口を求めて、著者の思いの丈を自由に書き綴ったものである。

食育政策による学校給食をはじめ直売所等で地産地消が一定の
活発化をみるが、全国的な展開に至ってはいない。本書では、政
策的な裏付けがなく、また農産物購入者と消費者が異なる給食
分野のなかでも、病院給食における地産地消の意義を検討する。

ライフスタイルの変化により、野菜消費量の減少傾向が続く
中、産地・JA・卸売業者の新たな販売戦略が求められてい
る。特に需要増加傾向の一次加工された「業務・加工用野
菜」を中心とした新たな販売戦略を提案。

本書では、さまざまな場面で食に関わっている「食のプロ
デューサー」たる執筆者が、自身の立場や事業を通して、食
の崇高な成り立ちと将来の展望などから、食に関する真のし
つらえを伝える。

近年、赤米・紫黒米（黒米）に関心が集まってきている。本
書では、近年の文献類とともに中世以降のわが国の赤米に関す
る史料を渉猟し、世間にあまり知られていない、興味深い話を
数多く取り上げ、赤米をできるだけ科学的に多方面から探る。

フォーラム『日本の農業はどこまで進化するのか』の記録。
進化をキーワードに、三人の農業者たちが農業・農村・農
協・食料を縦横無尽に論じている。小気味いい一言一言が、
「農業の価値再発見」のキーワードである。

産　業
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みどり資源活用のフロンティア

持田紀治・小島敏文　編著
■ ISBN978-4-88730-771-1　定価：本体 3,200円＋税　A5判　410頁　2007年 7月発行   

改訂 農地整備学

長堀金造　著
■ ISBN4-924400-31-9　定価：本体 2,427円＋税　A5判　272頁　2005年 4月発行   

地域新生のフロンティア

持田紀治・小島敏文　編著
■ ISBN4-88730-639-3　定価：本体 2,800円＋税　A5判　380頁　2005年 7月発行   

干拓地の農地工学

長堀金造　著
■ ISBN4-924400-93-9　定価：本体 2,718円＋税　A5判　246頁　1994年 7月発行   

地域観光事業のススメ方＊

観光立国実現に向けた処方箋

井門隆夫　著
■ ISBN978-4-86429-478-2　定価：本体 2,200円＋税　A5判　240頁　2017年 12月発行    

神戸地域学＊

神戸の魅力再発見！

川越栄子　編著
■ ISBN978-4-86429-111-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　174頁　2012年 5月発行    

神戸・瀬戸内学＊

歴史や自然を見つめて地域を旅してみよう

流通科学大学観光研究会　編
■ ISBN978-4-88730-937-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　250頁　2009年 9月発行   

健康応援都市みはら
佐木島ガイドブックを持って砂浜を歩こう

大塚　彰　編著
■ ISBN978-4-88730-890-9　定価：本体 1,500円＋税　A5判　124頁　2009年 2月発行   

地域からみる観光学＊

小松原尚　著
■ ISBN978-4-88730-778-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　154頁　2007年 10月発行    

農林業をはじめ地場産業が伸び悩む中で、農山村は経済活力
と地域魅力を失いつつあり、地域社会の萎縮化・農林業共倒
れの危機に直面している。このような状況を克服する方策
を、多角的な視点から検証し、提言を試みる。

世界的に人口と食糧問題は極めて深刻である。わが国にとっ
ても、食糧自給のためには、農用地の重点的な整備振興を計
ることが重要な課題である。そこで、これら緒技法を実学教
育の観点から論じる。

本書は、市町村の広域合併が進む中、中山間地域問題に取り
組んできた人々による、中山間地域を対象にした共同研究で
ある。交流・共生による地域資源利用ビジネス等の可能性を
考察し、発展への手立てを提言する。

わが国ではほとんど除塩技術のノウハウがなかったころ、笠
岡湾干拓における除塩の技術的対策を明らかにし、その成果
を児島湾干拓、中海干拓において普遍化して論じる。

今日、観光は成長産業であり、地域での様々なイノベーショ
ンが求められている。本書は、行政や地域で宿泊事業に関わ
る社会人や学生に向けて、観光立国に向けて地域の変革を促
す発想のヒントを提供する格好の書である。

1868年の開港以来、多数の国の外国人が移り住み、多様な
文化を持つ国際都市として知られる神戸。それぞれの分野に
おいて、独自の立場で神戸に貢献する 12人の視点から、そ
の魅力を再発見する。

観光はわが国の産業界に重要な地位を占めつつある。また観
光研究は様々な分野からのアプローチが可能であり、本書は
神戸・瀬戸内という地域に焦点を当て、自然環境・地場産
業・食などの 9つの視点により、その魅力を探るものである。

広島県三原市佐木島を「観光ウォーキング」するためのガイ
ドブック。佐木島の名所・名跡、またその際に気を付けたい
事項や正しいウォーキング法を解説。巻末付録として、「さ
ぎしまがいどまっぷ・さぎしまウォーキングガイド」付き。

観光は様々な学問分野にわたって研究対象となっているが、
本書では地理学における観光研究の成果である温泉地をはじ
めとした事例研究を踏まえつつ、産業立地論的な手法も応用
しながら観光サービスの立地・配置の論理を考察する。

林[5]-図書目録2019.indd   94 19/01/09   16:00



95

産　業

イギリスの交通
産業革命から民営化まで
フィリップ・S・バグウェル／
ピーター・ライス　著／梶本元信　訳

■ ISBN4-88730-569-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　352頁　2004年 6月発行   

再設計期における商業の基礎理論

岡本輝代志・岡阪美佐夫　編著
■ ISBN4-88730-342-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　220頁　1997年 7月発行   

イギリス交通史を全体的なものとして取り扱った研究書は驚く
ほど少ない。本書は、250年間のイギリス交通史として、工業
化と交通の関係、交通の技術的意義、交通に対する国家の役
割、そして民衆による交通の利用について考察した待望の書。

本書は、変化をつづけている商業を、単に、商的流通活動を
担当する商人によって生産と消費のへだたりを架橋経済現象
だけをみるのではなく、より広い流通の視点から検討する。
商業について学習するための入門書。
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The Effects of L1 and L2 
Use in the L2 Classroom
松本祐子　著

■ ISBN978-4-86429-467-6　定価：本体 2,500円＋税　A5判　208頁　2017年 10月発行    

児童文化の中に見られる言語表現＊

三宅光一　編著
■ ISBN978-4-86429-314-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2014年 10月発行    

ネイティブ感覚の暗記しない英語学習法

井上健司　著
■ ISBN978-4-86429-462-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　262頁　2017年 10月発行   

ことばをどう育て、国語をどう学ぶのか
発達脳科学からのコメント

竹下研三　著
■ ISBN978-4-86429-190-3　定価：本体 1,600円＋税　A5判　184頁　2013年 3月発行    

書き込み式 日本語リテラシー＊

日本語の豊かな使い手になるために

横川知之　著
■ ISBN978-4-88730-988-3　定価：本体 900円＋税　B5判　70頁　2010年 4月発行   

談話と構文

伊藤　晃　著
■ ISBN978-4-88730-979-1　定価：本体 2,400円＋税　A5判　138頁　2010年 3月発行    

許すな！悪文と不正確発音
正統的な日本語能力養成のために

赤塚伊三武　著
■ ISBN978-4-88730-781-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　260頁　2007年 9月発行    

改訂版 語彙を増やすための英語語根集

上田　悟　著
■ ISBN978-4-86429-442-3　定価：本体 1,800円＋税　B5判　160頁　2017年 2月発行   

果たして「英語は英語で教える」アプローチが最も効果的だ
ろうか？この疑問に答えるためにリーディングクラスにおけ
るペアワークに焦点を当てたリサーチを基に、英語教室にお
ける新しい言語使用のあり方を提案する。

遊びを通して生身の人間と言語活動をする機会が奪われ、言
語表現の乏しさが目立っている。こうした社会環境に直面し
て、本書は、言語実践において子どもの言語能力の向上を図
るためのヒントを提示する。

日本語を介在させる暗記主体の学習法ではなく、ネイティブ
スピーカーが文法を体験的に獲得する過程を「英語学習シー
ト」を使用することにより、自身で効果的に身につけること
を解説。

ことばと国語の教育がもっとも重要な乳幼児と小・中学生の脳が、
ことばをどう聞き・話し、そして、どう読み・書き、さらに、伝え
る力をどう育てていくのか、発達脳科学の立場から、図を交えなが
らやさしく解説。外国で育つ日本の子どもたちの問題にも触れる。

日本語には正書法がないため、書く人によって千差万別であ
り、個性豊かに表現することができる。本書では、15の講
義によって、適切な日本語運用を身につけて日本語を豊か
に、また幅広く表現することをめざす。

筆者の日英語対照研究におけるさまざまな言語現象のなかか
ら、分裂分と接続表現を取り上げ、それぞれ 4章にわたっ
て論じる。一見個々であるように見える研究と研究の有機的
なつながりを意識し、新たな議論を展開する。

新聞、雑誌、広告、市中の掲示、駅や電車内でのアナウンスな
らびに公共放送、その他のできるだけ公共性が高い場面から収
集した文法違反や不適切な用例を列挙。正統な日本語能力養成
のために、できるだけ出典あるいは責任者名付きで個別に解説。

英語には、ラテン語等を語源とする語が取り入れられている。ラ
テン語源の英語は、原則として接頭辞＋語根＋接尾辞の形で構
成されているため、語根と接頭辞を理解することが重要である。
本書では、語根 461語とそれを含む単語 3500語を採取している。

言語・語学
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言語・語学

バリアフリー英文法＊

山下広司　著
■ ISBN978-4-86429-367-9　定価：本体 1,800円＋税　A5判　160頁　2016年 10月発行    

英語実践力獲得への道＊

ストラテジーと演習

中田康行　著
■ ISBN978-4-86429-400-3　定価：本体 2,400円＋税　B5判　190頁　2016年 8月発行    

Writing for Response

Daniel C. Strac ／ Fiona Creaser　著
■ ISBN978-4-86429-344-0　定価：本体 1,800円＋税　A4判　70頁　2015年 9月発行   

TWO-WAY STREET SECOND EDITION＊

マイケル・グリーサマー　著
■ ISBN978-4-86429-369-3　定価：本体 1,800円＋税　B5判　108頁　2016年 4月発行   

英語の世間話 中級 第 3版＊

Let’s have a natter

ピーター・バーデン　著
■ ISBN978-4-86429-348-8　定価：本体 1,800円＋税　B5判　94頁　2015年 9月発行   

英語の世間話 初級 第 3版＊

Let’s have a natter

ピーター・バーデン　著
■ ISBN978-4-86429-336-5　定価：本体 1,800円＋税　B5判　96頁　2015年 4月発行   

Variation between Personal and Impersonal  
Constructions in Geoffrey Chaucer
A Stylistic Approach
大野英志　著

■ ISBN978-4-86429-337-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　211頁　2015年 4月発行   

デニス英語の魅力＊

血の通った英語を読み解く

中村義実　著
■ ISBN978-4-86429-322-8　定価：本体 1,200円＋税　A5判　124頁　2015年 2月発行    

語学シリーズ第 4巻
ボイス・オブ・アメリカ（VOA）ニュースで学ぶ英語＊

レベル 2
杉田米行　監修／佐藤晶子・山西敏博・竹林修一・奈須　健　著

■ ISBN978-4-86429-451-5　定価：本体 2,000円＋税　B5判　148頁　2017年 4月発行    

英作文や発話の間違いを減らし、仮に間違いをしても減点される前に
自分の力で訂正。こんな夢のようなことが、文法を理屈で理解し、日
本語にあるものは日本語とともに理解することで可能になります。本
書は、新聞でも紹介された目の不自由な方も使用可能な音声講義付。

英語学習の多くは、文法事項の提示とその解説が中心となっ
ている。本書は、英語の文法構造と意味のその関係を、新し
い観点から多様な演習問題として提供し、英語実践力が身に
つくように編集された英語学習書。

英語を学ぶ大学生向けの英作文テキスト。執筆スタイルや
フォーマットに注目しながら、読者の期待に沿い、よい印象
を与えられる文章の作成を学べるよう構成されている。

本書は、文法をよく勉強している人（高校生以上）のための
スピーキングを中心とした英語のテキスト。ダイアログ、ペ
アやグループワーク、ゲームを通して、知っている英語を話
せる英語にし、会話力に自信をつけることをめざす。

初級編と同様、完璧主義を捨て、実用的な日常英語を話すこ
とに力点をおいたテキストで次の点に重点をおいた中級編。
9 Unitで構成されている。①英語で考えましょう。②簡単な
言葉で話しましょう。③間違っても気にしない。

完璧主義を捨て、実用的な日常英語を話すことに力点をおいた英
語テキストの初級編。9 Unitで構成されており、特に①英語で考
えましょう、②簡単な言葉で話しましょう、③間違っても気にし
ないという 3点に留意している。楽しんで英語を学べる入門書。

14世紀英国詩人ジェフリー・チョーサーの作品、また『カ
ンタベリー物語』の諸写本において、人称・非人称の両用法
を持つ動詞が示す用法の揺れを統計的に調査し、その揺れ・
使い分けがどのような解釈を許すかを示した。

アメリカで 1950年代に誕生し、今日も世界 48カ国の新聞に連載が続く
人気漫画「Dennis the Menace（デニス・ザ・メナス）」から 30作品あま
りを選り抜き、英語・キャスト・文化等の解説を添える。日常生活の一
コマに描かれる人間ドラマを読み解きながら本場英語の魅力を鑑賞する。

米国政府運営のパブリックドメインVOA Leaning English:We 
are American Englishで取り上げられたニュースにより、アメリ
カの概略を把握するとともにTOEIC､ TOEFLの出題形式に合
わせた例題を解くことによって、実践的英語力の習得をめざす。
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語学シリーズ第 1巻
15 週間で英語力倍増＊

