数量限定！
クラッシックCD
BOXセット
特別セール

大学生協

（P.32）

80社書籍全点特別フェア
アカデミック洋書・映像メディア
カタログフェア
2020年12月1日（火）〜2021年2月28日（日）

●出版社名の背景色が オレンジ色は20％ 、
グリーンは15％ 割引です。
ただし教科書、参考書、雑誌、生協書籍注文
サイト・
「ホンヤクラブ」で「宅配」扱いにさ
れ たものは対象外とさせていただきます。
●洋書・映像メディアは、本冊子掲載商品のみ
特別価格でご提供させていただきます。
●音楽CDもございますので、是非、ご覧くだ
さいませ。

大学生協のオンライン
書籍注文サイト
（和書）

https://online.univ.coop/book/

洋書オンラインストア
（CD含む）

https://yosho.univcoop.jp/BookShop/

全点

割引有
分類別掲載
一般書・洋書も掲載！

Ⅰ 「80社書籍全点特別フェア」ご注文の手引き
①この企画の対象商品は、参加出版社の書籍全点が対象です。ただし、以下の商品は対象外とさせていただきます。
１）
今年度、授業で指定されている教科書・参考書
（サイエンス社は演習書も対象外です。）
２）
雑誌
（ISBNコードの記載がないもの）

３）
生協書籍注文サイト・
「ホンヤクラブ」
で
『宅配扱い』
にされたもの。

②表示価格は2020年10月末時点のものです。重版等により価格が変更される場合があります。

③フェア終了までに出版されている商品に限ります。出版社で品切れの際は何卒ご容赦願います。
④本冊子の見方

●商品の掲載は、20%割引出版社名の五十音順、15%割引出版社名の五十音順に掲載しています。
出版社名の背景色オレンジ色が20％、
グリーンが15％割引出版社です。

●右ページに対象出版社の索引がございます。

●記載項目：商品番号、ISBNコード、出版社、書名、著者名、本体価格、刊行年
⑤ご注文方法

生協店舗へお申込みください。裏表紙の
「注文書」
もご活用ください。大学生協
「書籍注文サイト」
(下記参照)も

ご利用いただけます。

●大学生協書籍注文サイト」
のご案内
（ご利用いただくには、生協加入および登録が必要です）
次のURLへアクセスしてご利用ください

＊
「大学生協書籍」
で検索

→

https://online.univ.coop/book/

Ⅱ 「アカデミック洋書カタログフェア」ご注文の手引き
①この企画は、本冊子掲載商品のみが対象です。

洋書・CDは、あらかじめフェア用の特別価格を表示しています。
（表示価格からの割引はありません。）

②国内在庫が無くなった場合は、海外からのお取り寄せとなり、お届けまで約３週間〜５週間かかります。
③出版社で品切れの際は、何卒ご容赦願います。
④本冊子の見方
（洋書・CD）

●掲載商品は、分類
（人文学、社会学、SDGｓ、理工、医学、CD）
ごとに分けて表示しています。

●記載項目：商品番号、ISBNコード
（CDは商品コード）
、出版社、書名、著者名、本体価格、刊行年、ページ数等
⑤ご注文方法

生協店舗へお申込みください。裏表紙の
「注文書」
もご活用ください。洋書オンラインストア(下記参照)もご利

用いただけます。

●大学生協洋書オンラインストアのご案内
（ご利用いただくには、生協加入および登録が必要です）
次のURLへアクセスしてご利用ください

＊
「大学生協洋書」
で検索

→

https://yosho.univcoop.jp/BookShop/

Ⅲ 「映像メディア(グローバル・リンケージ)商品」ご注文の手引き
①この企画は、本冊子掲載商品のみが対象です。

②映像メディア商品のフェア価格は、掲載価格の15%引きになります。
③出版社での品切れの際は、何卒ご容赦願います。
④本冊子の見方
（映像メディア）

●記載項目：商品番号、出版社、
タイトル、本体価格、刊行年
⑤ご注文方法

いつものご利用方法で、大学内の生協店舗へお申込みいただくか、裏表紙の
「注文書」
をご活用いただき、生協

店舗へお申込みください

●は20％割引、●は15％割引です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの
「宅配」
は対象外です。
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●イザラ書房 …………………02
●関西大学出版部 ……………02
●北大路書房 …………………02
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●JPIC ………………………03
●新曜社 ………………………03
●誠文堂新光社 ………………03
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●東方書店 ……………………04
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●ゆまに書房 …………………06
●ラトルズ ……………………06
●明石書店 ……………………06
●和泉書院 ……………………07
●岩崎書店 ……………………07
●インプレス …………………07
●ウェッジ ……………………07
●エヌ・ティー・エス ……………08
●ガイアブックス ………………08
●化学同人 ……………………08

●学芸出版社 …………………08
●かもがわ出版 ………………09
●技術評論社 …………………09
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●近代科学社
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●くろしお出版 ………………10
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●工作舎 ………………………10
●弘文堂 ………………………10
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●実教出版 ……………………11
●旬報社 ………………………12
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●裳華房 ………………………12
●昭和堂 ………………………12
●信山社出版 …………………13
●新評論 ………………………13
●青弓社 ………………………13
●成文堂 ………………………13
●全国農村教育協会 …………14
●草思社 ………………………14
●SBクリエイティブ …………14
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●淡交社 ………………………15
●千倉書房 ……………………15

アカデミック洋書カタログフェア
人文科学・社会科学 ……………23

（Humanities & Social Sciences）
●三善
●CRC Press
●（有）ユーリカプレス
●Bloomsbury Publishing Ltd.
●エディション・シナプス
●オックスフォード大学出版局
●EPM
●Springer Netherlands
●Wiley-Blackwell
●Cambridge University Press
●John Wiley & Sons, Inc.
●Mouton de Gruyter
●Springer International Publishing
●Springer Singapore
●Cengage Learning
●Harvard University Press
●World Scientiﬁc Publishing Co., Pte. Ltd.
●North-Holland
●Edward Elgar Publishing Ltd.
●Springer Verlag New York
●Sage Publications Ltd.
●Sweet & Maxwell Ltd.
●Sage Publications India Pvt Ltd.
●Elsevier US

持続可能な開発目標 …………27
（SDGs(Sustainable Development Goals)）
●Springer International Publishing
理工 ……………………………28
（Science & Technology）
●Springer International Publishing
●American Mathematical Society
●Chapman & Hall/CRC
●Cambridge University Press
●Wiley-VCH Verlag GmbH
●Princeton University Press
●World Scientiﬁc Publishing Co., Pte. Ltd.
●Cengage Learning Asia Pte Ltd.
●Wiley-Blackwell
●CRC Press
●Academic Press, Inc.
●Pearson Education (Longman UK)
●W.W. Norton & Co., Inc.
●W.W. Norton
●Cold Spring Harbor Laboratory

02〜22

出版社一覧

目次

●中央経済社 …………………15
●帝国書院 ……………………16
●東京化学同人 ………………16
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●東京大学出版会 ……………16
●刀水書房 ……………………17
●同文舘出版 …………………17
●東洋経済新報社 ……………17
●ナカニシヤ出版 ……………17
●中山書店 ……………………18
●日本加除出版 ………………18
●日本評論社 …………………18
●農文協 ………………………18
●白桃書房 ……………………19
●羽鳥書店 ……………………19
●フォレスト出版 ………………19
●芙蓉書房出版 ………………19
●平凡社 ………………………20
●法藏館 ………………………20
●ミネルヴァ書房 ………………20
●山川出版社 …………………20
●山と溪谷社 …………………21
●有信堂高文社 ………………21
●有斐閣
……………………21
●吉川弘文館 …………………21
映像メディア
●グローバル・リンケージ ……22

23〜32

出版社一覧

目次

医学 ……………………………30
（Medicine）
●Elsevier UK
●Williams & Wilkins Company
●Elsevier US
●Springer International Publishing
●Cold Spring Harbor Laboratory
●The McGraw-Hill Companies
●オックスフォード大学出版局
●J.B. Lippincott Company
●American Registry of Pathology
●Wiley-Blackwell
●Thieme Medical Publishers
●Lippincott Williams & Wilkins

クラシックCD …………………32
●Deutsuche Grammophon
●Brilliant Classics
●WARNER Classics
●Sony Classical
●ECM Records
●Venias
●Scrbendum
●UNIVERSAL MUSIC ITALIA s.r.l.
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【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

001
教育

イザラ書房

北大路書房

https://www.izara.co.jp

http://www.kitaohji.com/

9784756501455

●イザラ書房

北欧の森のようちえん 自然が子どもを育む

リッケ・ローセングレン

新

007

刊

教育

本体価格2,700円

H・リン・エリクソン,ロイス・A・ラニング,レイチェル・フレンチ 著 遠藤みゆき,ベアード真理子 訳

本体価格3,400円
新学習指導要領が目指す, AI時代を生き抜くための資質・能力とは？
またその育成方法は？ 文科省が導入を推進する国際バカロレアも取り
入れている
「概念型カリキュラム」について，
単元設計から評価まで解説。
学習者が事実だけでなく，
批判的・創造的思考を獲得できる指導法を具
体的に紹介する。

■２０２０年４月刊行

■2020年9月刊行

002

刊

芸術

■A5判変形180ページ

9784756501448

●イザラ書房

植物と語る 公然の秘密の扉

吉澤明子

新

008

刊

心理

本体価格3,000円

■A5判・272ページ

9784762831089

●北大路書房

マンガの認知科学 : ビジュアル言語で読み解くその世界

ニール・コーン 著

中澤

潤

訳

本体価格4,800円

〜ゲーテとシュタイナーに学ぶ観察法〜 シュタイナー思想に基づく絵
画・芸術療法の第一人者である著者が伝える20年間の実績。専門家
でなくても、誰にでも、
どこででもできる植物観察のこの方法は、心が解
放され、人とつながり、少しずつ視野が開かれていく体験へと人々を誘い
ます。

私たちはマンガのストーリーをどうやって理解しているのか？ マンガを形
づくる
「ビジュアル言語」の理論を，
米国の認知科学者兼コミック作家の
著者が提唱。言語学，
認知心理学，
認知神経科学，
比較文化学による
検証を通じ，
マンガ読解の仕組みのカギとなるビジュアル言語の構造を
探る。

■2020年2月刊行

■2020年6月刊行

003
哲学・思想・言語

■A5判変形120ページ

9784756501349

●イザラ書房

社会問題としての教育問題

ルドルフ シュタイナー

新

009

刊

法律・政治

本体価格2,500円

■2017年3月刊行

■A5判・288ページ

9784762831065

●北大路書房

アメリカ憲法理論史 : その基底にあるもの

ブルース・アッカマン 著 川岸令和，
木下智史，
阪口正二郎，
谷澤正嗣 監訳

本体価格5,500円

人類はどんな社会を目指せばよいのか。健全な社会はどのように実現で
きるのか。
こうした問いに対して、
すでに100年前の段階で社会の三分
節化という画期的な未来社会の方向性を提示したシュタイナーの、人間
論と教育論、社会論の相互関係が、
そして21世紀の社会が進むべき方
向がわかる貴重な本。

米国で最も影響力のある憲法・政治哲学者の１人，
ブルース・アッカマン
の主著 We the People １巻の待望の翻訳。合衆国憲法の歴史を
「二元的民主政」
（ 通常政治と憲法政治の二種類の組合せ）
として把
握することで最もよく理解できるとする理論的枠組みを提示し，
憲法過程
を可視化した。