山西敏博・杉田米行　著
■ ISBN978-4-86429-264-1　定価：本体 2,000円＋税　B5判　132頁　2014年 5月発行    

語学シリーズ第 3巻
ボイス・オブ・アメリカ（VOA）ニュースで学ぶ英語＊

レベル 1
佐藤晶子　著

■ ISBN978-4-86429-272-6　定価：本体 1,800円＋税　B5判　118頁　2014年 11月発行    

ワンランク上をいく英語ライティング
英語が書ければ英語は話せる、英語が書ければ英語の論理が分かる

川村正樹　著
■ ISBN978-4-86429-266-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　220頁　2014年 5月発行    

語学シリーズ第 2巻
アメリカ合衆国の連邦休日を英語で学ぼう＊

杉田米行　編
M. Scott Brooks・伊藤孝治　著

■ ISBN978-4-86429-291-7　定価：本体 1,500円＋税　B5判　100頁　2014年 10月発行    

Still more... Modern English for  
Conversation＊

カレン・スタフォード　著
■ ISBN978-4-86429-228-3　定価：本体 1,600円＋税　A4判　78頁　2013年 9月発行   

More... Modern English for  
Conversation＊

カレン・スタフォード　著
■ ISBN978-4-88730-973-9　定価：本体 1,600円＋税　A4判　80頁　2010年 4月発行   

Modern English for Conversation＊

カレン・スタフォード　著
■ ISBN978-4-88730-822-0　定価：本体 1,600円＋税　A4判　82頁　2008年 4月発行   

アメリカ研究シリーズ 1
英語で知るアメリカ＊

8 つのテーマで超大国の実情に迫る
杉田米行　編

■ ISBN978-4-86429-231-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　188頁　2013年 10月発行    

日本人英語学習者のための 
タスクによるライティング評価法
構成概念に基づく言語処理的テスト法
杉田由仁　著

■ ISBN978-4-86429-215-3　定価：本体 2,200円＋税　A5判　220頁　2013年 5月発行    

長年英語教育に携わってきた 2人の著者が、英語の基礎力
を確実なものにし、応用力をつけるため重要事項を厳選して
コンパクトに集約。1学期（15週間）で英語力を倍増をめざ
す。

米国政府運営のVOA Leaning English: We are American Eng-
lishで取り上げられたニュースにより、アメリカの概略を把
握するとともにTOEIC､ TOEFLの出題形式に合わせた例題
を解くことによって、実践的英語力の習得をめざす。

「英語が書ければ英語は話せる、英語が書ければ英語の論理
が分かる」を基本理念に掲げ、話し手、書き手が論理的思考
を積極的に駆使し、英語のライティングを身につけられるよ
うに演習問題も用意した、英語学習の必携書。

本書は、大学等における 1学期（15週間）で楽しみながら
アメリカに関する知識を身につけ、英語力を高めることを目
的としている。アメリカの主要な休日についてのエッセイを
もとに、さまざまな角度からの問題を解く。

少人数の英会話クラスから大学の授業まで対応した、初・中
級レベルのテキスト。特に、日常会話を中心に興味深いトピッ
クを用い、パートナーまたはグループ形式でアイデアや意見を
出し合いながら、楽しく学習できるよう構成されている。

少人数の英会話クラスから大学の授業まで対応した、初・中
級レベルのテキスト。特に、日常会話を中心に興味深いトピッ
クを用い、パートナーまたはグループ形式でアイデアや意見を
出し合いながら、楽しく学習できるよう構成されている。

少人数の英会話クラスから大学の授業まで対応した、初・中
級レベルのテキスト。特に、日常会話を中心に興味深いトピッ
クを用い、パートナーまたはグループ形式でアイデアや意見を
出し合いながら、楽しく学習できるよう構成されている。

8つのテーマを題材として、いまのアメリカを多角的に解
説する。日本語と英語の二言語で述べることにより、教養を
身に付けることと、英語力向上の両方をめざす。

ライティング評価の専門家ではなくとも、実際に教室で指導
にあたる中学校・高等学校の英語科教員が、タスクを測定手
段として信頼性・妥当性の高い運用能力評価を行うことがで
きる評価基準、テスト方法を紹介する。
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ASシリーズ第 7巻
英語で現代中国・アジアを多角的に読む 2 ＊

The Nikkei Weeklyを活用したプラクティカル・イングリッシュ・トレーニング
川村亜樹　編著

■ ISBN978-4-86429-185-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2013年 4月発行   

ASシリーズ第 2巻
英語で学ぶ現代アメリカ水産業＊

山元里美　著
■ ISBN978-4-86429-092-0　定価：本体 1,600円＋税　A5判　114頁　2011年 10月発行

英字新聞「日経ウィークリー」活用法

杉田米行　編著
■ ISBN978-4-86429-037-1　定価：本体 1,200円＋税　四六判　206頁　2010年 11月発行    

ASシリーズ第 4巻
英語で現代中国・アジアを多角的に読む＊

The Nikkei Weeklyを活用したプラクティカル・イングリッシュ・トレーニング
川村亜樹　編著

■ ISBN978-4-86429-126-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　180頁　2012年 4月発行   

英字新聞「日経ウィークリー」活用法 2

杉田米行　編著
■ ISBN978-4-86429-112-8　定価：本体 1,100円＋税　四六判　180頁　2011年 12月発行    

英字新聞「日経ウイークリー」活用法 3

杉田米行　編著
■ ISBN978-4-86429-187-3　定価：本体 1,200円＋税　四六判　180頁　2012年 12月発行    

アメリカ人の言語観を知るための 10 章＊

先住民・黒人・ヒスパニック・日系の事例から

杉野俊子　著
■ ISBN978-4-86429-177-4　定価：本体 2,100円＋税　A5判　180頁　2012年 10月発行    

英語論文表現入門＊

中高基本 150語から学ぶ英語学術表現の世界

安原和也　著
■ ISBN978-4-86429-084-5　定価：本体 1,300円＋税　四六判　176頁　2011年 9月発行

重要英語構文・英文法ノート

安武　繁　著
■ ISBN978-4-86429-005-0　定価：本体 1,400円＋税　A5判　124頁　2011年 3月発行    

「日経ウィークリー」アジア欄から 15の記事を取り上げ、
リーディング・スキル向上のための語彙力・構文把握力・要
約力の強化と、関連する背景知識の積み上げにより、グロー
バル社会の共通語である英語力向上をめざす。

本書では、海洋・生物・水産分野に携わる人たちが、よく知
るテーマを通して、現代アメリカの水産業に関する動向を学
びながら、実践的な英語力（単語・成句・文法・作文力）の
向上をめざす。

英字新聞「日経ウィークリー」活用法は、①見出し・リードの特徴を理
解し、②すべてを読もうとせずに、興味ある記事から、③ざっくりと読む
ことに心がけることです。グローバル化するビジネスの現場で役立つ本当
の英語力を身につけるためのノウハウ満載。時事英語学習のための必携書。

「日経ウィークリー」アジア欄から 15の記事を取り上げ、
リーディング・スキル向上のための語彙力・構文把握力・要
約力の強化と、関連する背景知識の積み上げにより、グロー
バル社会の共通語である英語力向上をめざす。

英字新聞「日経ウィークリー」活用法は、①見出し・リードの特徴を理
解し、②すべてを読もうとせずに、興味ある記事から、③ざっくりと読む
ことに心がけることです。グローバル化するビジネスの現場で役立つ本当
の英語力を身につけるためのノウハウ満載。時事英語学習のための必携書。

「日経ウイークリー」に掲載された記事を題材として、TOEIC/
TOEIC SWを、実際のテスト形式に則って解説。題材に「日経
ウイークリー」の記事を用いていることで、実際のビジネスの場
面で必要な英語力の向上、経済の知識の積み上げも期待できる。

アメリカとはどんな国なのか。本書では、アメリカ社会とア
メリカ人の言語観を言語・教育・言語政策の視点からみるこ
とで、よく知られているアメリカとは違う側面からの理解を
めざす。

本書は、論文初心者が、150語の中高基本語彙から英語論文表
現を学習するための 1冊。どの分野でも用いられる表現パター
ン例を中心に 2000例以上を収録。学習効果を確かめるための
「練習問題」、表現探索を容易にする「キーワード検索」も収録。

学生時代に英語を理論的にきちんと理解することが英語の力を伸
ばすことにつながる。中学生の先取り学習、高校生のスキルアッ
プとして、大学生が英語論文の購読を始める際に、また社会人の
英語再学習として必須の構文・文法を紹介した構文・文法ノート。
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Linc English Gold Ⅲ＊

橘　由加　監修・編著
Linc Educational Resources, Inc　編

■ ISBN978-4-88730-977-7　定価：本体 1,600円＋税　A4判　112頁　2010年 4月発行   

Linc English Gold Ⅰ＊

橘　由加　監修・編著
Linc Educational Resources, Inc　編

■ ISBN978-4-88730-873-2　定価：本体 1,600円＋税　A4判　168頁　2008年 10月発行   

Linc English Bronze Ⅰ＊

橘　由加　監修・編著
Linc Educational Resources, Inc　編

■ ISBN978-4-88730-914-2　定価：本体 933円＋税　A4判　138頁　2009年 4月発行   

Linc English Gold Ⅱ＊

橘　由加　監修・編著
Linc Educational Resources, Inc　編

■ ISBN978-4-88730-916-6　定価：本体 1,800円＋税　A4判　174頁　2009年 4月発行   

Linc English Bronze Ⅱ＊

橘　由加　監修・編著
Linc Educational Resources, Inc　編

■ ISBN978-4-88730-915-9　定価：本体 933円＋税　A4判　142頁　2009年 4月発行   

英語教育改善のためのプログラム化とマネジメント
すべての学生の英語力向上をめざして

植山剛行　著
■ ISBN978-4-88730-884-8　定価：本体 2,200円＋税　A5判　212頁　2009年 6月発行    

米国の日本語教育に学ぶ新英語教育

米原幸大　著
■ ISBN978-4-88730-835-0　定価：本体 1,600円＋税　四六判　186頁　2008年 6月発行   

高校で教えるネイティブたちの英語
学校で生きた英語を身につけるために

渡辺晶夫　著
■ ISBN978-4-88730-814-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　142頁　2008年 2月発行    

A Concordance to Paston Letters

内桶真二　編
■ ISBN978-4-88730-799-5　定価：本体 2,800円＋税　その他判　2007年 10月発行   

Linc Englishは、モンタナ大学言語学部、英語学部、教育学
部を中心として、英語教授法やコンピュータテクノロジーに精
通した日米の専門家により開発された、英語スキルアップの決
定版。大学生向けの中級シリーズ（Gold）の最上位版である。

総合的英語力を伸ばすオンライン学習システムLinc English
の 28,000以上の演習問題の中から、特に重要な要素を抜粋
したテキスト。各レッスンのPart1（ヒアリング問題）はオ
ンライン上の音声を聞いて回答する形式。

総合的英語力を伸ばすオンライン学習システムLinc English
の 28,000以上の演習問題の中から、特に重要な要素を抜粋
したテキスト。各レッスンのPart1（ヒアリング問題）はオ
ンライン上の音声を聞いて回答する形式。

総合的英語力を伸ばすオンライン学習システムLinc English
の 28,000以上の演習問題の中から、特に重要な要素を抜粋
したテキスト。各レッスンのPart1（ヒアリング問題）はオ
ンライン上の音声を聞いて回答する形式。

総合的英語力を伸ばすオンライン学習システムLinc English
の 28,000以上の演習問題の中から、特に重要な要素を抜粋
したテキスト。各レッスンのPart1（ヒアリング問題）はオ
ンライン上の音声を聞いて回答する形式。

大学の現場では、教授法の改善と同時に組織力による英語教
育への取組みが求められている。本書は、すべての学生に英
語力改善を保証するためにはどうすべきか、英語教育プログ
ラムの改善計画の方策を提案をする。

わが国の現状は、外来カタカナ語が氾濫する英語習得情熱国
になっているだけで、長年その習熟レベルは向上していな
い。北米で成功している日本語教育プログラムを参考に紹介
英語教育から習得英語教育への転換を提示する。

高校における日常の授業やALT、生徒たちとの会話を通し
て、ALTの貴重な意見を収集。辞書や学校英文法がカバーで
きなかった、ごくわずかな隙間である微妙な言葉のニュアン
スや表現の差違を紹介・解説する。

Norman Davis編のPaston Letters and Papers of the Fifteenth 
Century (Oxford University Press, Part I: 1971, Part II: 1976) を
底本とするコンコーダンスを収めたCD-ROM。
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英語上達法
文法から総合力へ

中田康行　著
■ ISBN978-4-88730-764-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　162頁　2007年 4月発行    

英語能
Noh Theater in Translation

北村英子　著
■ ISBN978-4-88730-773-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　108頁　2007年 8月発行    

英語から現在が見える
英語文化学入門

小比賀香苗　著
■ ISBN978-4-88730-741-4　定価：本体 1,800円＋税　四六判　152頁　2007年 4月発行    

MORE SONGS OF OURSELVES＊

ポール・ハラ　編著
■ ISBN978-4-88730-744-5　定価：本体 1,600円＋税　A5判　96頁　2007年 4月発行   

ひかりのなかで
ABCどうぶつかるたえほん

石井早美　著
■ ISBN978-4-88730-730-8　定価：本体 3,800円＋税　B5判　54頁　2007年 3月発行   CD・かるた付

英語で楽しむ昔話

内桶真二　翻訳
■ ISBN4-88730-694-6　定価：本体 1,600円＋税　A5判　114頁　2006年 4月発行    

BLACK MUD and Other Stories＊

Jake Allsop　著
寺西雅子・向井純子・松浦加寿子　編

■ ISBN4-88730-630-X　定価：本体 1,400円＋税　B5判　54頁　2005年 7月発行   

英語を学ぶ日本人のための 基礎英語学＊

堀江周三　著
■ ISBN4-88730-581-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　196頁　2004年 9月発行    

A Comprehensive Textual  
Comparison of Chaucer’s Dream Poetry
地村彰之・松尾雅嗣・中尾佳行　編

■ ISBN4-88730-506-0　定価：本体 12,000円＋税　A4判　180頁　2002年 12月発行   

本書は「真の英語力とは何か」を読者に問いかけるものであ
る。すなわち、本格的な語学力の基本が文法力であることを
読者に認識させ、総合力の養成をめざす。本書を読破するこ
とで、有能な英語の達人へと飛躍できることを期待する。

世界無形文化遺産である能の謡曲のなかから 5作品を選び、
中学・高校生でも理解できる平易な英語に翻訳した。英語を
通して日本文化の再理解を試みる。またそれを用いた音読筆
写実践を行い英語能力向上の検証をする。

本書では、巷間に散見される英語や英語文化を収集して考察
を加える。それは現在の日本の姿を管見することであり、ま
た英語考現学であるとともに、英語文化学であり、日本の近
未来をも窺い見ることでもある。

18の現代のイギリスの叙情詩を用いて、英語での自己表現
を磨くためのテキスト。読解だけでなく、会話、インター
ネット検索、発表等の課題を行うことによってスキルアップ
をめざす。

児童英語教育 25年の実践の中から生まれた母語と文化に配慮し
た画期的な児童英語教材。アルファベット順にならべた動物の小
さな物語は、オリジナルな音楽をバックに、ナレーターの心温ま
るハーモニーを通して子ども達の言葉のセンスを磨くことができる。

「欲張りな犬」「ウサギとカメ」「キツネとカラス」「北風と太陽」
「三匹の子豚」など、なじみ深い昔話を通じて楽しく英語を学
ぶ。見開きに、本文、日本語訳、注釈、日本語意味付き語彙
リストを収録。巻末に、硬軟とり混ぜた練習問題を用意。

人間味あふれて文学的真髄も味わえる 12の短編を、見開き
2ページの平易な英語で原文のまま収録。リスニングや作品
解釈を含めた演習問題も充実。B5版の大きさで読みやすく
書き込みもできる。

これまで英語関係学部（学科）の学生向けの言語学関係の本
は、数多くあったが難解である。本書は、英語を学習する場
合に大いに役立つ言語学の基礎知識を、総括的にかつ分かり
やすく習得し、活用できるように編集した。

本書はチョーサーの夢物語詩『公爵夫人の書』諸刊本（Benson版、
Robinson版、Phillips版）、『名声の館』諸刊本（Benson版、Robinson版、
Havely版）などのテクストを比較し、テクスト相互間の共通点と相違
点を網羅的に指摘した語彙・統語研究の基礎資料である。
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ワークブックTIMEを読む

清水研明　著
■ ISBN4-88730-448-X　定価：本体 1,200円＋税　A5判　48頁　2001年 3月発行   別冊（32頁）付 

あきらめの英語＊

あるがままの国際理解教育

島田将夫・吉村雅仁　著
■ ISBN4-88730-451-X　定価：本体 2,000円＋税　A5判　198頁　2001年 10月発行    

英語再学習の技法＊

大園　弘　著
■ ISBN4-88730-364-5　定価：本体 1,500円＋税　A5判　128頁　2000年 3月発行    

英語から日本が見える

小比賀香苗　著
■ ISBN4-88730-452-8　定価：本体 1,800円＋税　四六判　160頁　2001年 9月発行    

A Comprehensive Textual  
Comparison of Troilus and Criseyde
地村彰之・松尾雅嗣・中尾佳行　編

■ ISBN4-88730-361-0　定価：本体 18,000円＋税　A4判　312頁　1999年 12月発行   

ボキャ・プレからの翻訳ワークショップ

小比賀香苗　著
■ ISBN4-88730-326-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　174頁　1999年 5月発行   

PASSPORTS TO COMPREHENSION＊

室谷洋三・ポール・ハラ　編著
■ ISBN4-88730-261-4　定価：本体 1,700円＋税　A5判　116頁　1998年 4月発行   

TIME, News week の読み方＊

論理の流れを中心に

清水研明　著
■ ISBN4-88730-254-1　定価：本体 1,700円＋税　A5判　120頁　1998年 3月発行   

古英語散文撰

井上省紀　編著
■ ISBN4-88730-297-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　124頁　1998年 11月発行 

英語では、まとまった考えを表現する時には、パラグラフが
基本的な単位となる。本書では、TIMEの記事をパラグラフ
単位で正しく解釈することから、英語の自然な流れを体得す
ることを目的とする。（解釈のヒントは別冊）

英米人を完全に圧倒できる英語力を身につけるための入門
書。「語学の天才」や「スピーチの天才」の名をほしいまま
にした先達の歩んだ道へ、無理なく体系的に導かれてゆく訓
練法と実践例をていねいに解説する。

英語を再学習しようと考えている人にとっては、基礎的で平
易な事項を正確に再学習することが、英語力を向上させるた
めに最も効果的である。本書では、主体的に取り組めるよ
う、学習の意義から実践能力の養成方法まで解説。

ちまたに拡張し浸透している英語や英語文化は、変革や進化
へと指向する現在形のわが国を物語っている。本書は、マス
メディアなどから採取した英語を分析し、考察を加えること
から、英語考現学といえるものである。

本書は、チョーサーの『トロイルスとクリセイデ』諸刊本の中で、Cp写本
に基づくBenson版、Robinson版、Windeatt版テクストとCp写本、CI写本
及び J写本を基に編集されたRoot版テクストを計量的に比較し、テクスト
の共通点と相違点を網羅的に指摘した語彙・統語研究の基礎資料である。

本書では、翻訳以前の段階から、翻訳の動機付けと考えられ
る言葉の差異や文化の背景への関心や意識の喚起を促し、翻
訳上の実際問題や各技巧、さらに練習までの広範囲を取り扱
う。翻訳の効果的なハウツーを示す手引書。

編者の書き下ろしも含めて、厳選された 19編の短篇集。す
べて 2ページ前後の新鮮な作品で、それぞれ短時間で読み
切れ、各作品ごとに設問もあり、教授効果を高める最適の英
文読解テキストである。

タイムとニューズウィークの記事の読解について、単語と構
文の説明に終わることなく、パラグラフ単位で読み、さら
に、パラグラフとパラグラフの結びつき、全体におけるパラ
グラフの流れを説明し、論理の流れを中心に解説する。

古英語の学習にとって大切なことは、テキストが読めること
である。そのため、興味をもって読み進められるように、収
録作品の厳選、グッロッサリーと脚註の充実を図り、一冊の
読本となるように編纂したものである。
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言語・語学

SMART ICECREAM and Other Stories＊

室谷洋三・ポール・ハラ　編注
■ ISBN4-88730-180-4　定価：本体 1,500円＋税　A5判　56頁　1996年 12月発行   

新版 英語学講義＊

浅田壽男　著
■ ISBN4-88730-226-6　定価：本体 1,600円＋税　A5判　112頁　1997年 5月発行    

中国語の世界 第 2 版＊

矯　学真・姜　波　著
■ ISBN978-4-86429-150-7　定価：本体 2,200円＋税　B5判　96頁　2013年 4月発行   CD付

英語学研究

浅田壽男　著
■ ISBN4-88730-193-6　定価：本体 2,427円＋税　A5判　186頁　1997年 3月発行   

独学もできる 中国語基本表現＊

趙　慧欣・趙　慧麗　著
■ ISBN978-4-88730-767-4　定価：本体 2,600円＋税　B5判　128頁　2007年 5月発行   CD付

改訂版 リズムに乗って中国語＊

能勢良子・藺　梅　著
■ ISBN4-88730-696-2　定価：本体 1,600円＋税　B5判　82頁　2006年 4月発行   

テキスト 韓国語＊

賈　鍾壽　編／金　河　著
■ ISBN978-4-86429-331-0　定価：本体 1,800円＋税　B5判　140頁　2015年 10月発行

初級テキスト みんなで話そう！韓国語Ⅰ＊

朴　珍希　著
■ ISBN978-4-86429-145-3　定価：本体 2,400円＋税　B5判　114頁　2012年 5月発行  CD付 

改訂新版 初級テキスト アンニョンハセヨ！韓国語＊

朴　点淑　著
■ ISBN978-4-86429-058-6　定価：本体 2,300円＋税　B5判　126頁　2011年 4月発行   CD付

Paul Jenningsを含む英・米・豪の作家によるユーモアとペー
ソスに溢れた作品。読者は自分の体験と重ねあわせ時には思
わず微笑を洩らす程である。また、読者の体験と関連させた
Exerciscsにより効果的な学習ができる。

英文法が無味乾燥な規則集ではなく、英米人の英語を操る直
観を説明する興味深い理論であるとの認識のもとに、単に英
語学の概論にとどまらず、身近な表現を話題にして、英米人
の直観を明らかにしようとした英語学の概説書である。

本書は初めて中国語を学ぶ人のための入門書である。中国語
を正しく表現できるように文章の成り立ちの基礎をまとめ、
煩雑な文法をひと目で理解できるように工夫した。付属の
CDを聴くことによりヒアリング力の向上もめざす。

まず、文法理論研究を、次に現代英語の実態を踏まえて、そ
れぞれ英語の文法研究と語法研究に関するものを、最後に、
語順の研究に関するものとして、主として日英語の実態をも
とに、語順を決定する原理について論じる。

本書では、中国語の言語生活で最も必要となる言い方のパ
ターンを学び、基本的な表現を習得する。また、中国語に対
する考え方、難点などを考慮し、独学することをも想定して
短期間にマスターできるよう配慮した。

本書は、中国語を「正しく、美しく読む」ことをねらいとして、
トレーニング用に編んだものである。発音の基礎をひと通りマ
スターした人を対象としているが、レベルに拘わらず、とにか
く「きれいな中国語で話したい」とお考えの方々に最適である。

韓国語の初学者を対象としたテキスト。韓国語の特徴を踏ま
えた上で、読み書きだけでなく簡単な会話ができるようにな
ることを目指す。隣国である韓国に対する理解が深まるよ
う、コラムで文化や風習についても解説している。

韓国語を楽しく学びながらコミュニケーションしたい方が、
基礎文法や作文、また簡単な実用挨拶などができるようにな
る初級テキスト。言語教育理論をベースに、著者がこれまで
の経験から生み出した教授法により工夫した。

はじめて韓国語を学ぶ学習者のための初級者用のテキスト。
学んだ表現がすぐに使えるよう、日常会話を中心とした自然
な韓国語を中心に構成し、いろいろな場面で使われる決まり
文句は、「ミニ会話」にまとめて分かりやすく編集。
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歴史言語学 第 1 号

日本歴史言語学会　発行
■ ISBN978-4-86429-191-0　定価：本体 2,500円＋税　B5判　146頁　2012年 12月発行

後期アヴェスタ語文法

野田恵剛　著
■ ISBN978-4-86429-293-1　定価：本体 3,000円＋税　A5判　260頁　2014年 12月発行   

歴史言語学 第 2 号

日本歴史言語学会　発行
大学教育出版　発売

■ ISBN978-4-86429-248-1　定価：本体 2,500円＋税　B5判　130頁　2013年 11月発行    

ソシュールと歴史言語学

神山孝夫・町田　健・柳沢民雄　著
■ ISBN978-4-86429-488-1　定価：本体 2,500円＋税　A5判　275頁　2017年 12月発行   

歴史言語学 第 3 号

日本歴史言語学会　発行
大学教育出版　発売

■ ISBN978-4-86429-294-8　定価：本体 2,500円＋税　B5判　142頁　2014年 11月発行    

歴史言語学 第 4 号

日本歴史言語学会　発行
大学教育出版　発売

■ ISBN978-4-86429-384-6　定価：本体 2,500円＋税　B5判　136頁　2015年 12月発行    

歴史言語学 第 5 号

日本歴史言語学会　発行
■ ISBN978-4-86429-429-4　定価：本体 2,500円＋税　B5判　124頁　 2016年 11月発行   

歴史言語学 第 6 号

日本歴史言語学会　発行
■ ISBN978-4-86429-487-4　本体 2,500円＋税　B5判　116頁　2017年 12月発行   

歴史言語学 第 7 号

日本歴史言語学会　発行
■ ISBN978-4-86429-994-7　定価：本体 2,500円＋税　B5判　116頁　2018年 12月発行

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連携を図り、わが国に
おけるこれらの研究の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関誌。

古代イラン語の一つアヴェスタ語の文法書。アヴェスタ語は
ゾロアスター教の聖典「アヴェスタ」の言語で、インドのサ
ンスクリットと姉妹関係にある｡ アヴェスタ語は古期と後期
に分かれており、本書では後期の言語を扱う｡

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連携を図り、わが国に
おけるこれらの研究の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関誌。

現代言語学の父ソシュールが歴史言語学に残した業績を解
説・評価し、読者を歴史言語学へと誘う。「生涯と業績」「『覚
え書』とラリンガル理論」「リトアニア語アクセントの研究」
「『講義』と歴史言語学」「座談会抄録」の各章を収める。

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連携を図り、わが国に
おけるこれらの研究の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関誌。

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連携を図り、わが国に
おけるこれらの研究の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関誌。

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連携を図り、わが国に
おけるこれらの研究の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関誌の第 5号。

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連携を図り、わが国に
おけるこれらの研究の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関誌の第 6号。

言語の歴史的研究にかかわる者相互の連携を図り、わが国に
おけるこれらの研究の発展と普及に寄与することを目的とし
て創立された、日本歴史言語学会の機関誌の第 7号。
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言語・語学

オリンピックの言語学
メディアの談話分析

神田靖子・山根智恵・高木佐知子　編著
■ ISBN978-4-86429-077-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2011年 7月発行    