■四六判232ページ

■2020年5月刊行

■A5判・436ページ

関西大学出版部

研究社

https://www.kansai-u.ac.jp/Syppan/

http://www.kenkyusha.co.jp

新

004

刊

文学

9784873547268

●関西大学出版部

アラン・ロブ＝グリエの小説Ｉ
Ｉ

奥純

新

010

刊

辞典

本体価格4,000円

■2020年11月刊行

005
教育

■Ａ５判・336ページ

9784873547251

大学での学び

●関西大学出版部

011
辞典

006

刊

芸術

■Ａ５判・178ページ

9784873547244

＜現場＞のアイドル文化論
森 貴史

■A5変型判・970ページ

9784767414324

●研究社

リーダーズ英和辞典〈第３版〉
高橋作太郎 編集代表

本体価格10,000円

「大学での学び」のあるべき姿を
「学びの哲学」
と捉え、問題解決、協同、
創造、感動をキーワードとして紹介した。
その上で、
ゼミで学び、現在はさ
まざまな領域で活躍している18名の卒業生たちの「実践」
を、
エビデン
ス・データとして紹介し、
「 大学での学び」
がどのように拡がっているかを
検証した。

新

篠田義明 執筆主幹／前田秀夫 編集／渡辺洋一 校正・執筆協力

科学技術用語や関連する英語を中心に約４万の豊富な用例を収集。
「名詞＋動詞／形容詞」
「 動詞＋副詞／前置詞」
「 形容詞＋副詞／前
置詞」
などのコロケーション別にまとめた。
日本人が間違えやすい類語の
使い分けや語法なども囲み記事で解説。科学技術英語の活用に役立
つ辞典。見出し語数：約7900語

本体価格2,000円

■2020年10月刊行

●研究社

科学・ビジネス英語活用辞典

■2020年4月刊行

─その哲学と拡がり─

田中 俊也

9784767434827

本体価格18,000円

抑圧と分断を超えた新しい生活のために、不連続な未来を生きる想像
力とは何か。本書は、
アラン・ロブ＝グリエのデビュー作から晩年の作品
に至るまでの作品構成の変遷とその意味を考察し、
ロブ＝グリエの作家
としての全貌を明らかにすることを試みた世界で初めての研究書である。

刊

●北大路書房

〜デンマーク・シュタイナー幼稚園の実践〜 北欧の自然の中での子
供たちの写真が生きいきと素晴らしく、
目でも楽しめる本です。自然の中
での様々な経験が、
どのように子どもたちの中で育っていくかを論理的に
わかりやすく説明。自然の中での子どもの成長と発達に興味のある全て
の人が対象。

新

新

9784762831201

思考する教室をつくる概念型カリキュラムの理論と実践：不確実な時代を生き抜く力

待望の全面改訂版！現代英語を的確に反映した28万項目。読むための
情報に的をしぼり、大辞典をしのぐ豊富な語彙をコンパクトに収録。文系
でも理系でも、実務にも趣味にもこれ一冊で間に合う最強の英和辞典。
新語・専門語・固有名など約１万項目を追加。学生・社会人一般。実務
家・翻訳家必携。
■2012年8月刊行

●関西大学出版部

─大学教授、ハロプロアイドルに逢いにゆく。─

本体価格1,700円

012
辞典

■A5変型判・2760ページ

9784767490250

羅和辞典〈改訂版〉

●研究社

水谷智洋 編

本体価格6,000円

ハロプロアイドルにハマった
「こじらせ」大学教授が＜現場＞での体験を
もとに考察したアイドル文化論。稲場愛香さんが所属するJuice=Juice
のライブやイベント、舞台に足しげく通ったレポート。オタクとの交流やメ
ンバーとの「接触イベント」
で分析したトップアイドルの＜現場＞とは？

見出し語4万5千。古ラテン語から近代の学術用語まで幅広く収録。古
典語学習者、宗教音楽や動植物の学名などに関心のある方に。
ラテン
語文献からの用例には出典
（作家名）
を記す。地名・人名、神話の神々
や人物名も多数収録しカナ表記を示す。巻末に変化・活用表と和羅語
彙集、古代ローマ時代の地図。

■2020年6月刊行

■2009年3月刊行

■四六判・310ページ

02 Specialized Books Catalog Book Fair

■四六判・914ページ

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

国書刊行会

新曜社

https://www.kokusho.co.jp/np/index.html

https://www.shin-yo-sha.co.jp/

013
洋書-人文

9784336063823

原典完訳 アヴェスタ

●国書刊行会

野田恵剛 訳

新

019

刊

芸術

本体価格8,800円

本体価格6,800円

■2020年9月刊行

■2020年5月20日刊行

刊

洋書-人文

■菊判・648ページ

●国書刊行会

澁澤龍彦 泉鏡花セレクション（全4巻）

泉鏡花

新

020

刊

文学

本体価格各8,800円【分売可】

平川

祐弘 編

本体価格12,000円

■2020年1月10日刊行

洋書-人文

■菊判・各巻平均500ページ

●国書刊行会

021

ふるさとの想い出写真集 明治・大正・昭和 オンデマンド版 第1回配本「東京・埼玉・千葉・神奈川」（全33巻）

文学

本体価格各巻8000円【分売可】

■A5判・770頁

9784788516434

●新曜社

はじまりの漱石

服部徹也 著

本体価格4,600円

現在では入手不能の明治から昭和初期の貴重な写真を網羅し、類似
企画の先駆けともなった
「郷土写真集」の元祖シリーズのオンデマンド
復刊。第1回配本は「東京・埼玉・千葉・神奈川」地域、全33巻。以降、
全328巻を地域ごとに刊行する。

東京帝国大学英文学科講師夏目金之助の試行錯誤の軌跡を、受講し
た学生たちのノートから講義の現場に戻って辿り直す。すると、難解で知
られる漱石『文学論』
も公刊されたものはかなり不完全であることがわか
る。そこから
『文学論』の実像に迫り、
『 草枕』
などの初期創作との影響
関係を探る画期的な書。

■2020年7月刊行

■2019年9月6日刊行

016

■A4変型・各巻平均95〜167ページ

■A5判・400頁

JPIC

誠文堂新光社

https://japanlibrary.jpic.or.jp/

https://www.seibundo-shinkosha.net/

9784866581309

●JPIC

法律・政治 Japan's Approach to Legal and Judicial Development in Developing Countries: Building Trust and Partnership (英文版：世界を変える日本式「法づくり」)
出版文化産業振興財団（英文版編）、国際協力機構 (原書編)

新

022

刊

生物

本体価格2,800円

9784416519318

新版 ウミウシ

●誠文堂新光社

小野 篤司
（著）
加藤 昌一
（著）

本体価格5,000円

1996年、
ベトナムでの民法起草を皮切りに始まったJICA
（国際協力機
構）の法整備支援は、今やODAの大きな柱の一つとなった。自国の
人々のための法律を作ろうとする途上国の人たちと、
日本の法律家たち
のチャレンジの記録。

日本で見られる1260種のウミウシを収録した1冊。特徴がひと目でわか
る図解入り。
ウミウシを美しく撮影するテクニックや、上手に探すコツ、実
践で使えるかつ、美しいウミウシの魅力が伝わる絵画も紹介。慶良間諸
島と八丈島をメインに全国で見られるウミウシ、変異、spなどを収録した
決定版。

■2020年6月刊行

■2020年6月刊行

017

■A5ハードカバー・304ページ

9784866581385

●JPIC

法律・政治 The Japan-US Alliance of Hope: Asia-Paciﬁc Maritime Security（英文版：希望の日米同盟）
中曽根康弘世界平和研究所 (編集)、北岡 伸一 ／久保 文明 (監修)

新

023

刊

総記・科学一般

本体価格3,200円

刊

●新曜社

森鷗外事典

■2020年9月刊行

015

新

9784788516588

陸軍軍医として最高地位にまで上り詰めながら、文学者としても漱石と
ともに近代日本文学の双璧といわれてきた森鷗外。
しかし不思議なこと
に、
まだ本格的な文学事典がない。本書は、鷗外の文学に限らない全貌
と魅力を現代の読者に生き生きと伝える。
【 新曜社創立五十周年記念
出版】

刊

刊

■A5判・392頁

澁澤龍彦生前に企画されながらも実現を見ずに終った幻の選集が、
半世紀の歳月を経てついに刊行。第1巻「龍蜂集」 第2巻「銀燭集」
第3巻「新柳集」 第4巻「雨談集」

新

新

飯田高誉 編著

内外より多大な評価を得た
〈堂島ビエンナーレ2019〉
。ゲルハルト・リヒ
ター《アトラス》最新版全点（本邦初公開）含めた全記録（カラー280
頁）
と詳細な書き下ろしテキスト
（展覧会概観、作家・作品解説、図版付
ゴダール作品詳細解説）
を驚愕の構成により1冊に。完全バイリンガル
版(日英)

014

刊

●新曜社

世界最古の創唱宗教ゾロアスター教――その根本テキストが、今、生き
た言葉でよみがえる！アヴェスタ語原典からの全訳は本書『原典完訳 ア
ヴェスタ』
が初。訳者はイラン語学を専門とする野田恵剛氏で、詳細な
訳注も付され、謎多き古代宗教の全貌を明らかにした画期的な書となっ
ている。

新

新

9784788516632

「文明」と「野蛮」のアーカイヴ

■A5・592ページ

9784416520970

●誠文堂新光社

図解でよくわかる スマート農業のきほん

野口 伸
（著）

本体価格1800円

海洋での紛争をどう防止し、秩序をどう創るか。南シナ海の人工島が軍
事基地化したり防空識別圏が設定されてからでは遅い。状況改善への
関係諸国の信頼醸成とルール作りは必須だが、
日米同盟の有用性や
深化を前提にしている。

スマート農業に対して、農業資機材メーカーや農業分野外の大手企業
などが注目している。全体を掴みきれていないのが実情。本書は、
「スマ
ート農業を図解で俯瞰できる」一冊です。基本的な知識から応用的な内
容までカバーした教科書として、農業分野の岐路に立つ方々の指標とな
る情報をお届けします。

■2020年3月刊行

■2020年10月刊行

■A5ハードカバー・280ページ

●JPIC

新

経済・経営 Population and the Japanese Economy: Longevity, Innovation, and Economic Growth (英文版：人口と日本経済)

024

刊

心理

018

9784866580562
吉川 洋

本体価格2,500円

■A5・160ページ

9784416520376

図解

●誠文堂新光社

心理学用語大全

齋藤 勇
（監修）
,田中 正人
（編）

本体価格1800円

人口減少が進む日本。財政赤字は拡大の一途をたどり、地方は
「削滅」
の危険にある。
そんな思い込みに対し、人口問題と格闘してきた経済学
は
「否」
と答える。
「人口減少悲観論」
を排し、
日本経済の本当の課題に
迫る。

本書は、心理にかかわる難しい理論も理解できる、
ビジュアルメインの図
解用語辞典。約100人の心理学者と150以上の用語を解説。用語同
士の関連、心理学者の関係性も、
シンプルな図解で表現されていて、印
象に残りやすい。仕事や人間関係で役立つ教養としての心理学が、楽
しみながら身に付く本。