印欧祖語の母音組織
研究史要説と試論

神山孝夫　著
■ ISBN978-4-88730-718-6　定価：本体 3,800円＋税　A5判　356頁　2006年 10月発行    

外国語教育と翻訳
Enseignement et Traduction des Langues étrangères

渡邉英夫　著
■ ISBN978-4-88730-660-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　172頁　2006年 2月発行   

日独両民族の時間観
時の表現にみる言語事実をふまえて

麦倉達生　著
■ ISBN4-88730-459-5　定価：本体 2,800円＋税　A5判　288頁　2001年 10月発行   

ドイツ語コンパクト＊

清水光二　著
■ ISBN4-88730-431-5　定価：本体 1,600円＋税　A5判　88頁　2001年 4月発行   

本書は、オリンピックを共通テーマとして、文化的・国家的
背景が、人々のオリンピックの受け止め方に影響を与え、ま
た自国に対するそれぞれの文化固有のナショナリズムを形成
するかを、広義の談話分析の観点から分析する。

2世紀以上にわたる研究成果を踏まえ、新たな視点から印
欧祖語の母音組織と母音交替現象の謎に迫る。内外の主な研
究者の写真と経歴・業績が掲載され、印欧語比較言語学と言
語類型論の発達史を概観するのにも有益。

なかなか成果の上がらない外国語教育。その原因は日本語独
特の文構造と、特異な翻訳のプロセスにある。漢文と、その
訓読から生まれた〈直訳〉を介在する外国語教育の限界を明
らかにする。他に外国語教育をめぐる関連論文を含む。

時制としては、まず形態上がより整っているドイツ語の方か
ら取り上げ、両語の時制体系を比較・検討する。そして、そ
れによって確認される言語事実をふまえた上で、その背後に
ある時間観の相違を明らかにする。

本書は、ドイツ語を大学で初めて学ぼうとしている人たちを
対象に書かれたテキストである。多様な学生が大学に進学し
てくる時代に合わせて、できるだけ平易で、そして簡潔な説
明となるように新しく編集する。
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増補改訂版 童話のすすめ
よりよく子どもを理解するために

三宅光一　編著
■ ISBN978-4-86429-000-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　216頁　2010年 6月発行   

ASシリーズ第 5巻
ハルキとハルヒ
村上春樹と涼宮ハルヒを解読する
土居　豊　著

■ ISBN978-4-86429-127-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2012年 4月発行   

どっこい

深水鮟鱇　著／植田麻奈美　絵
■ ISBN978-4-86429-368-6　定価：本体 880円＋税　A4判　16頁　2016年 4月発行   

文芸くらしき 第 13 号
倉敷市民文学賞作品集

財団法人倉敷市文化振興財団　企画・編集
■ ISBN978-4-88730-976-0　定価：本体 953円＋税　A5判　230頁　2010年 3月発行   

文芸くらしき 第 19 号
倉敷市民文学賞作品集

財団法人倉敷市文化振興財団　企画・編集
■ ISBN978-4-86429-393-8　定価：本体 1,000円＋税　A5判　222頁　2016年 3月発行   

文芸くらしき 第 20 号
倉敷市民文学賞作品集

財団法人倉敷市文化振興財団　企画・編集
■ ISBN978-4-86429-446-1　定価：本体 1,000円＋税　A5判　194頁　2017年 3月発行   

文芸くらしき 第 21 号

公益財団法人 倉敷市文化振興財団　企画・編集
■ ISBN978-4-86429-507-9　定価：本体 1,000円＋税　A5判　200頁　2018年 3月発行

おかやま しみんのどうわ 2008
第 23回「市民の童話賞」入賞作品集

岡山市・岡山市文学賞運営委員会　編
■ ISBN978-4-88730-808-4　定価：本体 953円＋税　A5判　170頁　2008年 1月発行   

本書は、児童文学作品を紹介しながら、それがもつ楽しさ、
面白さを明らかにする。さらに、そのことは、子どもの生態
を知ることにつながり、児童文学の本質を、大人と子どもを
含めた三者関連の中での論述を試みた。

本書では、『涼宮ハルヒ』シリーズと村上春樹作品との意外
な関連を読み解く。現代日本人が求めてやまない魅力的な物
語を描き、また世界的に大ヒットしたという共通点をもつ両
者を並べて論じた、これまでにない一冊。

人生はさまざまな困難に満ちており、思うようにならない。
登場する三匹の子ブタは、そんな困難にめげず、「どっこい」
とたくましく生きることで、道を切り拓いていく。子どもた
ちへの読み聞かせ用の絵本である。

倉敷市民の文芸活動の振興・発展を目的に、平成 9年度に
創設された倉敷市民文学賞は今回で 13回目を迎える。応募
者数 579名の中から、小説・随筆・童話・現代詩・短歌・
俳句・川柳部門受賞作品、全 70作品を紹介。

倉敷市民の文芸活動の振興・発展を目的に、平成 9年度に創
設された倉敷市民文学賞は今回で 19回目を迎える。応募者
数 847名、応募作品 1866点の中から小説・随筆・童話・現
代詩・短歌・俳句・川柳部門受賞作品、全 71作品を紹介。

倉敷市民の文芸活動の振興・発展を目的に、平成 9年度に創
設された倉敷市民文学賞は今回で 20回目を迎える。応募者
数 1,001名、応募作品 2143点の中から小説・随筆・童話・
現代詩・短歌・俳句・川柳部門受賞作品、全 69作品を紹介。

倉敷市民の文芸活動の振興・発展を目的に、平成 9年度に創
設された倉敷市民文学賞は今回で 21回目を迎える。応募者
数 611名、応募作品 1,204点の中から小説・随筆・童話・現
代詩・短歌・俳句・川柳部門受賞作品、全 71作品を紹介。

第 23回岡山市文学賞「市民の童話賞」の入賞作品集。ユーモア
やファンタジーを交えながら自己と他者のかかわりを描いた作品、
幼い子どもや少年少女の目線から見える世界を豊かなタッチで表
現した作品など、それぞれの作者の思いがあふれる 13編を収録。

文学・芸術・随筆
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岡山県歌人会作品集 第 13

岡山県歌人会　編
■ ISBN978-4-88730-945-6　定価：本体 3,000円＋税　A5判　196頁　2009年 10月発行   

おかやま しみんのどうわ 2009
第 24回「市民の童話賞」入賞作品集

岡山市・岡山市文学賞運営委員会　編
■ ISBN978-4-88730-887-9　定価：本体 953円＋税　A5判　160頁　2009年 1月発行   

岡山県歌人会作品集 第 14

岡山県歌人会　編
■ ISBN978-4-86429-229-0　定価：本体 3,000円＋税　A5判　184頁　2013年 10月発行   

おかやま しみんのどうわ 2010
第 25回「市民の童話賞」入賞作品集

岡山市・岡山市文学賞運営委員会　編
■ ISBN978-4-88730-958-6　定価：本体 953円＋税　A5判　156頁　2010年 1月発行   

岡山県歌人会作品集 第 15

岡山県歌人会　編
■ ISBN978-4-86429-473-7　定価：本体 3,000円＋税　A5判　196頁　2017年 10月発行   

歌集 方形の窓
龍短歌会叢書第 227篇

松下政子　著
■ ISBN978-4-88730-885-5　定価：本体 2,500円＋税　A5判　204頁　2009年 1月発行   

新訂版 詩集 雪の花びら
電動タイプでうたう

妙見幸子　著
■ ISBN978-4-88730-844-2　定価：本体 1,500円＋税　四六判　248頁　2008年 6月発行   

歌集 あべまきの林から
龍短歌会叢書第 221篇

大森智子　著
■ ISBN978-4-88730-805-3　定価：本体 2,500円＋税　A5判　192頁　2007年 12月発行   

雪月花
書とことばの贈り物

田尻雅代　著
■ ISBN978-4-88730-787-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　112頁　2007年 9月発行   

先人の残した古典に学び、現代の若者たちの気風を知り、そ
れらの中から、現代に生活する者の、喜びや悲しみや怒りを
五句三十一音の中に表現する短歌。岡山県歌人会が 4年毎
にまとめており、今回は会員 337名の短歌を収録した。

第 24回岡山市文学賞「市民の童話賞」の入賞作品集。ユーモア
やファンタジーを交えながら自己と他者のかかわりを描いた作品、
幼い子どもや少年少女の目線から見える世界を豊かなタッチで表現
した作品など、それぞれの作者の思いがあふれる 12作品を収録。

先人の残した古典に学び、現代の若者たちの気風を知り、そ
れらの中から、現代に生活する者の、喜びや悲しみや怒りを
五句三十一音の中に表現する短歌。岡山県歌人会が 4年毎
にまとめており、今回は会員 337名の短歌を収録した。

第 25回岡山市文学賞「市民の童話賞」の入賞作品集。ユーモア
やファンタジーを交えながら自己と他者のかかわりを描いた作品、
幼い子どもや少年少女の目線から見える世界を豊かなタッチで表現
した作品など、それぞれの作者の思いがあふれる 11作品を収録。

先人の残した古典に学ぶ、現代の若者たちの気風を知り、そ
れらの中から、現代に生活する者の、喜びや悲しみや怒りを
五句三十一者の中に表現する短歌。岡山県歌人会が 4年毎
にまとめており、今回は会員 370名の短歌を収録した。

10代の終わりより、折に触れての心のゆらぎを書き留めてきた短歌
2300余首の中から 545首を選び、年代順にまとめた。市井の片隅
で娘、妻、母、そして一人の人間として、その時々を一生懸命に
生きてきた自分自身を見つめ直し、未来への指針としてつなげる。

14歳の時に電動タイプに出合い、それまで頭の中で浮かべるだけ
だった文字を詩に打ち出すようになった。以来、書きためたものを
選び、まとめた。ふつうの女の子がもっている障害を乗り越えるこ
とを心に描く。深く心へ語りかける詩の世界を感じられる 1冊。

家のどの窓からでも見えるあべまきの林は、作者の生活の基
盤であり、発信はすべてここからである。短歌の世界に入っ
てからの 20年、壮年期を傾けた短歌を 573首選び、まとめ
た。日常生活の物事を淡々と敏感にとらえている。

2003年 9月より津山朝日新聞の木曜「津山ふれあい伝言板」紙
上ギャラリー『徒然なるままに』のコーナーに掲載した作品をま
とめたもの。気になる俳句・短歌・格言・ことわざ等のことば
を、読める書に短い解説を加えて自由な感性で柔軟に表現した。
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独り精進
龍短歌会叢書第 222篇

小見山輝　著
■ ISBN978-4-88730-809-1　定価：本体 2,800円＋税　四六判　412頁　2008年 1月発行   

万葉集の題材と表現

渡辺　護　著
■ ISBN4-88730-653-9　定価：本体 4,800円＋税　A5判　404頁　2005年 11月発行   

物語構造分析の理論と技法＊

CM・アニメ・コミック分析を例として

高田明典　著
■ ISBN978-4-88730-986-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　326頁　2010年 4月発行    

俳句表現の研究

柴田奈美　著
■ ISBN4-924400-74-2　定価：本体 2,427円＋税　四六判　192頁　1994年 2月発行   

アイリス・マードックと宮澤賢治の同質性
両者を結びつける絆Rabindranath Tagore

室谷洋三　編訳
■ ISBN978-4-86429-219-1　定価：本体 2,625円＋税　A5判　116頁　2013年 6月発行    

「自己」の向こうへ
コンラッド中・短編小説を読む

山本　薫　著
■ ISBN978-4-86429-166-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　160頁　2012年 10月発行    

現代アメリカ小説研究

竹本憲昭　著
■ ISBN978-4-86429-054-8　定価：本体 2,800円＋税　A5判　262頁　2011年 4月発行    

裏切り者の発見から解放へ
コンラッド前期作品における道徳的問題

山本　薫　著
■ ISBN978-4-86429-008-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　136頁　2010年 7月発行    

フロベール論考 2

木之下忠敬　著
■ ISBN4-88730-588-5　定価：本体 2,800円＋税　A5判　232頁　2004年 9月発行   

約 30年にわたり、「岡山県歌人会会報」をはじめ、いろい
ろなところに執筆し、発表したものの中から一部を選び、ま
とめた。季節・旅・言葉などを取り上げ、さまざまな視点か
ら、歌にまつわる事象について述べる。

古代日本の人々は、その人生から何を題材として選び、どの
ように歌をなしたのだろうか。それらの題材はなぜ必然のも
のとして選び取られたのか。万葉人たちの表現と手法の解析
からその実態を探る。

本書は、第 1部では物語構造分析の理論的背景を解説し、
第 2部では映像作品に対して物語り構造分析を適用する場
合の具体的な手順を解説する。また、第 3部ではCMやアニ
メ・コミックなどを実際に分析した事例を示す。

国際社会の中における日本の自覚、日本人のための日本語教
育の重要性が再認識されている今日、日本独特の俳句表現に
ついて、俳論史・俳論・作家研究をとおして論究する。

『Jackson’s Dilemma』と『アメニモマケズ』はどちらもデクノボウ
を理想としているが、二人に大きな影響を与えたのがインドのノー
ベル賞詩人Tagoreである。この関係を解説すると共に、マードッ
クと著者との往復書簡をはじめて公開し、彼女の素顔を紹介する。

本書は、孤独な個人の苦悩する自意識を描いた作品で知られ
るコンラッドが、「個人」の描写を超え、伝統的な共同体で
もない何か複数的な存在を探究するに至るまでの奇跡をたど
るものである。

現代アメリカ小説の中でも、特に実験的・脱中心的な傾向を
持つホークス、ギャディス、リードなどポストモダン系の作
家やディック、ル＝グィン、ギブスンなどのSF作家による
作品を取り上げ、それぞれの小説の魅力を多彩に論じる。

本書は、コンラッドの前期作品における「裏切り」の問題を、主
人公のみならず語り手の問題としてもとらえ、自らを「裏切り者」
として発見し、遂には解放しようとする語り手を通して、前期コン
ラッドが「裏切り」を巡る道徳的問題から脱却していく軌跡を辿る。