■2020年3月刊行

■2020年5月刊行

■四六判ハードカバー・208ページ

■A5変・302ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 03

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新

025

刊

教育

世界思想社

電気書院

https://sekaishisosha.net/

www.denkishoin.co.jp

9784790717461

遊びからはじまる

松崎

●世界思想社

031
電気・電子

行代

本体価格1,600円

小関

修・光本

●電気書院

真一

本体価格1,100円
本書は3冊構成のシリーズで，
直流回路から
（均衡）交流回路までの基
礎理論が学習できます．
ポイントは穴抜きになっているので，
埋めていくこ
とにより，
基本理論の考え方をつかんでいけます．
また各ページにミシン目
をつけていることより，
切り離してバインドすることができます．

■2020年10月刊行

■2014年1月刊行

■四六判・208ページ

9784790717447

026

刊

民俗・文化人類

●世界思想社

032

それでもなおユダヤ人であること

宇田川

電気・電子

彩

本体価格3,800円

■B5判136ページ

9784485302286

●電気書院

よくわかるディジタル回路
春日 健

本体価格2,800円

重いリュックを背負って、
しなやかに歩む！旧約聖書の時代からディアスポ
ラとして暮らしてきたユダヤ人。居住地に溶け込みながらもユダヤ人であ
り続けたのはなぜか？彼らの現在の暮らしに密着した長期調査から、
ユダ
ヤ人の記憶の本質に迫る。

本書の目的は，
コンピュータの基本回路であるディジタル回路の基礎を
理解することにあります．
ディジタルコンピュータの構成原理や構成法な
どディジタル回路を勉強しようとする方々，
専門外ではあるがディジタル回
路の知識を身につけたい方々が対象です．
章末問題はおさらいに最適
です．

■2020年9月刊行

■2012年12月刊行

新

027

刊

歴史

■A5判・312ページ

9784790717430

京都発・庭の歴史

今江

●世界思想社

033
数学

秀史

本体価格2,400円

■A5判226ページ

9784485302026

●電気書院

ドリルと演習シリーズ 微分積分
日本数学教育学会 高専・大学部会 教材研究グループTAMS 編

本体価格1,333円

先入観をぶっ飛ばし、庭の見方を変える旅へ！文化財保護に長年携わっ
てきた哲学研究者が、平安から現代までの千年をガイド。見た目や美しさ
だけではなく、知られざる使われ方に注目し、庭の本性を浮き彫りにする。

本書は同シリーズの｢基礎数学」
を学んだ方が微分積分を学ぶためのド
リルで，
ほかにも
「線形代数」
「応用数学」
，
があります．
各学習項目を2ペ
ージから構成し，
表面に基礎事項の要約と例題，
裏面には演習問題を設
けました．
ミシン目・とじ穴付きで，
ページを切り離してファイルすることもでき
ます．

■2020年7月刊行

■2010年2月刊行

新

028

刊

芸術

■四六判・232ページ

■A4変形判208ページ

中央公論美術出版

東方書店

https://www.chukobi.co.jp/

https://www.toho-shoten.co.jp/

9784805508800 ●中央公論美術出版

光琳論

仲町啓子

新

034

刊

哲学・思想・言語

本体価格24,000円

刊

基礎電気回路ノートⅠ

子どもにとって生活は遊びそのもの。遊びは子どもの心とからだを丸ごと
育てる。絵本、紙芝居、人形劇、
お絵かき、
ごっこ遊び、感触遊び、料理、
かたづけ、栽培…。沢山の遊びを通して、子どもの育ちを見つめる。絵本
作家・中川ひろたかさん推薦！

新

新

9784485302309

9784497220165

漢帝国の遺産

●東方書店

道教の勃興

姜生著/三浦國雄・田訪監訳

本体価格8,000円

江戸時代の琳派の画家、尾形光琳について著者永年の研究を書下ろ
しにて集大成する。文書・画稿類などの資料を元に再考し、彼の絵画制
作に対する研鑽の跡を追う。既知の作品に新たな解釈を加え、光琳の
歩んだ道を描き出すことを目的とし、
その全体像を新たな視点と一貫した
構想によって捉え直す。

漢代の墓室とは、死者が仙人として再生し昇天する
「生命転換装置」
で
あった。各地の漢墓から出土した膨大な量の画像資料を用いて死者の
成仙過程を再構築し、初期道教の形成という漢帝国の文化遺産を提
示する。

■2020年9月刊行

■2020年10月刊行

029
芸術

■Ｂ5・364ページ

●中央公論美術出版

新装版 バウハウス叢書 全14巻

ヴァルター・グロピウス/Ｌ
・モホリ・ナギ 編

新

035

刊

歴史

本体価格39,900円

■A5

708ページ

9784497220042

戦後日本の満洲記憶

佐藤量、菅野智博、湯川真樹江

●東方書店

編

本体価格5,000円

20世紀初頭に生まれた、美術・建築・工芸・デザイン・映画・写真
等の新しい造形やその理論を多面的に取り扱い、bauhausの名
をモダンデザインの歴史に刻んだ
「バウハウス叢書」。同叢書の
初版本の趣をそのままに、造本、装釘、
レイアウトにいたるまで留
意した日本語版の待望の復刊。

戦後日本社会において、満洲がどのように記憶されてきたかについて、
満洲引揚者およびその二世が刊行した
「会報」の分析から明らかにする。

■2019年8月〜2020年8月刊行

■2020年3月刊行

030
芸術

■Ｂ5・各巻平均145ページ

●中央公論美術出版

論集 日本の仮面

田邉三郎助

全2巻

本体価格62,000円

新

036

刊

歴史

■A5

368ページ

9784497220011

天変地異はどう語られてきたか

串田久治

●東方書店

中国・日本・朝鮮・東南アジア 東方選書53

本体価格2,200円

文化庁において彫刻を中心とする文化財の調査研究、保存修復
及び保護行政の公務に携わり、指導的な役割を果たしてきた著
者による、古代面から舞楽面、能面にいたるまで、全国各地に実
際に足を運び、早くから調査と考究を重ねてきた仮面彫刻に関す
る論考を豊富な図版と共に一書にまとめる。

歴史・宗教・地域研究者9名が、
アジア各地で地震・火災・水害・疫病な
どの「天変地異」
をどのように語り継いできたかをひもとき、
いま、
自然災
害にどう向き合うかを考えるきっかけを提供する。

■2019年1月〜10月刊行

■2020年2月刊行

■Ｂ5・各巻平均500ページ

04 Specialized Books Catalog Book Fair

■四六

284ページ

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

037
社会

福村出版

法律文化社

https://www.fukumura.co.jp/

https://www.hou-bun.com

9784571500145

●福村出版

フォレンジック看護ハンドブック―法と医療の領域で協働する看護実践

ローズ・E・コンスタンティノ 編著 パトリシア・A・クレイン、スーザン・E・ヤング 編著 柳井 圭子 監訳

新

043

刊

法律・政治

本体価格10,000円

俊哉

編著

■2020年11月刊行

社会

■B5・640ページ

9784571500152

●福村出版

ゲーム障害―ゲーム依存の理解と治療・予防

ダニエル・キング、ポール・デルファブロ 著 樋口 進 監訳 成田 啓行 訳

新

044

刊

法律・政治

本体価格6,000円

■A5判・402ページ

9784589040800

日本近代家族法史論
村上

一博

●法律文化社

著

本体価格2,900円

DSM-5、ICD-11に収載されて注目を浴びるゲーム障害
（IGD）
。
その理
論とモデルを解説し、
スクリーニングやアセスメントなども含めた臨床の全
体像を総説する。

明治大正期家族法史研究の今日的到達点を整理し、親族相続法に関
する裁判例と学説の検討に新たな視点を提示する。家族法の未来像を
模索するうえで、
日本近代家族法の軌跡を浮き彫りにし、混迷する現在
の家族法に示唆を与える。

■2020年8月刊行

■2020年4月刊行

039
心理

■B5・296ページ

9784571240843

●福村出版

大学におけるハラスメント対応ガイドブック―問題解決のための防止・相談体制づくり

山内 浩美・葛

文綺 編

新
刊

045
法律・政治

本体価格2,700円

■A5判・324ページ

9784589040596

資源地政学

稲垣

●法律文化社

グローバル・エネルギー競争と戦略的パートナーシップ

文昭・玉井 良尚・宮脇

昇

編

本体価格2,700円

大学にとって重大なリスクマネジメントの課題であるハラスメント事案に
ついて、全国の相談室の具体的な相談から模擬事例を作成し、教職員
向けに編集した予防と対応のためのガイド。

地政学的観点から資源をめぐる国際政治動向を学ぶ。｢接続性｣概念
から地政学的経路や障壁を俯瞰したうえで、資源貿易が政治体制や民
族問題の構図にどのような影響を与えているのかを考察し、世界で起こ
っている資源をめぐる争いのダイナミズムを捉える視座を提供する。

■2020年7月刊行

■2020年3月刊行

新

040

刊

経済・経営

■A5・172ページ

■A5判・186ページ

文眞堂

北隆館

http://www.bunshin-do.co.jp/

www.hokuryukan-ns.co.jp

9784830951039

●文眞堂

国際貿易―グローバル化と政策の経済分析―

ジョン・マクラレン 著／柳瀬明彦 訳

新

046

刊

百科・図鑑・事典 他

本体価格3,000円

刊

圭吾・吉見

本体価格5,900円

■2020年9月刊行

刊

新

駒村

●法律文化社

もうひとつの戦後史

憲法典の字面を書き換えることだけが目的化している昨今、気鋭の憲法
学者と社会学者、政治学者が、戦後の憲法典の下で憲法に準ずる重
みを持った多数の法令・判例・閣議決定などの「解釈実践」
が積み重ね
られてきたことに着目し、
それらがいかなる歴史的文脈のなかで生み出さ
れてきたのかを検証する。

038

刊

戦後日本憲政史講義

暴力・虐待などの法的問題によって健康被害を負ったクライエントに、法
医学的知見を活かしてケアを行う新しい看護実践「フォレンジック看護」
の包括的ガイドブック。

新

新

9784589041098

9784832610552

●北隆館

最新日本列島の蝶類図鑑

伊藤隆夫

本体価格10,000円

環境、児童労働、移民などグローバル化に伴う様々な現実の政策問題
や、南北戦争や日米貿易摩擦など歴史上の出来事を題材として取り上
げたユニークな構成で、伝統的な貿易モデルから最新の理論・実証研
究までを網羅した国際経済学の教科書。待望の邦訳。

著者は、1954〜2019年の65年間に日本産全種の観察を行い、
その
研究・フィールドワークの貴重な集大成です。自然環境の中での生態写
真、生息する生育環境写真、分布図、他、分布・周年経過・食餌植物・
変異・生息環境・成虫行動・生息状況等、多岐にわたる項目を最新の情
報で詳述します。

■2020年10月刊行

■2020年8月1日刊行

041
経済・経営

■A5判・478ページ

9784830950506

●文眞堂

未完の人民元改革―国際通貨への道―

関

志雄 著

新
刊

047
百科・図鑑・事典 他

本体価格2,300円

■B5判・428ページ

9784832610545

牧野植物図鑑原図集

邑田 仁

●北隆館

〜牧野図鑑の成立〜

本体価格13,000円

第一線で活躍している著者の人民元に関する研究成果を体系的にまと
めた一冊。
「人民元レートの決定要因」、
「 変動相場制への移行」、
「米
中通貨摩擦」、
「チャイナ・マネー」、
「 人民元の国際化」、
「デジタル通
貨」
など、研究者だけでなく、政策当局者や投資家にとっても関心の高
いテーマを網羅。

世界的な植物学者・牧野富太郎と、牧野が最も信頼を寄せた植物画
家・山田壽雄による図鑑の原図から見えてくる、
わが国の金字塔的出版
物・牧野図鑑の成り立ちを、門外不出の図版の数々によって解き明かし
ていく。

■2020年4月刊行

■2020年4月20日刊行

新

042

刊

経済・経営

■A5判・228ページ

9784830950728

●文眞堂

英語de人事―日英対訳による実践的人事―

白木三秀／ブライアン・シャーマン 著

本体価格2,600円

048
百科・図鑑・事典 他

■B5版・504ページ

9784832610538

医ダニ学図鑑

●北隆館

〜見える分類と疫学〜

高田伸弘、高橋守、藤田博巳、夏秋優

本体価格15,000円

全文日英対訳の世界で通用するHRM。採用、評価、人材育成、
ダイバ
ーシティ、
コンプライアンス等幅広いテーマを実践的に学べます。海外赴
任するマネジャー、
トレーニー、
グローバル企業の人事専門家、英語＆日
本語でHRMの知識を習得し、国内外を問わず活躍したいビジネス・パー
ソン、学生に最適。

病原性ダニ類を
「医ダニ」
として規定し、人間生活に重篤な危害を及ぼ
す病原性ダニ類の最新知識を集約。特に知識の土台である
「分類学」
に頁を割き、国内で記載されたダニ類の種名と形態を整理するために、
独自の分類学を提示。貴重なカラー画像を多用し
「分類と疫学の見える
化」
を実現しました。

■2020年4月刊行

■2019年9月24日刊行

■A5判・554ページ

■B5判・360ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 05

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

049
哲学・思想・言語

明治書院

ラトルズ

https://www.meijishoin.co.jp/

https://www.rutles.net/

9784625464041

漢代思想論

堀池

信夫 著

●明治書院

桜邑文稿２

新

055

刊

情報科学

本体価格8,000円

新

050

刊

文学

■2020年10月刊行

●明治書院

056

新釈漢文大系詩人編3 王維・孟浩然
美那子 著 ¦ 好川

情報科学

聡著

本体価格10,000円

9784899774983

●ラトルズ

PythonではじめるiOSプログラミング

掌田 津耶乃

本体価格2600円
iPhone、iPadでPythonを使いこなそう! iOSでPythonプログラミングが
できる人気アプリ
「Pythonista3」
を使い拡張モジュールによる数理計
算、2Dグラフィックを使ったゲーム作成、
そしてiOS機能を拡張するプロ
グラミングまでを楽しくマスターしよう!!

■2020年10月刊行

■2019年10月刊行

051

刊

哲学・思想・言語

■548ページ

9784625624551

●明治書院

057

日本のことばシリーズ39 高知県のことば
平山

輝男 編集委員代表 ¦ 上野

情報科学

智子 編

本体価格7,000円

■A5変型・376ページ

9784899774631

●ラトルズ

12歳からはじめる ゼロからの Pythonゲームプログラミング教室

大槻有一郎 、リブロワークスPython部

本体価格2200円

ふるさとに伝わる豊かな表現
（方言）
を知るために、各県の方言について、
その特色を概説したシリーズ。高知県における、位置と方言区画・方言
意識・方言の特色などを概説し、県内各地の方言について、東言葉
（土
佐方言）
・西言葉
（幡多方言）
を中心に方言の詳細を解説する。

ミニゲームを作りながら、人工知能で話題のPython を楽しく覚えよう!!
プログラミング言語Pythonは、最新コンピューター技術の研究室で使わ
れる汎用性のある言語です。本書では簡単なミニゲームを作りながら
Pythonを勉強できます。

■2020年10月刊行

■2017年5月刊行

新

052

刊

教育

■220ページ

明石書店

https://www.yumani.co.jp

https://www.akashi.co.jp/

9784843357859

●ゆまに書房

広島文理科大学英語英文学研究室／英語教育研究所 編 英語教育 1936〜1947年刊 第1回 全5巻

［監修］江利川春雄 ［解題］江利川春雄／上野舞斗

新

058

刊

統計

本体価格75,000円

■2020年11月刊行

053
歴史

■A5判型・288ページ

ゆまに書房

●明石書店

女性の世界地図 女たちの経験・現在地・これから

ジョニー・シーガー 著、中澤高志、大城直樹、荒又美陽、中川秀一、三浦尚子 訳

世界の女性はどこでどのように活躍し、抑圧され、差別され、生活してい
るのか。
グローバル化、
インターネットの発達等の現代的テーマも盛り込
み、
ますます洗練されたカラフルな地図とインフォグラフィックによって視
覚的にあぶり出す。好評既刊『地図でみる世界の女性』
の改訂版。オー
ルカラー。

■A5版・平均330ページ

9784843358092

9784750350844

本体価格3,200円

「英語教育」
を初めて冠した幻の専門誌『英語教育』
（全9巻40冊）
と別
冊特輯号『英語英文学論文集』
（全2冊）
を完全復刻。論考・記事800
余篇を集録。英語教育研究の一大拠点・広島文理科大学で編集され、
小日向定次郎、定宗数松、小川二郎、山本忠雄、中島文雄など、最高
水準の専門家が寄稿。

刊

■A5判型・400ページ

絵画・音楽にも優れ、文人画の祖とされる王維。清澄で平易な表現が敬
愛される孟浩然。王・孟と併称される二人の自然詩人の作品を集めた。
厳密な校閲を経た原文
（漢詩）
と訓読
（書き下し文）
を上下に対比し、現
代語訳・語注を施しました。

新

新

大河原浩一

Blender2.83 と2.9 対応!!著者は専門学校で、Blender を使った
授業で3DCG 制作を教えるクリエイターです。本書はその経験を
元に、Blender の使い方を効率よく覚えるメソッドを分かりやすく
解説します。

■420ページ

9784625673283
二宮

●ラトルズ

作りながら楽しく覚える Blender 2.83LTS 準拠&2.9 対応
本体価格2,727円

堀池信夫著作集全3巻の２。漢代の思想を様々な観点から考察する。
「桜邑」
は研究拠点筑波大学が茨城県新治郡桜村にあったことにちな
む。

■2020年10月刊行

9784899775089

■2020年10月刊行

●ゆまに書房

日本旅行文化協会 旅 第1回配本 全4巻

［監修］荒山正彦 ［総監修］公益財団法人日本交通公社 旅の図書館

新
刊

059
歴史

本体価格90,000円

■B5判変判

216頁

9784750350172

世界歴史叢書 香港の歴史

ジョン・M・キャロル 著

●明石書店

東洋と西洋の間に立つ人々

倉田 明子、倉田 徹 訳

本体価格4,300円

大正、昭和期における各種旅行の、情報・政策・研究・科学・芸術・交流・
討論などを網羅した
「旅行」についての初の総合誌。JTBの前身、
日本
旅行文化協会の機関誌として1924年4月に創刊。
日本近代ツーリズム
形成期の状況を詳しく知ることのできる貴重資料。休刊の1943年8月
号までを収録。

本書は、分かりやすく、
しかも学問的水準の高い、香港の通史である。雨
傘運動から
「国家安全法」提案に至る、昨今の香港危機にあたって、香
港に関心をもつ読者の座右に置き、
その歴史の特性を抑えることで、変
動するニュースの深い理解の一助となろう。

■2020年10月刊行

■2020年7月刊行

新

054

刊

歴史

■A5版・平均502ページ

9784843355336

●ゆまに書房

コレクション・台湾のモダニズム 第Ⅰ期 第1回配本 全4巻

［監修］和田博文／河野龍也／呉佩珍／冨田哲／横路啓子／和田桂子

本体価格72,000円

060
社会

■四六判

440ページ

9784750349152

全国データ SDGsと日本

●明石書店

誰も取り残されないための人間の安全保障指標

NPO法人「人間の安全保障」
フォーラム
（編）、高須幸雄（編著

本体価格3000円

日台両研究者による台湾モダニズム文化の総合的資料集。帝国主義・
都市景観・インフラ・産業・交通・メディア・教育・スポーツ・食文化・風俗・
映画等、多角的な視点から日本統治下の台湾のモダニズムを把握でき
る叢書。各巻に編者による詳細なエッセイ・解題・関連年表・主要参考
文献を収録。

国連の持続的開発目標
（SDGs）
指標を、国としてはほぼ達成しつつあ
る日本。
しかし、SDGsの理念「誰も取り残されない社会」
が実現している
とは言いがたい。90あまりの指標から都道府県ごとの課題を可視化し、
改善策を提言する。

■2020年7月刊行

■2019年11月刊行

■A5版・平均820ページ

06 Specialized Books Catalog Book Fair

■B5判

288ページ

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

和泉書院

インプレス

https://www.izumipb.co.jp/izumi/

https://book.impress.co.jp/

9784757609419

061
百科・図鑑・事典 他

●和泉書院

近代戦争文学事典第十四輯

矢野貫一編

新

067

刊

情報科学

本体価格9,500円

9784295009948

●インプレス

スッキリわかるPythonによる機械学習入門
須藤秋良 著/株式会社フレアリンク 監修

本体価格3,000円

明治以来の戦争文学および周辺の文献は尨大な数に上る。それらの
文学史、思想史に落とす影は濃い。けれども、戦争にかかわるがゆえに、
時の事情により或は喧伝され或は黙殺されて、
いまだ正当な位置づけを
得ていない。
ここにそれらの文献を尋ね、書誌・内容を録し、論評を加えた。
稀覯資料多数を登載。

本書は、広大な学習範囲に対して真正面から取り組み、
スムーズかつス
ッキリと学びきることができる入門書です。データ分析の「全体の流れ」
を繰り返し追いかけることで、機械学習の全体像と本質が自然に染み込
む仕掛けとなっています。段階的に高度な内容に挑戦することで応用術
も身に付きます。

■2020年4月刊行

■2020年10月刊行

新

062

刊

歴史

■A5判・304ページ

9784757609525

難波宮と大化改新

●和泉書院

大阪市立大学難波宮研究会編集

新

068

刊

情報科学

本体価格7,200円

■A5判・664ページ

9784295010074

●インプレス

［第3版］Python機械学習プログラミング 達人データサイエンティストによる理論と実践
Sebastian Raschka 著/Vahid Mirjalili 著/株式会社クイープ 訳/福島 真太朗 監訳

本体価格4,000円

645年に始まる国制の変革である大化改新は大阪・難波の地で実施さ
れ、難波宮は国の中枢機能が集約された日本初の宮城である。難波宮
と大化改新を一体的に把えることを試みた、最先端の研究を収録し、斯
界に贈る。

世界的な機械学習本ベストセラーの第3版！分類・回帰問題から、深層
学習、敵対的生成ネットワーク、強化学習まで、
その理論を本格的に解
説し、Pythonライブラリを使ったプログラミングを実践します。