1847年から 1852年におけるフロベールの文学的美意識のあ
りようを、彼の削除訂正の方法、その目的と意味から検証し、
マキシム・デュ・カンとの共同執筆である『野越え浜越え』
の自筆原稿、筆写原稿が孕む未解決の問題を明らかにする。
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ユダヤ系アメリカ文学研究

陣﨑克博　著
■ ISBN4-88730-382-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2000年 3月発行   

フェティシズムの箱

桑原隆行　著
■ ISBN4-88730-497-8　定価：本体 2,600円＋税　A5判　260頁　2002年 9月発行   

Toni Morrison
The Making of Politicized Muse

中谷ひとみ　著
■ ISBN4-88730-341-6　定価：本体 2,500円＋税　A5判　196頁　1999年 7月発行   

ゾラ・ニール・ハーストンの研究
解き放たれる彼ら

前川裕治　著
■ ISBN4-88730-422-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　224頁　2001年 3月発行   

DEIRDRE

三宅忠明　編
■ ISBN4-88730-305-X　定価：本体 36,000円＋税　A4判　1,280頁　1999年 1月発行   

イギリス文学と神話

戸田　仁　著
■ ISBN4-88730-155-3　定価：本体 1,942円＋税　四六判　256頁　1998年 4月発行   

OCCASIONAL ESSAYS by IRIS MURDOCH

室谷洋三・ポール・ハラ　編
■ ISBN4-88730-251-7　定価：本体 3,500円＋税　A5判　116頁　1998年 5月発行   

Poems by Iris Murdoch

室谷洋三・ポール・ハラ　編
■ ISBN4-88730-203-7　定価：本体 3,000円＋税　A5判　116頁　1997年 4月発行   

ヴェールトとイギリス

髙木文夫　著
■ ISBN978-4-86429-251-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2014年 3月発行   

その作品のユダヤ性が最も濃厚な 5人の作家（カーン、シ
ンガー、マラマッド、ベロー、ロス）のユダヤ性に対する態
度・考え方の共通点と相違点を比較検討し、ユダヤ系アメリ
カ文学の本質と特有の魅力を浮き彫りにする。

偏愛する事柄についてのファンタスム。文学を始めとする多彩な快
楽をめぐる言説。恋と異国と言葉の薫りが匂い立つ評論集。軽快で
魅力的な精神を持つ読者に、読むことの至福を贈る。時間と空間に
遊ぶ蠱惑の誘惑的な読書体験を文学の新しい読み方として提案する。

1993年度ノーベル文学賞のToni Morrisonによる『青い眼が
欲しい』（1970）から『パラダイス』（1997）までの小説作
品にこれまでとは違う独自の視点から切り込み、彼女の文学
の本質に迫ろうとした野心的な作家作品論。

アメリカ南部黒人女流作家のハーストンの短編と長編小説を
対象に、心の自由をめざす人々に光があてられる。本書で
は、アリス・ウォーカーなどに影響を与えたといわれる作家
の全体像を明らかにする。

ケルトの代表的な悲恋ロマンス「デァドラ」の物語は、18
世紀スコットランドの詩人 J. マクファーソンが詩物語とし
て文学作品化した。本書では、数多くの作品の中から伝説の
真髄ともいえる最重要作品 45点を精選編纂した。

D. H. ロレンスを通して神話に関心を持つようになった著者
が、ロレンスの二元論哲学に準拠した二分法により、『ハム
レット』『嵐が丘』『ダーバヴィル家のテス』『息子と恋人』『翼
のある蛇』の 5つの作品について論考する。

アイリス・マードックの随筆と対談集である。学生時代のみ
ずみずしい作品、作家としての名声を確立した後の啓蒙的な
随筆、そして編者との対談は、彼女の時代を読み込んだ洞察
力と豊かな感性を伝えるには十分である。

マードックの小説や哲学的著作が広く愛読されているのに比
べて、詩はほとんど公にされていない。今般彼女の長年の知
己である編者によって、少女時代から最近に至るまでの全詩
がはじめて本書にまとめられた待望の書である。

本書はドイツ三月革命期の詩人ゲオルク・ヴェールトGeorg 
Weerth (1822～ 1856と 19世紀の最先進工業国であり初期
ヴィクトリア朝のイギリスの関わりについて述べた書であ
る。
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イェイツとその周辺

日下隆平　著
■ ISBN4-88730-369-6　定価：本体 2,800円＋税　A5判　240頁　1999年 12月発行    

アルベール・カミュ研究
不条理系列の作品世界

粟国　孝　著
■ ISBN978-4-86429-250-4　定価：本体 2,800円＋税　A5判　258頁　2014年 1月発行   

文化と教養＊

比較文学　講演の旅

新田義之　著
■ ISBN4-88730-393-9　定価：本体 2,500円＋税　A5判　250頁　2000年 5月発行   

宗教性にやどる「文学の力」を求めて
ドストエフスキー、ジッド、サン＝テグジュペリ、カミュ

山本和道　著
■ ISBN978-4-86429-443-0　定価：本体 2,500円＋税　A5判　222頁　2017年 3月発行    

比較文学への誘い＊

東西文学十六章

新田義之　著
■ ISBN4-88730-258-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　180頁　1998年 4月発行   

音楽における永遠をめざして
音楽のパトグラフィー 2

大谷正人　著
■ ISBN978-4-86429-202-3　定価：本体 1,600円＋税　A5判　120頁　2013年 3月発行    

文学の仲介者ヴァレリー・ラルボー
ラルボーとホイットマン、バトラー、ジョイスとラテンアメリカの作家たち

西村靖敬　著
■ ISBN978-4-86429-474-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　192頁　2017年 11月発行    

記憶の薄暮
17 世紀英国と伝記

齊藤美和　著
■ ISBN978-4-86429-531-4　定価：本体 2,000円＋税　A5判　190頁　2018年 8月発行 

広島女学院大学叢書第 7号
画家の旅
日本画家中庭煖華の日記にみる旅と日常

福田道宏　著
■ ISBN978-4-86429-524-6　定価：本体 2,000円＋税　A5判　204頁　2018年 8月発行 

本書は、イギリス文学史上に大きな足跡を残したアイルラン
ド生まれの詩人W. B. イェイツの研究書である。イギリスの
支配のなかで育った詩人の帰属性と彼の思想形成に大きな影
響を与えた作家や芸術運動との関連について論じる。

アルベール・カミュの不条理の思想を核として展開する『裏
と表』『結婚』『異邦人』『シーシュポスの神話』『カリギュラ』
等、不条理系の作品群を詳細に考察し、ヒューマニズムに基
づくカミュの生の思想・哲学を明らかにする。

比較文学・比較文化を専攻する著者が、様々な機会にその時
折りの聴衆を相手に行った講演の記録から、比較的最近の
15篇を選んで一冊にまとめる。描き出された東西文化の出
会いの種々相は、著者の体験に深々と裏打ちされている。

カミュの文学とドストエフスキーの文学を比較して、宗教
性、キリストへの意識がどのように彼らの文学作品を形成し
ているかを探求し、また、ジッドとサン＝テグジュペリの文
学についても論述し、キリスト教文学の可能性を探る。

比較文学の基本的な考え方を様々な作品解釈の実例を示しな
がら、分かりやすく説いた比較文学概論である。従って、大
学での教材としてだけでなく、講義案作成の見本として、ま
た一般読者には楽しい読み物でもある。

精精神科医兼指揮者の経験を生かし、臨床心理学的視点や音
楽学的視点から、超越性・永遠性などについて論じる。ベー
トーヴェンやマーラーなど大音楽家の作品やその演奏が、い
かにして永遠性をもちうるのであろうか。

フランスの作家ヴァレリー・ラルボーによるホイットマン、バ
トラー、ジョイスやラテンアメリカ作家たちに関する翻訳や批
評の仕事を取り上げ、「文学の仲介者」ラルボーの全貌に迫り、
彼が国際的な文学の交流に果たした役割を明らかにする。

本書では、英国近代初期の伝記を論じる。著書に付された前
書きや献呈書簡、追悼詩など、狭義の伝記に囚われることな
く考察の対象とし、また章ごとに視点を変え、17世紀の伝
記を多角的に捉える。

再興院展の日本画家中庭煖華（1901～ 78）。戦後の 60年代
の日記をひもとき、年 1作の出品作にかける創造の軌跡と、
その間の仕事の旅や家族との旅を通じて、画家にとっての旅
と日常をかいまみる。日記の翻刻も挿図とあわせて収載。
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文学・芸術・随筆

ピアノ伴奏によるクラリネット 
のための 40 の練習曲＊

V. ブランク　編／藤井一男　監修／岡田知也　編著
■ ISBN4-88730-697-0　定価：本体 2,400円＋税　A4判　118頁　2006年 6月発行   

現代フランスの音楽事情＊

永島　茜　著
■ ISBN978-4-88730-964-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　280頁　2010年 4月発行    

音楽のパトグラフィー
危機的状況における大音楽家

大谷正人　著
■ ISBN4-88730-483-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　130頁　2002年 5月発行   

伴奏づけと即興演奏＊

熊澤住子　著
■ ISBN978-4-88730-784-1　定価：本体 1,800円＋税　B5判　120頁　2007年 8月発行   

苦悩に満ちた宮廷画家
郎世寧による異文化の受容と変貌

王　凱　著
■ ISBN978-4-88730-984-5　定価：本体 2,300円＋税　A5判　204頁　2010年 4月発行

清王朝の宮廷絵画
郎世寧とその周辺の画家たち

王　凱　著
■ ISBN978-4-86429-363-1　定価：本体 2,300円＋税　A5判　220頁　2016年 4月発行 

中国宮廷美術史＊

王　凱　著
■ ISBN978-4-86429-330-3　定価：本体 2,300円＋税　A5判　208頁　2015年 4月発行    

紫禁城の西洋人画家＊

ジュゼッペ・カスティリオーネによる東西美術の融合と展開

王　凱　著
■ ISBN978-4-88730-936-4　定価：本体 2,300円＋税　A5判　210頁　2009年 10月発行    

最良の友人たち

ヒュー・ホワイトモア　著／河野賢司　訳
■ ISBN978-4-86429-233-7　定価：本体 1,600円＋税　A5判　114頁　2014年 7月発行   

V.ブランク 40のエチュードはクラリネット奏者をめざす学
習者が、その課程において必ず取り組むエチュードである。
本書ではピアノ伴奏を付けることにより、和声感・フレーズ
感の一例を明確に示すことを試みた。

現代フランスの音楽に対する公的支援・教育がどのように行
われているか、その全体像を紹介する書籍は少ない。本書で
は、現代フランスにおける音楽を支援する政策・制度・事例
等を紹介し、フランス音楽政策の全体像を紹介する。

精神科医として診療する傍ら、アマチュア・オーケストラ
の指揮者を務める著者による病跡学的研究。モーツァルト、
シューベルト、マーラーといった 6人の天才音楽家を扱い、
危機的状況における音楽家について考察する。

保育士や教員には、子どもの発達や活動状況に応じて臨機応
変に対応することができる音楽的応用力が求められる。本書
は、旋律の伴奏づけや即興演奏の方法を、基礎から段階的に
学習することができるようにまとめたテキストである。

清王朝の康煕・雍正・乾隆三帝に仕えたイタリア人の清朝宮
廷画家ジュゼッペ・カスティリオーネの絵画を比較文化的・
比較芸術学的な視点から絵画の寓意を解明し、そして、各国
における彼の作品の現存状態を徹底的に考察した。

清王朝の宮廷画家たちが描いた絵画作品には、東西美術の融
合により当時の中国文化を色濃く再現しており、その新たな
美意識の生成は、その画技で清王朝の歴史と宮廷の様子を記
録し、数多くの歴史的名作を残している。

数千年の中国宮廷美術の流れによって、その封建社会の政
治、軍事、文化などの全体像を見ることができる。遥か昔の
秦、漢、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明、清の
歴代宮廷画家が描いた歴史の真実を我々に伝えてくれる。

清王朝の康煕・雍正・乾隆三帝に仕えたジュゼッペ・カスティ
リオーネ（郎世寧）は、清朝宮廷西洋人画家として半世紀間、
絵を描き続けた人物である。本書は彼の生涯と早期の西洋画、
中国での東西折衷の絵画の代表作の内容を中心に、詳述する。

ホワイトモアの 2幕劇（1988年初演）の邦訳書。アイルラ
ンドの劇作家バーナード・ショー、美術館長シドニー・コカ
レル、修道院長デイム・ロレンシアの交友を、3人の書簡や
日記からの引用で構成した戯曲である。
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シェイクスピア劇
歴史的な腐敗と更新のドラマ

大沢　猛　著
■ ISBN4-88730-199-5　定価：本体 1,942円＋税　A5判　232頁　1997年 3月発行   

アイルランド戯曲
リアリズムをめぐって

前波清一　著
■ ISBN978-4-86429-014-2　定価：本体 2,800円＋税　A5判　264頁　2010年 8月発行    

木下メソッド・コンポジションレッスン
平面コンポジション＊

木下　武　著
■ ISBN978-4-86429-489-8　定価：本体 1,000円＋税　A5判　64頁　2018年 2月発行 

アイルランド演劇
現代と世界と日本と

前波清一　著
■ ISBN4-88730-587-7　定価：本体 2,800円＋税　A5判　232頁　2004年 9月発行   

場と空間構成
環境デザイン論ノート

伊藤哲夫　著
■ ISBN4-88730-566-4　定価：本体 2,200円＋税　B5判　132頁　2004年 4月発行   

視覚デザインの歴史
グラフィックスと複製の歩み

白石和也　著
■ ISBN4-88730-376-9　定価：本体 3,200円＋税　A5判　408頁　2000年 4月発行   

新版 美／学＊

酒井紀幸・山本恵子　編著
■ ISBN978-4-88730-908-1　定価：本体 2,000円＋税　A5判　232頁　2009年 7月発行    

現象学的スポーツ運動観察論

佐藤　徹　著
■ ISBN978-4-86429-537-6　定価：本体 5,500円＋税　A5判　358頁　2018年 11月発行 

芸術・スポーツ文化学研究
北海道教育大学岩見沢校
芸術・スポーツ文化学研究編集部会　編

■ ISBN978-4-86429-320-4　定価：本体 3,800円＋税　A5判　432頁　2015年 4月発行    

『リチャード三世』『ジュリアス・シーザー』『ハムレット』
『マクベス』『リア王』『アントニーとクレオパトラ』といっ
たシェイクスピア劇を、主人公の心に内面化された歴史的な
腐敗と更新の葛藤として解説する。