■2020年3月刊行

■2020年10月刊行

■A5判・344ページ

9784757609167

063

●和泉書院

豊臣政権の形成過程と大坂城

歴史

中村博司著

新

069

刊

情報科学

本体価格8,500円

■B5変型・736ページ

9784295009849

●インプレス

Pythonで学ぶ音源分離（機械学習実践シリーズ）

戸上真人

著

本体価格3,500円

本書は、豊臣政権の形成過程および政権の本拠地である大坂城の築
造過程や構造にかかわる諸論考から成り、関白政権樹立にいたる秀吉
の政権構想と大坂城を中心とした京・大坂における居城の在り方との
関係性を明らかにした。

本書は、音源分離の基礎からPythonを用いた実装までを詳しく解説して
います。特定の技術分野のアルゴリズムの紹介と、
それを実装したコード
を解説する、
より技術的・実践的な内容となっています。

■2019年12月刊行

■2020年8月刊行

新

064

刊

物理

■A5判・404ページ

■B5変型・352ページ

岩崎書店

ウェッジ

https://www.iwasakishoten.co.jp/

https://www.wedge.co.jp

9784265851645

●岩崎書店

絵でさぐる音・光・宇宙−物理学の世界への旅

コリン・スチュアート：著／シモ・アバディア：絵／片神貴子：訳

070
建築・土木

本体価格3,200円

9784863102170

●ウェッジ

ポストアーバン都市・地域論

ハンス・ウェストルンド／ティグラン・ハース

本体価格6,000円

おどろきにあふれた宇宙。不思議がいっぱいのこの世界。物理の法則を
知ることで見えないものが見えてくる。宇宙や世界がもっとわかる。
ヴィジ
ュアル物理学探検へようこそ！ 物理学の世界の探検への扉を開く入
門書。小学校高学年以上向け。

Regional Studies Association年間最優秀出版賞受賞『IN THE
POST‐URBAN WORLD』待望の邦訳。繁栄する巨大都市、拡大する
地域格差。
グローバルな経済で相互につながった都市と地域の課題と
新たな解決法を世界クラスの研究者たちを結集して論じる。

■2020年10月刊行

■2019年11月刊行

065
百科・図鑑・事典 他

■B4変型判・73ページ

9784265059713

●岩崎書店

デザインから世界が見える 国旗大図鑑

苅安望：監修

071
建築・土木

本体価格9,000円

■416ページ

9784863102125

台北・歴史建築探訪

●ウェッジ

片倉佳史

本体価格1,800円

世界の国旗を、正確な比率で50音順に一国一見開きで紹介。国旗に
は国の歴史と
「大切にしていること」
が表れています。国連未承認国も
含む256の国と海外領土の旗を収録。

台北市内に残る日本統治時代の建築物約200件を、豊富なカラー写
真とともに紹介。歴史、文化、地理などの要素を盛り込み、
日本人と台湾
人がともに暮らした半世紀とは何だったのかを振り返る。建築遺産から
台湾の人々が歩んできた道のりと土地の表情に照準を合わせ、
まとめあ
げた永久保存版の一冊。

■2019年11月刊行

■2019年3月刊行

066
社会

■A4変型判・480ページ

9784265109548

●岩崎書店

いざというとき自分を守る 防災の本（全４巻）

防災問題研究会

本体価格12,000円

072
法律・政治

■364ページ

9784863101869

●ウェッジ

戦略の地政学──ランドパワーＶＳシーパワー

秋元千明

本体価格1,600円

いつどこでなにが起こるかわからず、
日ごろの備えが何より重要と
なる。いざというとき迷わず行動するためにも
「これだけは身につ
けておいてほしい」
というポイントを網羅した。

世界が予測不能領域に入りつつある
「今」
を読み解くには、
「地政学」
が
鍵になる。なぜなら、各国の外交、安全保障戦略はすべて地政学的思
考によってつくられているからだ。地政学とは、
いったい何か？日本は今後、
どう進めばいいのか？安全保障の専門家が多数の地図を元に、国際情
勢を読み解く。

■2019年11月刊行

■2017年8月刊行

■A4変型判・各48ページ

■308ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 07

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

073
生物

エヌ・ティー・エス

化学同人

http://www.nts-book.co.jp/

https://www.kagakudojin.co.jp

9784860436520

実践

●エヌ・ティー・エス

生物実験ガイドブック

監修：半本秀博 編集：
『生物の科学 遺伝』編集委員 執筆者：全42名

新

079

刊

化学

本体価格3,500円

新

074

刊

工学・機械

■2020年8月刊行

●エヌ・ティー・エス

Excelによる生体信号解析

三宅晋司

新

080

刊

生物

本体価格18,000円

224ページ

9784759817348

●化学同人

DOJIN BIOSCIENCE SERIES シングルセル解析でなにがわかるか

竹山

春子・細川

正人 編

本体価格5,500円
シングルセル解析により，
組織中の幹細胞，
細胞分化，
神経細胞などさま
ざまな生命現象の解析が可能となってきた．
シングルセル解析によって
見えてきた細胞の多様性について，
最新の知見と，
創薬や医療への将
来の展望についてもまとめた．

■2020年7月発刊

■2020年7月刊行

075

刊

生物

■B5・120ページ

9784860435370

●エヌ・ティー・エス

081

膜タンパク質工学ハンドブック

化学

監修：津本浩平、浜窪隆雄 編集幹事：秋吉一成、園山正史、富田泰輔 執筆者：全133名

本体価格59,000円

■B5

200ページ

9784759818390

●化学同人

化学史事典

化学史学会編

本体価格22,000円

創薬研究や食品、農薬、環境汚染物質センサへの応用利用等、幅広
い分野(への応用が予想される膜タンパク質！機能・構造・解析、新たな
膜タンパク質の合成と新機能創生、可能な挑戦を取りまとめた医歯薬
農・工学系必須の1冊。

私たちは科学技術の伝統が浅いために，
化学や化学技術の歴史につ
いて知らないことが，
あまりに多い．
この状況を鑑みて企画されたのが本
事典である．
化学史学会創立40年を記念する共同企画．

■2020年4月刊行

■2017年4月刊行

新

076

刊

医学・リハビリ

■B5・624ページ

http://www.gaiajapan.co.jp/

http://www.gakugei-pub.jp/

9784866540429

●ガイアブックス

最新 ピラーティスアナトミィ

ラエル・イサコウィッツ/ カレン・クリッピンジャー

■2020年10月刊行

医学・リハビリ

1000ページ

学芸出版社
新

082

刊

建築・土木

本体価格2,300円

077

■A5

ガイアブックス

全貌 日本庭園

中田 勝康

●学芸出版社

象徴庭園から抽象枯山水へ

重森三玲との出会いから日本庭園に興味をもった著者は、飛鳥時代か
ら近現代にいたる全国の庭園を撮影行脚するなか、独自の鑑賞眼を養
った。造形の完成度・斬新さで厳選した100庭を紹介。思想的背景や特
徴的技法にせまる解説を軸に、多様な日本庭園の全体像を的確なアン
グルで捉えた写真で解き明かす

■B5変型・272ページ

9784866540191

9784761540968

本体価格5,600円

フィットネスクラブや医療施設などの新しい舞台に浸透しているピラーテ
ィス。本書は、詳細な解説やステップごとの説明に加え、解剖学的イラス
ト付きの46種類のエクササイズを記載しており、初めてピラーティスを学
ぶ人から理学療法士など人体解剖学に広範な知識のある人まで役立
つ内容となっている。

刊

■B5

生体信号の解析に Microsoft Excel で驚きの結果が得られる！マクロ
や高価なソフトを用いずとも表計算、組込み関数、分析ツールのみでこ
こまで出来る！サンプルデータ約93万点をダウンロードして即実践可能！

新

新

日本化学会編

主にエネルギーに関連する分子触媒に関して，
その機能統合化の観点
から現状と課題をまとめ，
今後を展望する．

■B5・400ページ

9784860436667

●化学同人

CSJカレントレビュー38 光エネルギー変換における分子触媒の新展開
本体価格4,200円

10年ぶりに登場！
「生物実験本」の決定版！全国の理科・生物の先生が
「効率良く無駄の無い
（失敗しない）
最大限の学びを得られる実験と観
察」のコツやノウハウを紹介・解説！基礎から先端分野、誤解の多い「減
数分裂」
「細胞二重膜」
「免疫の仕組み」
も解説！教育指導者の実験バ
イブル！
■2020年9月刊行

9784759813982

■2020年10月刊行

●ガイアブックス

スポーツ医療従事者のための本格フロッシング

スヴェン・クルーゼ

新

083

刊

建築・土木

本体価格3,600円

■B5変判
（上製）
・224ページ

9784761532604

●学芸出版社

ポルトガルの建築家 アルヴァロ・シザ

伊藤

廉

本体価格3,600円

スポーツ理学療法士として多くのアスリートの治療を手掛けてきた著者
による身体の機能改善メソッド
「イージーフロッシング」。本書は、多くの
写真やイラストを使い、
その論理と実践双方の観点から詳細に解説して
おり、
日本でも数少ない本格的なフロッシングを学ぶための適書である。

モダニズムを超えた静謐な空間で世界的評価を得てきた建築家、
アル
ヴァロ・シザ。
ノートや図面、紙ナプキンにまで絶えず描き続けるスケッチ、
寡黙ながら時に発せられる辛らつな言葉、建築への純粋な愛情。世界
的建築家の知られざる素顔と土地に根差した作品の魅力を弟子である
著者があぶりだす

■2020年7月刊行

■2020年9月刊行

新

078

刊

医学・リハビリ

■B5変型・176ページ

9784866540207

●ガイアブックス

ネッターのスポーツ医学全書Ⅰ

クリストファー・C・マッデン 他3名、作画：フランク・H・ネッター 他5名・作画、寄稿：ジェフリー・T・アビルゴール 他58名

本体価格5,500円

新

084

刊

建築・土木

■A5判・416ページ

9784761540951

●学芸出版社

NIWA HOUSE Houses Designed by TOSHIHITO YOKOUCHI

横内 敏人

本体価格15,000円

アスリートの運動を最良の状態に維持する、
また、
スポーツ障害をケアす
るためのビジュアルガイド。
フランク・ネッターによる医学絵画と、箇条書き
のアウトラインでより一層理解が深まる。学習をサポートするビデオや追
加情報がオンラインで閲覧可能。早稲田大学教授の熊井司氏監修。

庭と建築を一体につくる 庭屋一如 の思想を体現してきた建築家
の最新26作品。現代的な和の空間に定評ある著者は、
自ら植栽
図を描き、樹種を選定し、施工に立ち会う。邸宅や別荘をはじめ、
街中のコートハウス、郊外住宅、増改築、公共的施設まで、設計
思想とプロセスを詳細な図面資料と写真で綴る

■2020年4月刊行

■2020年9月刊行

■B5変型・260ページ

08 Specialized Books Catalog Book Fair

■A4横判
（上製）
・416ページ

横内敏人の住宅2014‐2019

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

085
教育

かもがわ出版

共立出版

http://www.kamogawa.co.jp/

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/

9784780311013

子ども白書2020

日本子どもを守る会

●かもがわ出版

編著

新

091

刊

数学

9784320124646

Ronald L.Graham・Donald E.Knuth・Oren Patashnik 著

本体価格2800円

本体価格9,000円

１９６４年創刊以来５６冊目となる今年の『子ども白書』
は、
コロナ危機の
もと、学校・学童保育・医師・研究者・各種調査などがとらえた子どもたち
の声、姿を広く共有し、浮き彫りになった家庭の困窮・格差や学校に求
められる役割を基に、
これからの学校と学びの行方について問いかけま
す。

クヌース先生による，
連続系(continuous)と離散系(discrete)の数学を
融合した，
アルゴリズム解析のための計算技法のユニークなテキスト
Concrete Mathematics, Second Edition の翻訳。

■2020年8月刊行

■2020年9月刊行

新

086

刊

民俗・文化人類

■B5判・240ページ

9784780311006

●かもがわ出版

アイヌの権利とは何か

テッサ・モーリス＝スズキ、市川守弘

刊

092

刊

地球科学

Gregory S. Paul 著

本体価格7,500円
本書は，
アメリカの著名な古生物学者であり，
古生物イラストレーターでも
あるグレゴリー・ポールによる恐竜事典である。
グレゴリー・ポールの描く
骨格図は，
恐竜学における一つの科学的な基準として位置づけられて
おり，
恐竜の全身像の推定に大きな影響を与えている。

■2020年7月刊行

■2020年8月刊行

087
法律・政治

■四六判・200ページ

9784780310900

●かもがわ出版

北欧の幸せな社会のつくり方

あぶみ あさき

新

093

刊

統計

■B5・432ページ

9784320114340

●共立出版

大規模計算時代の統計推論

Bradley Efron、
Trevor Hastie著

本体価格8,800円

選挙になると選挙小屋が建ちコーヒーや文具が無料配布され、十代の
政治参加が歓迎される北欧。150点以上の写真とともに、
ノルウェー、
フ
ィンランド、
スウェーデン、
デンマークの選挙の様子、各政党の青年部の
活動、小学生から高校生までのシティズンシップ教育、大学での選挙活
動などをレポート。

本書は，
統計学が過去60年間にどのように進化してきたか検証し，
広範
囲に俯瞰する。歴史の順に3部に分け，
各章で，
この分野の発展に影響
があった一連のトピックスを取り上げながら，
それぞれの手法的発展や推
論の正当性について説明する。

■2020年5月刊行

■2020年7月刊行

新

088

刊

情報科学

■A5判・138ページ

■A5・598ページ

技術評論社

近代科学社

https://gihyo.jp/book

https://www.kindaikagaku.co.jp/

9784297110819

【改訂新版】情報倫理

●技術評論社

新

ネット時代のソーシャル・リテラシー

094

刊

情報科学

高橋慈子、原田隆史、佐藤翔、岡部晋典

本体価格1,380円

刊

●共立出版

グレゴリー・ポール恐竜事典 原著第2版

日本で初めて先住民族を認める
「アイヌ新法」
が施行され、
アイヌの文
化拠点「象徴空間・ウポポイ」
が完成するなかで置き忘れられるアイヌの
誇りと願いー。本当の共生社会はどうすれば実現できるのか、
アイヌと世
界各地の先住民族の今を通して考える。

本体価格1800円

新

■B5・660ページ

9784320047389

新

本体価格2000円

新

●共立出版

コンピュータの数学 第2版

9784764906235

●近代科学社

情報処理技術遺産とパイオニアたち

情報処理学会 歴史特別委員会

編

本体価格6,000円

情報化時代の社会的なルールや情報技術に関する倫理を理解し、実
践する方法を考えるのが「情報倫理」
です。
コンピュータの社会的影響、
コミュニケーション、
プライバシー問題、知的所有権、企業倫理などにつ
いて学んでいきます。

本書は、情報処理学会60周年記念事業の一環として企画された。第
一部で情報処理技術遺産を108件、分散コンピュータ博物館を10件
収集。第二部では、
パイオニアたち23名のオーラルヒストリーを掲載する。
情報処理分野に携わる方々にとって高価値な一冊。

■2020年3月刊行

■2020年10月刊行

089
情報科学

■A5判208ページ

9784297110536

●技術評論社

［演習］アカデミックスキルとしてのICT活用
著者：木野富士男、監修：高橋尚子

新

095

刊

数学

本体価格1,980円

■B5判上製・336ページ

9784764906075

●近代科学社

離散幾何学フロンティア―タイル・メーカー定理と分解回転合同

秋山

仁

著

本体価格4500円

学修環境の変化にともなって、大学生の必須スキルとなったWord・
Excel・PowerPointの基本操作、
インターネットの活用法などをまとめま
した。演習を中心とした構成で半期
（15回）
の授業に最適な作りとなっ
ており、大学１年次の基礎科目で用いる教科書としておすすめです。

本書は著者の業績である、
タイル張りや変身図形の設計技術を様々な
数学的アイデアによって展開し，
新しい理論が作られていくプロセスや，
具体的な応用を示している．
【目次】
タイル張りとコンウェイ・タイル／タイ
ル・メーカー／図形の分解と変身／適正重ね合わせ法とコンウェイ・タイ
ル／他

■2020年3月刊行

■2020年1月刊行

新

090

刊

情報科学

■B5判208ページ

9784297113254

●技術評論社

例題80でしっかり学ぶ メディアリテラシー標準テキスト ｰメディアとインターネットを理解するための基礎知識ｰ

定平誠

本体価格1,480円

096
情報科学

■菊判上製・260ページ

9784764905993

●近代科学社

裏側から視る ＡＩ―脅威・歴史・倫理―

中川裕志 著

本体価格2200円

インターネット上のメディアとのかかわり方
（メディアリテラシー）
への知識
不足は、罰金や懲役に処されることもあり、知らなかったと言って済まされ
る問題ではありません。本書は、情報社会に対応するための教科書とし
て、
インターネット上のメディアとのかかわり方についてわかりやすく解説
します。

AIと人間社会の現実と未来を研究する！理研・革新知能総合研究セン
ターの成果をもとに、AI の負の側面の紹介とAI設計・運用における倫理
指針を示す構成となっている。
【目次】AI脅威論：概念編／AI脅威論：現
実編／AI技術の簡略史／AIの不都合な現実／AI倫理の目指すもの

■2020年5月刊行

■2019年9月刊行

■B5判176ページ

■A5変型・192ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 09

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

097
論文

くろしお出版

工作舎

https://www.9640.jp/

https://www.kousakusha.co.jp/

9784874248423

●くろしお出版

留学生のための考えを伝え合うプレゼンテーション

仁科浩美

新

103

刊

哲学・思想・言語

本体価格1,800円

山下正男

本体価格2,400円
古代ギリシア論理学&哲学のエッセンスを示す図「ポルフィリオスの樹」。
その図は、中世神学全盛期をへて、近代科学の誕生、記号論理学や論
理実証主義の発展など、西洋思想史をつらぬいてきた。
この抽象構造を
さぐり、健全な思考への道を示す。

■2020年9月刊行

■2020年9月刊行

098

刊

哲学・思想・言語

■B5判・132ページ+別冊16ページ

9784874248324

英日翻訳の技術

●くろしお出版

104
社会

鍋島弘治朗/マイケル・ブルックス

本体価格1,800円

■2020年6月刊行
新

099

刊

哲学・思想・言語

●くろしお出版

105
哲学・思想・言語

庵功雄/日高水穂/前田直子/山田敏弘/大和シゲミ

本体価格1,000円

100

刊

法律・政治

●工作舎

JST-RISTEX[研究開発成果実装支援プログラム]＝編

■四六・248ページ

9784875024941

●工作舎

ライプニッツ著作集 第2期［3］技術・医学・社会システム
G・W・ライプニッツ／酒井 潔＋佐々木能章＝監修

本体価格9,000円

これから日本語学の勉強を始める人や日本語教師になる人のための、
日
本語入門書。重要なトピックを厳選し、平易でありながら研究成果もきち
んと押さえた好著。
ロングセラー書籍を改訂。

新

社会実装の手引き

■2019年6月刊行

やさしい日本語のしくみ 改訂版

■2020年3月刊行

9784875025092

こども、高齢者・弱者支援、環境問題など生活に深く関わる問題を解決
するためには、研究開発に加え、
それを普及させる
「社会実装」
が重要。
48のプロジェクト実例とともに「社会実装」
を知る1冊。 JST-RISTEX
（国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター）
の成果。

■A5判・192ページ

9784874248300

■四六・240ページ

本体価格1,200円

英日翻訳の基礎となる技術を身につけながら、言語と文化について理
解を深めることができる翻訳入門書。首を傾げたくなるような翻訳からの
脱却を目指す。学生からのQ&Aも積極的に取り入れた。翻訳家によるコ
ラム・実践練習問題付。

「理論を伴う実践」
を生涯のモットーとしたライプニッツ。計算機発明から
保健・年金システム、
アカデミー計画まで、豊かな社会を実現するための
多方面にわたる提言を集成。感染症対策の先駆として話題になった
「ペスト対策の提言」収録。

■A5判・112ページ

■2018年6月刊行

■A5判・536ページ

勁草書房

弘文堂

http://www.keisoshobo.co.jp/

https://www.koubundou.co.jp

9784326403783

●勁草書房

国家賠償法コンメンタール 第3版

西埜

章

新

106

刊

法律・政治

本体価格20,000円

刊

●工作舎

図解き 論理的哲学史逍遙

プレゼンテーションに関する基本的な構成や具体的で豊富な日本語表
現を、
タスクを通して学ぶ。質疑応答も丁寧に触れ、相手に配慮する態
度を重んじコミュニケーション能力も高める。文理対応で発表例動画あ
り。中級後半〜上級向け。

新

新

9784875025207

9784335358265

条解

破産法＜第3版＞

●弘文堂

伊藤 眞・岡 正晶・田原 睦夫・中井 康之・林 道晴・松下 淳一・森 宏司 著

本体価格20,000円

長年の研究成果を盛り込み現時点での国家賠償法の到達点を明確に
する。実務家、研究者の指針となる最新かつ本格的な逐条解説書。第
3版では、旧版刊行後の6年間のおびただしい判例・裁判例と文献を盛
り込んだほか、
さらに理論的深化を図り200頁の増加となった。

破産法のすべてをこの一冊に収め、詳細に解説した最高水準の注釈
書。法改正や新しい論点などをふまえよりパワーアップした最新版。法曹
実務家はもちろん、研究者・法科大学院生・金融にかかわるビジネスパ
ーソンなど倒産法制にかかわる全ての人の机上にお薦めの注釈書です。

■2020年6月刊行

■2020年6月 ■A5・2072ページ

101
教育

■Ａ５判1584ページ

9784326251414

●勁草書房

現代日本教育費政策史

井深雄二

新

107

刊

法律・政治

本体価格18,000円

9784335358203

●弘文堂

条解 行政不服審査法＜第2版＞

小早川

光郎・高橋

滋

編著

本体価格12,000円

同著者『近代日本教育費政策史』の続編。戦後の義務教育費の国庫
負担政策はどのように確立し展開したのか、膨大な史料を基に分析する。
占領教育文書を活用し教育財政改革諸案の検討も行い、最後に戦
前・戦後を通じた義務教育費国庫負担政策史を総括し、義務教育費財
政のあるべき原則について考察する。

行政不服審査法の定番コンメンタールの最新版。条文ごとの解説は初
版通り詳細かつわかりやすく、内容は改正法の現在の運用状況を織り
込み、
よりアップデートした定番逐条解説書です。