アイルランド演劇の伝統と魅力は、「ポエティック」よりむしろ「リ
アリスティック」と捉えられるところにある。19世紀末から始まる
アイルランド演劇を「近代劇」と「現代劇」に分け、それぞれ 6人
の代表的作家を選び、そのほとんどの作品を対象とし、考察する。

基礎デザイン教育は、ドイツのバウハウスにおける造形教育
「コンポジションレッスン」から始まったが、未完成であった。
著者は調査研究と授業実践により独自の教育方法として完成
させ、本書はその中の平面コンポジション用のテキストである。

イェイツ、グレゴリー夫人等の「アイルランド文芸復興期」の劇作家
のドラマツルギー研究を世に問うてきた著者によるオケイシー、ジョン
ストン、ベケット等を選んで、そのドラマツルギーを考察。第二部と
第三部はアイルランド演劇と世界、日本との比較演劇的考察である。

建築や環境の計画において、計画する場に立ち、身体で思考
することが重要であることを、豊富な事例に則して示す。ま
た従来、重要視されなかった計画における偶然性の概念・作
意の限界などの意味にも触れる。

これまでの製品のデザイン史、あるいはポスター史とは違っ
てグラフィックスによる視覚コミュニケーションと 20世紀
末に出現した新メディアが来るべき 21世紀の複製の問題を
どのように変えるかを予測したデザイン史である。

異なるベクトルが拮抗しあうときに生じる一つの「かたち」
を文化とするならば、それを簡単には捉え尽くすことはでき
ない。その文化という壮大な精神的ネットワークを解きほぐ
しながら、美と美学のあり方を捉え直す。

スポーツ指導における運動観察では、動きの外形的特徴だけ
ではなく、実施している者の動感志向性まで見抜く能力が求
められる。本書は、意識を持った人間の動きの本質を現象学
的に把握する観察法について論究したものである。

本書は、北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科
の教員による研究論集である。大きく 5つの研究領域に分
類し、研究概要を総観し、芸術とスポーツの持つ文化的可能
性を探る。
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文学・芸術・随筆

ありがとう、大好き！
亡き両親に感謝をこめて

千種民江　著
■ ISBN978-4-86429-039-5　定価：本体 800円＋税　四六判　100頁　2010年 12月発行   

芸術・スポーツ文化学研究 2
北海道教育大学岩見沢校
芸術・スポーツ文化学研究編集部会　編

■ ISBN978-4-86429-361-7　定価：本体 3,200円＋税　A5判　368頁　2016年 3月発行  

アイリス・マードック随筆対談集

室谷洋三　編訳
■ ISBN4-88730-332-7　定価：本体 1,900円＋税　A5判　91頁　1999年 5月発行   

芸術・スポーツ文化学研究 3
北海道教育大学岩見沢校
芸術・スポーツ文化学研究編集部会　編

■ ISBN978-4-86429-440-9　定価：本体 3,600円＋税　A5判　376頁　2017年 4月発行  

肖像画家の回想
アイルランドとアメリカからのエッセイ
ジョン・バトラー・イェイツ　著
日下隆平　監訳／藤居亜矢子　訳

■ ISBN978-4-86429-208-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　108頁　2013年 4月発行    

著者の子ども時代の両親や姉妹との思い出を、会話を交えな
がら回想する。勉強のさせ方、手伝いのさせ方、節約や我慢
のさせ方などのしつけや教育の実践方法を、親子の会話をと
おして、著者の家庭教育論を述べる。

北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科の教員に
よる研究論集第 2巻。大きく 5つの研究領域に分類し、研
究概要を総観し、芸術とスポーツの持つ文化的可能性を探
る。

20世紀英国文壇を代表する作家であるアイリス・マードッ
クの小説と哲学的論文に関しては、わが国でも早くから翻訳
され多くの人々に愛読されてきた。本書は、あまり紹介され
ていない随筆・対談集の翻訳である。

北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツ文化学科の教員に
よる研究論集第 3巻。大きく 5つの研究領域に分類し、研
究概要を総観し、芸術とスポーツの持つ文化的可能性を探
る。

英語圏を代表する詩人ウイリアム・バトラー・イェイツの父親として
知られるが、肖像画家、挿絵画家、エッセイストとしても著名な人
物である。サミュエル・バトラーの回想からワッツの絵画にいたるま
で著者の深い思想と故国への思いがうかがわれるエッセイである。
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新版 からだに優しい味わいレシピ

三宅妙子　編著
■ ISBN978-4-86429-023-4　定価：本体 2,400円＋税　B5判　172頁　2010年 9月発行   

子どもと初心者のための笑顔のレシピ

秋永優子・久川佐紀子　著
■ ISBN978-4-88730-897-8　定価：本体 1,000円＋税　B5判　50頁　2009年 2月発行   

酢っきり爽快！酢の健康レシピ
岡山県立大学地域共同研究機構　監修
山下広美　著

■ ISBN978-4-86429-062-3　定価：本体 1,800円＋税　B5判　138頁　2011年 6月発行   

これだけは知っておきたい
食品用語ハンドブック

真部孝明　著
■ ISBN4-88730-119-7　定価：本体 1,457円＋税　A5判　128頁　1995年 4月発行   

みんなの健康教育
健康管理と病気の成り立ち

前橋　明　編著／佐野祥平　著
■ ISBN978-4-86429-405-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　130頁　2017年 7月発行    

メタボ＆ロコモ予防講座
メタボとロコモの意外な関係

坂手誠治・増子佳世・水上由紀　編著
■ ISBN978-4-86429-401-0　定価：本体 1,700円＋税　四六判　190頁　2016年 8月発行    

新常識！身体健康学

佐々木拓男　著
■ ISBN978-4-86429-391-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　192頁　2016年 9月発行    

美味しくて健康的で太らない
ダイエットなら地中海式

佐々木巌　著
■ ISBN978-4-86429-282-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　202頁　2014年 9月発行    

摂食・嚥下機能低下により、食事介助がなければ食べられない高齢
者でも食事を楽しめるように、高齢者福祉施設の管理栄養士らと検
討した、普段手に入る食材を使って作るからだに優しいレシピを紹介。
各料理の物性値および嚥下レベル、各料理 1人分の栄養価も掲載。

料理初心者がスライド式図解で、日常の食事の調理方法を学ぶこ
とができる入門書。小学生高学年の調理実習で、また親子で実践
したいレシピを紹介。毎日の食事の基本となるメニューをマスター
し、自分で料理を作ることのできる喜び、食べる幸せを味わいたい。

本書は、食酢料理のレシピを紹介するだけでなく、旬の食材
を用いてできるだけ時間をかけずに簡単で、かつ栄養バラン
スのとれた献立の提案を目標にして執筆しました。それに加
えて食材の栄養情報や健康情報も盛り込みました。

食品関係の用語解説を、辞典スタイルの類書が多い中、最新
用語を含め、できるだけ簡潔に説明している。また、学生や
技術者に便利なように英語を並記し、実用的に編集。

日々充実した生活を送るためには、健康管理が重要である。
そのためにまず生活習慣の悪さからくる疾患の成り立ちにつ
いて説明し、特に子どもの健康管理で、健康づくりと体力、
運動と栄養、疲労の回復等について解説する。

本書は、これまで筆者らが市民対象に実施してきた「メタボ
＆ロコモ予防講座」の内容をベースに両者の関連性について
の解説から、栄養と運動による具体的な予防方法までを紹介
する。

本書は世間に流布する健康常識の是非を簡潔に切り込みつ
つ、画一的な運動法等ではなく、具体的な身体矯正法、東洋
医学的養生法、メンタルケア等の側面から不安を払拭し医療
に依存しない豊かな営みを実現する新しい指南書。

臨床医学・疫学研究でも確認されている「地中海式ダイエッ
ト法」は、減量法ではない最も優れた食事療法の食事モデル。
本書は、このダイエット法の「美味しい食事＝健康的な食事
＋太らない食事」という法則をわかりやすく解説する。

家庭・健康
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家庭・健康

成功する自己採点式ダイエット＊

健康科学の立場からリバウンドしないセーフティダイエットを実践する

吉武信二　著
■ ISBN978-4-88730-757-5　定価：本体 1,400円＋税　四六判　156頁　2007年 4月発行   

女性のための健康ダイエット支援法
安全で効果的なダイエット方法を追求して

吉武信二　著
■ ISBN978-4-86429-075-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　152頁　2011年 6月発行   

新版 くらしの中の健康運動
生活習慣病・腰痛・膝痛の改善点

田中俊夫　編著
■ ISBN4-88730-576-1　定価：本体 1,300円＋税　A5判　140頁　2004年 6月発行   

フィットネスのためのノルディックウォーキング
生活習慣病・メタボリックシンドロームに最適な運動処方

佐々木巌　著
■ ISBN978-4-88730-850-3　定価：本体 1,500円＋税　A5判　126頁　2008年 5月発行   

腰のリフレッシュ体操

田中俊夫　著
■ ISBN4-88730-489-7　定価：本体 2,000円＋税　その他判　2002年 8月発行   

ラケットを用いた健康スポーツ・運動

前橋　明　編著
■ ISBN4-88730-113-8　定価：本体 1,748円＋税　A5判　134頁　1995年 6月発行   

科学的根拠に基づくダイエットの方法を統合し、自分で評価
できる新しいダイエット方法（特許出願中）として紹介する
「自己採点式ダイエット」。受講学生の成功例とともに、その
具体的な方法をわかりやすく解説した。

生活習慣病が引き起こす健康問題に加え、身体に深刻なダメージを与
えてしまう誤ったダイエットによる健康問題も深刻化している。本書
では、調査から得られたデータを基にしながら主に健康科学的な側面
から考察を加え、個人的な活用方法について、種々の提案を試みた。

今日の高度情報化社会において「運動不足病」というすぐれ
て「人間的」な病が増え続けている。それを特別な施設など
を使わず克服するには、無理なく実践できる健康運動であろ
う｡ 本書はその理論と方法を分かりやすく解説。

わが国の医療は、未病のうちに病気の芽を摘む予防医療へと
大きくシフトしている。本書では北欧フィンランド生まれの
ノルディックウォーキングを主体とした健康のためのフィッ
トネスエクササイズを紹介し、生活習慣の改善をめざす。

腰は生活の様々な場面でストレスを受けやすい場所である。疲労し
た下半身の筋肉をほぐし（ストレッチ体操）、腰を支える筋肉を強
くする（筋力づくり）ことで、腰はリフレッシュされる。これは腰
痛を改善し、心身をリラックスさせるための実習ビデオである。

広くスポーツの楽しさや意義を普及するため、スポーツ選手
達だけではなく、いろいろな年齢層の人達にスポーツを楽し
んでもらえるように分かりやすく解説する。
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土木職公務員試験 専門問題と解答
［必修科目編］第 4版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-520-8　定価：本体 3,100円＋税　B5判　282頁　2018年 4月発行

土木職公務員試験 専門問題と解答
［選択科目編］第 3版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-445-4　定価：本体 2,800円＋税　B5判　268頁　2017年 5月発行   

みんなの速記入門V式

小谷征勝　著
■ ISBN978-4-86429-036-4　定価：本体 2,000円＋税　四六判　202頁　2012年 3月発行   

土木職公務員試験 専門問題と解答
［数学編］第 2版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-277-1　定価：本体 2,000円＋税　B5判　186頁　2014年 6月発行   

土木職公務員試験 専門問題と解答
［物理編］第 3版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-500-0　定価：本体 2,500円＋税　B5判　256頁　2018年 4月発行

土木職公務員試験 専門問題と解答
［実践問題集　必修・選択科目編］第 3版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-454-6　定価：本体 2,700円＋税　B5判　250頁　2017年 6月発行   

土木職公務員試験 専門問題と解答
［実践問題集　数学・物理編］第 2版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-426-3　定価：本体 2,000円＋税　B5判　186頁　2016年 12月発行   

土木職公務員試験 専門問題と解答
［総仕上げ編］

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-252-8　定価：本体 2,800円＋税　B5判　240頁　2014年 2月発行   

国家公務員 II種試験（土木職公務員）にとって最も重要な構造力学・水理
学・土質力学を総まとめする 1冊。公務員試験とりわけ国家公務員Ⅱ種試験
（H24年度から一般職試験）に最少の労力で合格するためのテキスト。一般
職試験や総合職試験で出題された問題も新たに追加して、第 4版として発行。

「一般職試験」に出題される選択系 10科目すべてを網羅した
1冊。重要ポイントの整理と演習を通して、問題を解く能力
を養う。呼称変更にともなう訂正、解説の見直しを行い、第
3版刊行。

これまでの速記は、専門速記中心の膨大なシステムを習得しな
ければならないものであったが、最近では学校教育やビジネス
など日常生活での個人利用が広がっている。本書では、その
エッセンスを抜き出し、簡便な速記システムとして紹介する。

土木職公務員試験では、工学の基礎である数学と物理も、土
木に関する専門科目に加えて多数出題される。本書では、試
験に出るところを確実に身につけ、最小の労力で合格ライン
の正解率をめざす。姉妹編に［物理編］を用意。