■2020年2月刊行

■2020年3月 ■A5・728ページ

新

102

刊

社会

■Ａ５判1344ページ

上：9784326603244 下：9784326603251

社会システム

ニクラス・ルーマン著

上：7,000円

●勁草書房

馬場靖雄訳

下：7,000円

108
法律・政治

9784335357749

条解

民事執行法

●弘文堂

伊藤 眞・園尾 隆司 編集代表/林 道晴・山本 和彦・古賀 政治 編集委員

本体価格20,000円

ルーマンの理論が「オートポイエーシス」概念を摂取することによって後
期の姿へと変貌していく、
そのターニングポイントとなった書。以後次々と
刊行される
「社会のシリーズ」
で縦横に駆使されることになる諸概念装
置が一通り提起される。
このルーマン理論の蝶番となった著書を碩学渾
身の翻訳で読む。

制定前後から現在に至るまでの民事執行法・規則の内容につき、実務
運用を正確に記述し、
それを理論的に検証するとともに、最新の情報の
もと、詳細な解説を付した、最高水準の注釈書。裁判官、裁判所書記官、
執行官、弁護士、
司法書士などの実務家および民事手続法をはじめとし
た研究者に便利な1巻本。

2020年1月刊行

■2019年11月 ■A5・1844ページ

■Ａ５判

上：496ページ 下：432ページ

10 Specialized Books Catalog Book Fair

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

コモンズ

三修社

http://www.commonsonline.co.jp/

https://www.sanshusha.co.jp/

109
社会

9784861871672

●コモンズ

甘いバナナの苦い現実

石井正子編著

新

115

刊

教育

本体価格2,500円

9784384059298

教育としてのCLIL

●三修社

笹島 茂

本体価格3,200円

日本人が一番多く食べている果物バナナはなぜ安いのか？日本が大半
を輸入しているフィリピンのミンダナオ島で目立つ農薬空中散布による
生産者・住民の健康被害や不公正な多国籍企業の活動を調査に基づ
き詳細に述べて私たちは何ができるのかエシカルな消費の在り方を問い
バナナを通して社会を見つめ直す

日本のCLIL指導・研究の第一人者による、実践と研究の集大成。日本
の教育環境という文脈に適したCLILの理論的な枠組みを提案。教育
段階に関わらず、CLILを取り入れたいすべての教育関係者必読。

■2020年8月刊行

■2020年7月刊行

新

110

刊

法律・政治

■四六判・388ページ

9784861871634

●コモンズ

写真集キャンドル革命――政権交代を生んだ韓国の市民民主主義

キム・イェスル著、
キム・ジェヒョンほか写真、
パク・ノヘ監修

新

116

刊

教育

本体価格3,400円

■A5判・304ページ

9784384059731

●三修社

新・日本語教育を学ぶ −なぜ、なにを、どう教えるか−

遠藤織枝 編著

本体価格2,400円

韓国全土で行われたキャンドル市民革命は大統領を退陣に追い込み、
新たな政権を実現し、各国に大きな感動を与えた。
その軌跡を写真と文
章で丹念にたどり、
日本の政治をかえるために何が学べるかを考える。日
韓関係が史上最悪と言われる今こそ、隣国で何が起きていたのかを知り、
理解を深めたい。

日本のCLIL指導・研究の第一人者による、実践と研究の集大成。日本
の教育環境という文脈に適したCLILの理論的な枠組みを提案。教育
段階に関わらず、CLILを取り入れたいすべての教育関係者必読。

■2020年1月刊行

■2020年3月刊行

111
生物

■B5変形判・312ページ
（一部カラー）

9784861871641

●コモンズ

有機農業大全――持続可能な農の技術と思想
澤登早苗・小松﨑将一編著、
日本有機農業学会監修

新

117

刊

文学

本体価格3,300円

新

112

刊

物理

9784384059441

●三修社

アメリカ文学との邂逅 コーマック・マッカーシー 錯綜する暴力と倫理

山口和彦 著 / 諏訪部浩一 監修

本体価格2,600円

地球環境を守り安心・安全な食べものを生産し、SDGsと生物多様性を
実現し命を大切にする社会を創ることで、 地域を元気にする持続可能
な農業の全体像を詳述。21世紀の農業をリードする有機農業の決定
版！意欲的生産者・研究者・農政関係者・普及指導員、
そして新たに有
機農業を志す人達の必読書
■2019年12月刊行

■A5判・260ページ

現 代アメリカ小 説を代 表するコーマック・マッカーシー（ C o r m a c
McCarthy, 1933- ）
の小説11作
（1作は実質的にはシナリオ）
を論じ、
「暴力」表象と
「倫理」的洞察という、
マッカーシー作品に特有の問題系
を探究する。

■A5・332ページ

■2020年3月刊行

■四六判・340ページ

サイエンス社

実教出版

https://www.saiensu.co.jp/
※演習書は対象外です。

https://www.jikkyo.co.jp/

9784781914879

●サイエンス社

共振器量子電磁力学

越野和樹

新

118

刊

社会

本体価格2,400円

9784407348903

●実教出版

マイナンバー制度における情報セキュリティ監査の手引き

日本セキュリティ監査協会

本体価格4,500円

量子情報処理のハードウェア構築に欠かせない共振器QED系の量子
開放系としての面白さを伝える好著．

地方自治体が義務づけられた
「情報セキュリティ監査」制度の具体的マ
ニュアル。行政機関・監査事業者は必携。

■2020年9月刊行

■2020年3月刊行

新

113

刊

物理

■B5判・200ページ

9784781914763

M理論と行列模型

●サイエンス社

119
教育

森山翔文

本体価格2,300円

■B５判・160ページ

9784407347722

●実教出版

ICT活用指導力アップ！教育の情報化

梅田恭子・齋藤ひとみ
（ほか2名）

本体価格1,800円

M理論の研究では，
近年の進展から，
膜の上の理論やそこから導かれる
行列模型が発見され，
その理解が深まった．
本書ではM理論の理解が進
んだ様子から，
行列模型の解析まで解説し，
M理論の数理構造に迫って
いく．

授業を通して児童・生徒の情報活用能力を高められる、ICT機器の効果
的な活用と情報モラル教育ができる能力を培うためのテキスト。

■2020年4月刊行

■2019年4月刊行

新

114

刊

物理

■B5判・208ページ

9784781914725

●サイエンス社

新版 量子光学と量子情報科学

古澤

明、武田俊太郎

本体価格2,100円

120
教育

■B５判・144ページ

9784407339314

●実教出版

授業力アップ アクティブ・ラーニング

市坪誠ほか4名

本体価格2,000円

基礎的な量子力学を学んだ理工系学生が，
現代的な光学において量
子力学がどのように応用されているかを学ぶための書．
今回の改訂では，
量子情報処理の主流になりつつある，
量子テレポーテーションをベース
にしたユニバーサル量子情報処理の実現手法と，
その時間領域多重量
子情報処理への応用を加えた．

アクティブ・ラーニングを想定した授業でどのように学生たちが能力を伸
ばせるようになるか、教員の授業力アップを実現する
「教え方の指導書」。

■2020年3月刊行

■2016年5月刊行

■B5判・160ページ

■B５判・176ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 11

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

旬報社

裳華房

http://www.junposha.com/

https://www.shokabo.co.jp/

9784845116393

121
法律・政治

●旬報社

アジア法整備支援叢書 インドネシア

鮎京正訓・島田 弦 ほか

新

127

刊

物理

本体価格7,000円

●裳華房

小出昭一郎・水野幸夫 共著

本体価格2,700円
1978年の刊行以来、多くの支持を集めてきた好評のロングセラーが、
よ
り親しみやすいレイアウトと文字づかいで、新装版となって登場。意欲を
そぐような難問は避け、
また結果よりも考え方の筋道が大切という立場か
ら問題をセレクト、段階的に配列し、
ていねいすぎるほどの解答を記し、解
説を加えた。

■2020年5月 ■Ａ5判上製・565ページ

■2020年8月刊行

122

刊

社会

9784845115983

●旬報社

新 世界の社会福祉 ＜第Ⅱ期６巻セット＞

宇佐見耕一・岡 伸一・金子光一・小谷眞男ほか200名

新

128

刊

数学

本体価格60,000円

刊

量子力学演習（新装版）

民主化とグローバリゼーションへの挑戦。
インドネシア法における諸外国
の影響、法の発展、社会と法の関係を、法学・法実務・政治学・人類学・
社会学という多彩な分野の専門家が明らかにする共同研究の成果。ア
ジア諸国の法の実相に迫る叢書。

新

新

9784785321406

■Ａ５判248ページ

9784785314125

●裳華房

集合と位相（増補新装版）

内田伏一 著

本体価格2,600円

貧困や格差、高齢者・障害者・児童、移民難民、感染症、被災補償、医
療、公衆衛生など、様々な問題に対しどんな政策・制度を取り入れている
のか？注目すべき67か国の現状・動向・課題を、具体的事例とともに解
説するシリーズ全12巻の第２期6巻。宗教や失業率、
ジェンダー指数な
どのデータも豊富。

1986年の初版刊行以来、多くの読者から高い評価を得てきた
『数学シ
リーズ 集合と位相』
が、信頼の内容はそのままに、装いを新たに登場。
こ
のたびの増補新装版では、旧版には一部しか掲載されていなかった
「解
答とヒント」
を大幅に増補・充実させて、
すべての問題に対する解答を収
めた。

■2020年３月刊行

■2020年3月刊行

■Ａ5判上製・各巻平均430ページ

9784845116225

123
法律・政治

●旬報社

労働法・社会保障法の持続可能性

和田 肇・緒方桂子

新

129

刊

数学

本体価格6,000円

■Ａ５判256ページ

9784785315849

新装版 解析学概論

矢野健太郎・石原

●裳華房

繁 共著

本体価格2,500円

雇用社会の持続可能性の危機を克服するための、労働法の新たなパ
ラダイム。雇用社会の危機を、労働法のみならず
「社会保障法との連続
性をもつ総合的な生活保障体系」
として捉え直す新しい視点。5年間の
共同研究の成果であると同時に、今後の日本の労働法や社会保障法
の検討課題も明らかにする一冊。

1965年の初版発行より
（1982年の新版発行を経て）
現在に至るまで、
多くの読者から支持されてきた定評ある解析学の教科書『解析学概
論』
を、読みやすい文字づかい、魅力的な図版とともに 新装版 として刊
行した。

■2020年2月 ■Ａ5判上製・480ページ

■2020年2月刊行

■Ａ５判・358ページ

翔泳社

昭和堂

https://www.shoeisha.co.jp/book

http://www.showado-kyoto.jp

新

124

刊

情報科学

9784798167930

●翔泳社

コンピュータアーキテクチャのエッセンス［第2版］
Douglas E. Comer 著

新

130

刊

民俗・文化人類

本体価格4,200円

9784812219270

●昭和堂

ビーズでたどるホモ・サピエンス史―美の起源に迫る
池谷和信
（編）

本体価格2,800円

コンピュータアーキテクチャという分野は、
コンピュータ科学とコンピュー
タ工学を抱合しているだけに深く広大です。本書は、
プロセッサ・メモリ・
I/Oに焦点を絞り、確かな基礎知識を提供します。
コンピュータの動作原
理をよりプログラミングに近いところで理解するには、本書が近道となる
はずです。

ビーズは現生人類の最初のアートと呼ばれる。
その素材や細工は地域
や時代によって多種多様。富や威信、集団の象徴など社会的役割も担
ってきた。本書では、
ビーズの誕生した約12万年前から現在まで、地球
全域をフィールドに、
ビーズを軸にホモサピエンス史をたどる。
カラー口絵
16頁。