土木職公務員試験では、工学の基礎である数学と物理も、土木
に関する専門科目に加えて多数出題される。本書では、解答に
至るまでのポイント（公式）を整理し繰り返し学ぶことで、問
題の解き方を判断できる力を養う。姉妹編に［数学編］を用意。

小社既刊『土木職公務員試験 必修科目編』『同 選択科目編』『同 
物理編』『同 数学編』を学び終えた人が、より高い実力をつける
ために取り組むことを目的とした実践問題集。過去問題とそれに
対する詳しい解説により、その問題で問われる内容を理解する。

小社刊『土木職公務員試験 必修科目編』『同 選択科目編』『同 
物理編』『同 数学編』を学び終えた人が、より高い実力をつ
けるために取り組むことを目的とした実践問題集。多くの過去
問題と詳しい解説により、その問題で問われる内容を理解する。

国家公務員の一般職試験（国Ⅱ試験）と総合職試験の厳選
問題を 6回分に分けて掲載し、わかりやすく解説した 1冊。
最新の過去問を解くことにより実力アップを図り、総仕上げ
を行う。

資格試験
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資格試験

建築職公務員試験 専門問題と解答
［実践問題集編］

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-453-9　定価：本体 2,000円＋税　B5判　174頁　2017年 5月発行  

建築職公務員試験 専門問題と解答
［構造・材料ほか編］第 2版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-268-9　定価：本体 2,600円＋税　B5判　250頁　2014年 5月発行   

建築職公務員試験 専門問題と解答
［計画・環境ほか編］第 3版

米田昌弘　著
■ ISBN978-4-86429-504-8　定価：本体 2,000円＋税　B5判　174頁　2018年 4月発行

構造力学・構造設計・建築材料・環境工学・建築計画・建築設
備・建築関連法規などの出題問題を一冊にまとめた実践問題集。
『構造・材料ほか編』と『計画・環境ほか編』で学習した後の総
仕上げに活用すれば、合格の確率がグーンとアップします。

国家公務員 II種試験（建築職公務員試験）に出題される構造
力学・構造設計・建築材料・一般構造・建築施工に関する内
容をまとめた 1冊。重要ポイントの整理と演習を通して問
題を解く能力を養い、合格ライン突破をめざす。

国家公務員Ⅱ種試験（建築職公務員試験）に出題される環境
工学・建築計画各論・建築設備・建築史等に関する内容をま
とめた 1冊。第 3版刊行。重要ポイントの整理と演習を通
して問題を解く能力を養い、合格ライン突破をめざす。
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AS（Academia-Society）シリーズ
激動する現代世界を各専門分野における最新成果により読み解き、その知見を社会で共有化するこ
とで、私たちの生きるための糧となり、指針となることを期待して刊行。特に、専門用語や難解な
表現はできるだけ平易に解説している。大学のテキストとしても最適。

第 1巻
アメリカ政治史の基本
植民地時代からオバマ大統領、沖縄問題まで
向井洋子　著

■ ISBN978-4-86429-091-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　182頁　2011年 10月発行    

第 2巻
英語で学ぶ現代アメリカ水産業
山元里美　著

■ ISBN978-4-86429-092-0　定価：本体 1,600円＋税　A5判　114頁　2011年 10月発行    

第 3巻
ヒップホップの政治学
若者文化によるアメリカの再生
川村亜樹　著

■ ISBN978-4-86429-108-8　定価：本体 1,600円＋税　A5判　134頁　2012年 1月発行    

第 4巻
英語で現代中国・アジアを多角的に読む
The Nikkei Weeklyを活用したプラクティカル・イングリッシュ・トレーニング
川村亜樹　編著

■ ISBN978-4-86429-126-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　180頁　2012年 4月発行    

第 5巻
ハルキとハルヒ
村上春樹と涼宮ハルヒを解読する
土居　豊　著

■ ISBN978-4-86429-127-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2012年 4月発行   

第 6巻
社会保障の源流を探る
教典に描かれた貧困観と貧困への対応
増山道康　著

■ ISBN978-4-86429-176-7　定価：本体 2,000円＋税　A5判　158頁　2012年 10月発行    

第 7巻
英語で現代中国・アジアを多角的に読む 2
The Nikkei Weeklyを活用したプラクティカル・イングリッシュ・トレーニング
川村亜樹　編著

■ ISBN978-4-86429-185-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　194頁　2013年 4月発行   

本書では、大統領・大統領選を軸として、アメリカの政治・
民主主義に関する基本的な事実を解説することで、アメリカ
の歴史や政治に関する初歩的な知識を学べる。また、沖縄を
通してみた政治外交史にも焦点をあてる。

本書では、海洋・生物・水産分野に携わる人たちが、よく知
るテーマを通して、現代アメリカの水産業に関する動向を学
びながら、実践的な英語力（単語・成句・文法・作文力）の
向上をめざす。

アメリカの黒人コミュニティ発の若者文化であるヒップホップ
は、音楽・映画・スポーツなどに関連するグローバルな市場で
強い影響力を持っている。本書では、映画と小説をジャンルご
とに紹介しつつ、この文化の政治性と教育的価値を紹介する。

「日経ウィークリー」アジア欄から 15の記事を取り上げ、
リーディング・スキル向上のための語彙力・構文把握力・要
約力の強化と、関連する背景知識の積み上げにより、グロー
バル社会の共通語である英語力向上をめざす。

本書では、『涼宮ハルヒ』シリーズと村上春樹作品との意外
な関連を読み解く。現代日本人が求めてやまない魅力的な物
語を描き、また世界的に大ヒットしたという共通点をもつ両
者を並べて論じた、これまでにない一冊。

キリスト教、大乗仏教、儒教における貧困観や貧困救済につ
いて、原典の記述で再確認し、伝統宗教が持つ貧困観や貧困
救済思想を浮かび上がらせ、さらに現代の社会保障制度の設
計思想に接近することを試みた。

「日経ウィークリー」アジア欄から 15の記事を取り上げ、
リーディング・スキル向上のための語彙力・構文把握力・要
約力の強化と、関連する背景知識の積み上げにより、グロー
バル社会の共通語である英語力向上をめざす。
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第 10巻
Understanding International Relations
The World and Japan　second edition
竹内俊隆　編著

■ ISBN978-4-86429-518-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　212頁　2018年 5月発行    

第 8巻
American Politics from American and Japanese Perspectives
英語と日米比較で学ぶアメリカ政治
山岸敬和・Michael Callaghan Pisapia　著

■ ISBN978-4-86429-200-9　定価：本体 2,400円＋税　A5判　248頁　2013年 4月発行    

第 11巻
社会学で解く現代アメリカ
山元里美　著

■ ISBN978-4-86429-240-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　152頁　2013年 11月発行    

第 9巻
北東アジアのことばと人々
樋口謙一郎　編著

■ ISBN978-4-86429-214-6　定価：本体 2,200円＋税　A5判　242頁　2013年 10月発行    

第 12巻
カウンターカルチャーのアメリカ
希望と失望の 1960 年代
竹林修一　著

■ ISBN978-4-86429-258-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　180頁　2014年 5月発行    

第 13巻
米国のラティーノ
三吉美加　著

■ ISBN978-4-86429-262-7　定価：本体 1,800円＋税　A5判　176頁　2014年 6月発行    

第 14巻
第二次世界大戦の遺産
アメリカ合衆国
杉田米行　編

■ ISBN978-4-86429-380-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　204頁　2015年 10月発行    

第 15巻
大統領の演説と現代アメリカ社会

花木　亨　著
■ ISBN978-4-86429-385-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　196頁　2015年 12月発行    

第 16巻
紛争解決学入門
理論と実践をつなぐ分析視角と思考法
上杉勇司・長谷川晋　著

■ ISBN978-4-86429-386-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　194頁　2016年 3月発行    

英語で講義を行うことを前提とした、国際関係論・国際政治
学を学ぶ人のための、全編英語による入門テキスト。国際認
識を高めるための一環として、国際政治理論や歴史を概観
し、現代の国際社会が直面する問題を学ぶ。

アメリカ政治について日本語で詳細に書かれた文献と、アメ
リカ政治について英語で詳細に書かれた文献との橋渡しをす
る一冊。英語で文献を読むときに学生が陥りやすい困難を軽
減し、より理解を深めることをめざす。

現代アメリカ社会の諸問題を社会学的な視点から解説するテキス
ト。不法就労外国人、南部家族の絆、（国際）養子縁組・着床前
診断の現状、モデルマイノリティー・ステレオタイプ、女性政治
家のイメージ戦略、同性婚の是非、侵略的外来魚の再利用法など。

北東アジアの言語文化・言語政策について横断的に概観し、
様々な場面での言葉の諸相をそれぞれの専門家の立場から紹
介する。網羅的でありながら、入門書として読むことができ
る一冊。

アメリカ 1960年代の支配的な管理社会に抗するカウンター
カルチャーの概説書。第 1部はカウンターカルチャーを特
徴づけた代表的な 5つの文化運動、第 2部は圏外の現象な
がら密接な関連をもつ 3つのテーマについて述べる。

本書は、米国のラティーノの概要と 5大ラティーノ集団（メ
キシコ系、プエルトリコ系、サルバドル系、キューバ系、ド
ミニカ系）の移住の歴史および社会について解説したもので
ある。

2015年は第二次世界大戦終結 70周年である。この機会に、
アメリカを振り返り、第二次世界大戦がアメリカにどのよう
な影響を与えたのかを多様な専門分野から考察する。

バラク・オバマの演説を吟味しながら、現代アメリカ社会の諸
相を浮き彫りにする。2004年民主党全国大会基調演説、2008
年大統領選における演説、そして人種、医療、移民、銃とい
うアメリカ社会を象徴する事柄についての演説を取り上げる。

国際紛争の発生と悪化の要因は何であるか。この紛争分析の成果は
紛争解決や平和構築の戦略と実践につなげるべきであろう。本書は、
この視点から紛争要因の正確な把握は、和平合意の取り付け、また
再発防止策の作成の参考になるということを、身近に思考させる。
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アメリカ歴代大統領大全 ［第 1 シリーズ］建国期のアメリカ大統領　全 5 巻

アメリカ大統領は時代の鏡であり、アメリカ史の中で政治のみならず社会に広く影響を及ぼしてき
た重要な存在である。本シリーズは、研究上または一般の深い関心に応え、多くの手がかりを与え
るレファレンス・ブックの役割を果たすことができる期待の書である。

第 1巻
ジョージ・ワシントン伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-170-5　定価：本体 3,800円＋税　A5判　330頁　2012年 12月発行    

第 2巻
ジョン・アダムズ伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-171-2　定価：本体 2,000円＋税　A5判　184頁　2013年 7月発行    

第 3巻
トマス・ジェファソン伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-172-9　定価：本体 3,200円＋税　A5判　282頁　2014年 12月発行    

第 4巻
ジェームズ・マディソン伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN 978-4-86429-173-6　定価：本体 3,600円＋税　A5判　350頁　2016年 8月発行    

第 5巻
ジェームズ・モンロー& 
ジョン・クインジー・アダムズ伝記事典
西川秀和　著

■ ISBN978-4-86429-174-3　定価：本体 3,600円＋税　A5判　324頁　2017年 5月発行    

「建国の父」と称され、アメリカ史に及ぼした影響が大きい
にもかかわらず、日本でワシントンについて総合的に知るこ
とができる書籍はほとんどない。本書は、ワシントンについ
て一次史料を提示しながら総合的に紹介する。

アダムズは「独立のアトラス」と呼ばれ、革命期に政治や思想
で大きな役割を果たした。近年、日本でもアダムズを扱った書
籍がようやく刊行されているが、研究はまだ進んでいない。本
書では、アダムズ研究に必要な重要事項について紹介する。

「革命のペン」ジェファソンに関する書籍は、日本でも多く
刊行されているが、本書はできる限り公正な視点で事績をま
とめた入門書である。ジェファソンに関連する必読の一次史
料やその政治思想をできるだけわかりやすく紹介する。

建国の父祖たちの中でも、マディソンは「憲法の父」と呼ば
れるほどに重要な人物であるにもかかわらず、マディソンだ
けを単独に扱った邦書は見当たらない。本書は、マディソン
の経歴や政治思想を詳細に紹介する。

モンローとアダムズは、「モンロー・ドクトリン」に関する
ことは日本でもよく知られているが、その他の点については
あまり知られていない。本書は、これまでほとんど紹介され
てこなかった両者の経歴や政治思想を紹介する。
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ラプラスの天体力学論　全 5 巻

フランスの数学者ピエール＝シモン・ラプラスの『天体力学』は 5巻 16編からなり、1799年から
1825年にわたって出版された大著である。本書は、わが国はじめての完訳である。

第 1巻
ラプラスの天体力学論
ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-120-0　定価：本体 3,800円＋税　B5判　302頁　2012年 2月発行   

第 2巻
ラプラスの天体力学論
ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-121-7　定価：本体 3,800円＋税　B5判　300頁　2012年 6月発行    

第 3巻
ラプラスの天体力学論
ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-122-4　定価：本体 3,800円＋税　B5判　288頁　2012年 9月発行    

第 4巻
ラプラスの天体力学論
ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-123-1　定価：本体 3,800円＋税　B5判　380頁　2012年 12月発行    

第 5巻
ラプラスの天体力学論
ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-124-8　定価：本体 3,800円＋税　B5判　344頁　2013年 5月発行    

第 1巻では、ニュートンやケプラーの運動法則を解析的に
説明する。

第 2巻では 2次曲面をもった均質な楕円体の引力の問題か
ら、有名なラプラスの 2階偏微分方程式を発見し、また、
海の潮汐の解析と実測との比較の結果も報告する。

第 3巻では、惑星が不規則運動をする原因として、太陽の
扁平率や惑星の軌道の離心率や傾斜角などを挙げ、また、惑
星の運動の解析と実測から、エーテルの存在を否定してい
る。

第 4巻では、衛星の不規則運動の原因のほかに、液体の毛
管作用についての解析結果と実測結果との比較を報告する。

全 5巻の最終巻。第 5巻では、音の速度式のほかに、流体
や水蒸気の運動法則を提示している。
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アメリカ研究シリーズ

第 1巻
英語で知るアメリカ
8 つのテーマで超大国の実情に迫る
杉田米行　編

■ ISBN978-4-86429-231-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　188頁　2013年 10月発行    

第 2巻
アメリカを知るための 18 章
超大国を読み解く
杉田米行　編

■ ISBN978-4-86429-237-5　定価：本体 2,000円＋税　A5判　218頁　2013年 10月発行    

第 3巻
アメリカ観の変遷 上巻 ［人文系］

杉田米行　編
■ ISBN978-4-86429-289-4　定価：本体 1,800円＋税　A5判　168頁　2014年 10月発行    

第 4巻
アメリカ観の変遷 下巻 ［社会科学系］

杉田米行　編
■ ISBN978-4-86429-290-0　定価：本体 1,800円＋税　A5判　150頁　2014年 10月発行    

8つのテーマを題材として、いまのアメリカを多角的に解
説する。日本語と英語の二言語で述べることにより、教養を
身に付けることと、英語力向上の両方をめざす。

アメリカを理解する上で重要なテーマを提示し、研究における最新の知見をやさ
しく解説。18のエッセンス：文化、日米間コミュニケーション、高齢者文化、映
画、政治、保守とリベラル、メディア、社会保障、グリーン・ニューディール、
外交、日米関係、経済、宗教、移民、人種、ジェンダー、教育、科学技術

本書では、アメリカ研究人文系の専門分野において活躍して
いる執筆者が、それぞれの専門分野の諸学説を紹介した上
で、新しい見解を提示している。

本書では、アメリカ研究社会科学系の専門分野において活躍
している執筆者が、それぞれの専門分野の諸学説を紹介した
上で、新しい見解を提示している。

語学シリーズ

第 1巻
15 週間で英語力倍増

山西敏博・杉田米行　著
■ ISBN978-4-86429-264-1　定価：本体 2,000円＋税　B5判　132頁　2014年 5月発行    

第 2巻
アメリカ合衆国の連邦休日を英語で学ぼう
杉田米行　編
M. Scott Brooks・伊藤孝治　著

■ ISBN978-4-86429-291-7　定価：本体 1,500円＋税　B5判　100頁　2014年 10月発行    

長年英語教育に携わってきた 2人の著者が、英語の基礎力
を確実なものにし、応用力をつけるため重要事項を厳選して
コンパクトに集約。1学期（15週間）で英語力を倍増をめざ
す。

本書は、大学等における 1学期（15週間）で楽しみながら
アメリカに関する知識を身につけ、英語力を高めることを目
的としている。アメリカの主要な休日についてのエッセイを
もとに、さまざまな角度からの問題を解く。
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アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書

第 1巻
アジア太平洋地域における平和構築
その歴史と現状分析
杉田米行　編著

■ ISBN978-4-88730-759-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　278頁　2007年 4月発行    

第 2巻
アメリカ外交の分析
歴史的展開と現状分析
杉田米行　編著

■ ISBN978-4-88730-832-9　定価：本体 2,800円＋税　A5判　280頁　2008年 4月発行    

第 3巻
グローバリゼーションとアメリカ・アジア太平洋地域
杉田米行　編著

■ ISBN978-4-88730-901-2　定価：本体 2,800円＋税　A5判　260頁　2009年 5月発行    

第 4巻
日米の社会保障とその背景
杉田米行　編著

■ ISBN978-4-88730-991-3　定価：本体 3,000円＋税　A5判　412頁　2010年 5月発行    

冷戦終結後、アジア太平洋地域は激動の時期を迎えている。
本書では、多様なバックグラウンドを持つ執筆陣が「アジア
太平洋地域の安全保障問題を新しい視点で分析する」という
共通の問題意識の下で、刺激的な議論を提起している。

アメリカは冷戦終結後、唯一の超大国として君臨していると
いわれる。現在のアメリカ外交はアメリカの強さの象徴なの
か、弱さの表れなのか、本書はこの疑問に迫るために、理論
的・歴史的側面からアメリカ外交を再検討している。

「グローバリゼーション」はアメリカ・アジア太平洋地域に
おいてどのような影響を与えたのか。本書では長期的な時間
軸で、さまざまなレベルにおける多様な現象を 10人の研究
者のそれぞれの視点から分析する。

日米両国は多額の財政赤字を抱えるなか、社会保障改革とい
う大きな問題に直面している。本書は、アメリカと日本に焦
点を合わせた社会保障の歴史的考察により、問われている改
革への文脈を想起させてくれる。

第 3巻
ボイス・オブ・アメリカ（VOA）ニュースで学ぶ英語
レベル 1
佐藤晶子　著

■ ISBN978-4-86429-272-6　定価：本体 1,800円＋税　B5判　118頁　2014年 11月発行    

米国政府運営のVOA Leaning English: We are American Eng-
lishで取り上げられたニュースにより、アメリカの概略を把
握するとともにTOEIC､ TOEFLの出題形式に合わせた例題
を解くことによって、実践的英語力の習得をめざす。

第 4巻
ボイス・オブ・アメリカ（VOA）ニュースで学ぶ英語
レベル 2
杉田米行　監修／佐藤晶子・山西敏博・竹林修一・奈須　健　著

■ 978-4-86429-451-5　定価：本体 2,000円＋税　B5判　148頁　2017年 4月発行    

米国政府運営のパブリックドメインVOA Leaning English:We 
are American Englishで取り上げられたニュースにより、アメリ
カの概略を把握するとともにTOEIC､ TOEFLの出題形式に合
わせた例題を解くことによって、実践的英語力の習得をめざす。
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書名索引

 ■アルファベット
Achievements and Future Directions of the Long-Term 

Care Insurance System in Japan ………………… 76
A Comprehensive Textual Comparison of Chaucer’s 

Dream Poetry …………………………………… 101
A Comprehensive Textual Comparison of Troilus and 

Criseyde ………………………………………… 102
A Concordance to Paston Letters ………………… 100
AI時代の情報教育 ………………………………… 62
Altruism in New Religious Movements …………… 18
American Politics from American and Japanese 

Perspectives ………………………………… 25, 119
An ever-normal granary and J.M.Keynes’s economic 

philosophy ………………………………………… 33
Beyond the Line ……………………………………… 29
BLACK MUD and Other Stories ………………… 101
CASLⅡとプログラミング入門 …………………… 89
Cognition, Macroeconomics and Economic Policy of 

Yamada Houkoku ………………………………… 34
C.R.ロジャーズの「カウンセラーの中核三条件」にお
けるキリスト教的側面 ………………………… 1, 14

Cultural Values and Organizational Commitment … 40
DEIRDRE ………………………………………… 109
e-Learning入門 ……………………………………… 64
eラーニングの発展と企業内教育 ………………… 40
F. フレーベルのヒントによるボールあそびと手あそびの歌 … 67
GHQ/SCAPと戦後の政治再建 …………………… 24
GOOD CARE !!本当の介護現場 …………………… 75
HUMAN DEVELOPMENT POLICY IN THE 

GLOBAL ERA …………………………………… 54
IMF・世界銀行と途上国の構造改革 ……………… 37
International Trade Operations ……………………… 35
JavaScriptによる情報教育入門 …………………… 89
Linc English Bronze Ⅰ …………………………… 100
Linc English Bronze Ⅱ …………………………… 100
Linc English Gold Ⅰ ……………………………… 100
Linc English Gold Ⅱ ……………………………… 100
Linc English Gold Ⅲ ……………………………… 100
Modern English for Conversation …………………… 98
More... Modern English for Conversation ………… 98
MORE SONGS OF OURSELVES ……………… 101
NIE家庭支援論演習 ……………………………… 8, 75
NIE児童家庭福祉演習 ……………………………… 75
OCCASIONAL ESSAYS by IRIS MURDOCH … 109

PASSPORTS TO COMPREHENSION ………… 102
Poems by Iris Murdoch …………………………… 109
QUEST 福祉用具満足度評価 第 2版 ……………… 77
Risk Management for Dysphagia …………………… 87
SMART ICECREAM and Other Stories ………… 103
Still more... Modern English for Conversation ……… 98
The East Asian Knowledge-based Economies ……… 34
The Effects of L1 and L2 Use in the L2 Classroom … 96
The Labor Movement and Japanese Immigrants in 

Seattle ……………………………………………… 46
The Self-Employed Women’s Association ………… 34
TIME, News week の読み方 ……………………… 102
Toni Morrison ……………………………………… 109
Transition to Retirement and Active Ageing ……… 46
TWO-WAY STREET SECOND EDITION ………… 97
Understanding International Relations ……… 2, 24, 119
Variation between Personal and Impersonal 

Constructions in Geoffrey Chaucer ……………… 97
“Working Together” for Peace and Prosperity of 

Southeast Asia, 1945-1968 ……………………… 28
Writing for Response ………………………………… 97

 ■あ行
アイリス・マードック随筆対談集 ……………… 113
アイリス・マードックと宮澤賢治の同質性 …… 108
アイルランド演劇 ………………………………… 112
アイルランド戯曲 ………………………………… 112
赤米の博物誌 ………………………………………… 93
あきらめの英語 …………………………………… 102
アジア系アメリカ人の光と陰 ……………………… 22
アジア太平洋地域における平和構築 ………… 26, 123
アジア投資戦略 ……………………………………… 37
アジアの法整備と法発展 …………………………… 30
アジアビジネスの基礎 ……………………………… 39
明日から使える『学び合い』の達人技術 ………… 65
新しい視点から見た教職入門 …………………… 6, 57
新しいテレビ会議システムを利用した教育効果の比較 … 53
あなたのための臨床ヘルス・サイエンス…………… 87
アフリカ系はアメリカ人か ………………………… 23
アフリカの大地から ………………………………… 29
アメリカ外交の分析 …………………………… 25, 123
アメリカ合衆国の連邦休日を英語で学ぼう … 98, 122
アメリカ観の変遷 下巻 ［社会科学系］ ……… 45, 122
アメリカ観の変遷 上巻 ［人文系］ …………… 45, 122
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アメリカ高齢者ケアの光と陰 ……………………… 77
アメリカ・コミュニティカレッジの補習教育 ……… 65
アメリカ社会への多面的アプローチ ……………… 46
新版 アメリカ社会保障の光と陰 …………………… 48
アメリカ人の言語観を知るための 10章 …………… 99
アメリカ人の老後と生きがい形成 ………………… 50
アメリカ政治史の基本 ………………………… 25, 118
アメリカで裁かれた本 ……………………………… 27
アメリカの中の日本 ………………………………… 50
アメリカを知るための 18章 …………………… 45, 122
アメリカン・ポップ・カルチャー ………………… 50
ありがとう、大好き！ …………………………… 113
ある生き方 …………………………………………… 14
新版 或る遺書について ……………………………… 13
アルベール・カミュ研究 ………………………… 110
アンネマリー・シンメルのパキスタン・インド歴史紀行 … 51
イェイツとその周辺 ……………………………… 110
生きている 働いている ……………………………… 76
イギリスにおける学習と訓練の公共管理システム… 53
イギリスの交通 ……………………………………… 95
イギリス文学と神話 ……………………………… 109
痛みの存在意義 …………………………………… 8, 86
1次関数で学ぶ経済学 ……………………………… 34
一般教科教育学序説………………………………… 55
一筆啓上……………………………………………… 13
異文化コミュニケーションに学ぶグローバルマインド …… 48
異文化コミュニケーション教育におけるヒーロー ……… 71
異文化コミュニケーション教育における「正義」の扱い … 71
異文化理解へのアプローチ ………………………… 49
いま、子どもの心とからだが危ない ……………… 68
いま、子どもの心とからだが危ない 2 ……………… 68
イメージから考える人生論 ………………………… 14
新版 医学概論・用語 ……………………………… 87
医療系学生のための生理学概説 第 3版 …………… 86
医療と看護ケアのためのライフレヴュー ………… 86
医療簿記Ⅰ…………………………………………… 39
医療簿記Ⅱ…………………………………………… 39
印欧祖語の母音組織 ……………………………… 105
インターネット広報の普及・進展と自治体 ……… 28
ウィトゲンシュタインと教育 ……………………… 54
ヴェールトとイギリス …………………………… 109
受取るの一手 ………………………………………… 20
動く植物 ……………………………………………… 85
宇宙体系解説………………………………………… 81
宇宙物理学入門 第 2版 …………………………… 81
裏切り者の発見から解放へ ……………………… 108
占い師「売卜先生」の講話 ………………………… 14
運動遊具の安全管理・安全指導スペシャリスト … 67
英語学研究………………………………………… 103

新版 英語学講義 ………………………………… 103
英語から現在が見える …………………………… 101
英語から日本が見える …………………………… 102
英語教育改善のためのプログラム化とマネジメント … 100
英国近代刑罰法制の確立 …………………………… 30
英国労働者教育史…………………………………… 47
英語再学習の技法 ………………………………… 102
英語実践力獲得への道 ……………………………… 97
英語上達法………………………………………… 101
英語で現代中国・アジアを多角的に読む …… 99, 118
英語で現代中国・アジアを多角的に読む 2 … 99, 118
英語で知るアメリカ …………………………… 98, 122
英語で楽しむ昔話 ………………………………… 101
英語で学ぶ現代アメリカ水産業 ……………… 99, 118
英語能……………………………………………… 101
英語の世間話 初級 第 3版 ………………………… 97
英語の世間話 中級 第 3版 ………………………… 97
英語論文表現入門…………………………………… 99
英語を学ぶ日本人のための 基礎英語学 ………… 101
英字新聞「日経ウィークリー」活用法 …………… 99
英字新聞「日経ウィークリー」活用法 2 ………… 99
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