■2020年10月刊行

■2020年4月刊行

125
情報科学

■B5変形・504ページ

9784798159911

●翔泳社

Pythonで動かして学ぶ！あたらしい機械学習の教科書 第2版

伊藤 真 著

131
建築・土木

本体価格2,680円

■A5判・328ページ

9784812219010

世界都市史事典

●昭和堂

布野修司
（編）

本体価格20,000円

大好評『Pythonで動かして学ぶ！あたらしい機械学習の教科書』の第2
版です。第1版のコンテンツを活かしつつ、
よりわかりやすく精査した形に
なりました。また機械学習を学ぶ上で必要な用語集を追加しています。
高校数学の知識とPythonコードを紐づけて機械学習の基本を学べる1
冊です。

世界文化遺産の都市など、
１３に区分した地球上の約３００の都市を画
期的な手法と豊富な図版で紹介。総勢１００名の執筆陣による
「活き
た」都市史研究の決定版。

■2019年7月刊行

■２０１９年１１月刊行

126
論文

■A5正寸・416ページ

9784798158891

●翔泳社

図解でわかる！理工系のためのよい文章の書き方

福地 健太郎、園山 隆輔 著

本体価格1,800円
「レポートや論文が書けない」学生対策として、
ライティング講座を取り入
れる大学が急増しています。本書では理工系の学生、院生に向けに、相
手に伝わるよい文章の書き方を図解し、
アカデミックな文章作成に役立
つ実践的な知識を提供します。
■2019年2月刊行

■A5正寸・208ページ

12 Specialized Books Catalog Book Fair

132
心理

■Ａ５判・９６８ページ

9784812219027

●昭和堂

動物心理学―心の射影と発見

中島定彦

本体価格5,000円
動物心理学は動物の心を探る心理学。動物心理学がこれまでに明らか
にしてきた知見を紹介し、
そこで用いられる概念や研究方法を解説する。
動物の定義から始めて、学問の歴史、著者の専門とする実験動物から
解明できたこと、
そして最後は人間との関わりまでを扱う。
■２０１９年１０月刊行

■Ａ５判・４９６ページ

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

133
法律・政治

信山社出版

青弓社

https://www.shinzansha.co.jp/

https://www.seikyusha.co.jp/

9784797257519

法学六法'21

●信山社出版

田真朗・宮島 司・安冨 潔・三上威彦・三木浩一・小山 剛・北澤安紀 編集代表

新

139

刊

歴史

本体価格1,100円

新
刊

134
法律・政治

桑原 ヒサ子

1932年から敗戦直前まで発行されたナチスの機関誌「女性展望」
は合
計282号を数え、最盛期には140万部を記録した。女性を戦時奉仕活
動へと動員するための女性向けプロパガンダ雑誌を読み解き、
ナチス支
配下に生きた女性たちの全体像を解明する初の研究成果。270点の
貴重な図版を所収。

■四六・628ページ

9784797227956

●青弓社

ナチス機関誌「女性展望」を読む
本体価格4,800円

【2色刷で見やすい薄型･軽量六法】法学を初めて学ぶ人のために、
ま
た他の法律専門課程用の六法と合わせて、携帯用に利便の六法。薄
型・軽量はそのままに、
「 新型インフルエンザ等対策特別措置法」等、新
たに3法令を追加。計94件を収録し、本年も、
より一層内容の厳選・充
実化を図った人気の六法。
■2020年10月刊行

9784787220905

■2020年9月刊行

●信山社出版

プラクティス民法 債権総論〔第5版補訂〕

潮見佳男 著

新

140

刊

社会

本体価格5,000円

■A5判・432ページ

9784787234735

●青弓社

フーディー

ジョゼ・ジョンストン／シャイヨン・バウマン

本体価格4,000円

2018年夏の第5版刊行から1年半が経過する中、
この第5版補訂では、
この間の判例を補充するとともに、2019年7月1日に骨格部分が施行さ
れた相続法改正に対応する箇所を修正して、解説の充実をはかった。
memoも新たに2件追加。2020年4月施行の民法
（債権法）
改正対応
版。

食を自分のアイデンティティやライフスタイルとして捉える人々＝フーディ
ー。現代アメリカのフーディーをめぐる食文化から、階級や人種、
ジェンダ
ーの問題系を浮き彫りにして、
そこに潜む社会的な不平等や雑食的な
文化資本、卓越化の戦略を明らかにする
「食の社会学」。

■2020年8月刊行

■2020年7月刊行

135
法律・政治

■A5変・730ページ

9784797220216

●信山社出版

141

日本国憲法制定資料全集（1）―憲法問題調査委員会関係資料等〔日本立法資料全集 71〕
芦部信喜・高橋和之・高見勝利・日比野勤

社会

編著

本体価格33,010円

新

136

刊

社会

9784787234582

ネット右派の歴史社会学

●青弓社

伊藤昌亮

本体価格3,000円

「入江俊郎関係文書」
「佐藤達夫関係文書」
「松本烝治文書」
「井手
成三文書」等を従来の研究を踏まえて全面的に検討し、解説を付した。
立案関係資料は、原則として時系列で整理して解説、議会議事録も本
会議、特別委員会ごとに各頁に検索語を付して内容検索の便を図った
（全21巻予定）
。
■1997年3月刊行

■A5判・440ページ

保守的・愛国的な信条を背景に、
その言動でしばしば他者を排撃するネ
ット右派は、
どのように生まれ、
日本社会を侵食していったのか。55年体
制の崩壊から安倍政権成立、雑誌論壇、
マンガ・アニメ、2ちゃんねる、歴
史教科書問題、
日本会議・在特会などを読み解いていき、圧巻の情報
量で描き出す。

■菊変・410ページ

■2019年8月刊行

■A5判・514ページ

新評論

成文堂

https://www.shinhyoron.co.jp/

http://www.seibundoh.co.jp

9784794811547

●新評論

野蛮への恐怖、文明への怨念―「文明の衝突」論を超えて「文化の出会い」を考える

ツヴェタン・
トドロフ／大谷尚文・小野潮 訳

新

142

刊

法律・政治

本体価格3,500円

９７８４７９２３２７５８３

●成文堂

民法講義Ⅳ 債権総論 第４版

近江幸治

本体価格3,200円

日本にも広がる異文化排斥、異質性排斥の集団的感情。
その蔓延を断
ち切り共生の地平を拓くための歴史・社会・政治分析。人類が取るべき
共存の形式とは何か。あらゆる暴力の源泉にある
「人間的なもの」。他
者性排斥と善悪二元論に打ち克つための、万人に求められる思考実践。

経済社会における
「債権」の機能ないし役割を念頭に置きながら、
「債
権」制度の歴史と判例・学説の理論的展開を詳しく論述。改正民法を
体系的に整序し、図説を用いてわかりやすく解説する。民法改正に全面
対応した待望の第４版。

■2020年7月22日刊行

■２０２０年９月刊行

137
哲学・思想・言語

■A5判・328ページ

9784794811325

●新評論

地球に降り立つ―新気候体制を生き抜くための政治

ブルーノ・ラトゥール/川村久美子訳・解題

新

143

刊

法律・政治

本体価格2,200円

■A５版・上製・３５２ページ

９７８４７９２３０６７２４

●成文堂

日本国憲法論 第２版
佐藤幸治

本体価格4,800円

パリ気候協定後の世界とトランプ現象の根幹をどう理解し、思考の共有
を図るべきか。危機的状況が作り出される政治構造を明らかにし、
そこか
ら脱出するための現実的思考を人類共有の構築物として鮮やかに描き
出す。名著『虚構の「近代」』著者からの覚醒的緊急アピール！

経済社会における
「債権」の機能ないし役割を念頭に置きながら、
「債
権」制度の歴史と判例・学説の理論的展開を詳しく論述。改正民法を
体系的に整序し、図説を用いてわかりやすく解説する。民法改正に全面
対応した待望の第４版。

■2019年12月22日刊行

■２０２０年９月刊行

138
総記・科学一般

■四六判・208ページ

9784794811394

●新評論

フィンランド公共図書館−躍進の秘密
吉田右子・小泉公乃・坂田ヘントネン亜希

本体価格2,500円
社会的平等とそれを支える強靱な文化保障制度を誇る北欧の小国。情
報と文化へのアクセスが100％保障されているフィンランドでは無料の
公共図書館が生涯学習を約束する場所となっている。
「世界一」意欲
的に使われているフィンランド公共図書館の秘密に迫る魅惑の図書館
文化論。
■2019年11月14日刊行

■四六判・272ページ

新

144

刊

法律・政治

■A５版 ７７２ページ

９７８４７９２３５３０６３

刑事法の理論と実務２

●成文堂

佐伯 仁志・高橋 則夫・只木 誠・松宮 孝明

本体価格4,200円
「理論と実務の交錯」において、実務家と研究者の諸論稿を掲載し、理
論刑法学と判例・実務の架橋を目指す。
「論争刑法」
「理論刑法学の最
先端」
「 海外の動向」において理論刑法学の活性化をはかる。研究者
および実務家対象の専門書。
■２０２０年６月刊行

■A５版・上製・２８２ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 13

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

全国農村教育協会

SBクリエイティブ

http://www.zennokyo.co.jp/

https://www.sbcr.jp

145
百科・図鑑・事典 他

9784881371961 ●全国農村教育協会

新版 昆虫探検図鑑1600 写真検索マトリックス付

川邊

透

新

151

刊

情報科学

本体価格3,700円

146
百科・図鑑・事典 他

●SBクリエイティブ

新・明解Java入門 第2版

柴田望洋

本体価格2,700円

大人気サイト
「昆虫エクスプローラー」の管理者による、
ちょっと洒落た
大人の昆虫図鑑。分類学の知識がなくても、見た目で感覚的に検索で
きるＢ全サイズのポスター(写真検索マトリックス：2枚4面)を付録。

■2019年10月7日刊行

9784815606015

「Java入門書の最高峰」
と多くの読者から絶賛された前著の改訂版で
す。スッキリ分かりやすい図表268点と適切なサンプルプログラム302
編を使って、Javaの基礎から、
オブジェクト指向プログラミングの本質ま
でをわかりやすく解き明かします。

B5判・368頁

■2020年9月刊行

9784881371817 ●全国農村教育協会

石ころ博士入門

高橋直樹・大木淳一

新

152

刊

情報科学

本体価格2,700円

■B5変型判・520ページ

9784815604059

●SBクリエイティブ

データ視覚化のデザイン

永田ゆかり

本体価格2,000円

石ころは地球の火山活動や地殻変動などによってつくり出されます。ひ
とつの石ころの背後には地球の壮大な営みが隠され、石ころをよく観察
することで、
それが見えてきます。

日本人女性唯一のTableau ZEN MASTERである筆者が長年にわた
って培ってきたデータ視覚化のノウハウ、
ベストプラクティス、
アンチパタ
ーン等を整理分類してエッセンスを抽出し、具体的な事例をあげながら、
できるかぎり丁寧に解説しました。

■2015年5月9日刊行

■2020年6月刊行

147
百科・図鑑・事典 他

■B5判・176頁

9784881371824 ●全国農村教育協会

植調雑草大鑑

浅井

元朗

新

153

刊

情報科学

本体価格9,800円

148
歴史

我妻幸長

■2020年3月刊行

■A5判・344ページ

草思社

大学教育出版

http://www.soshisha.com/

https://www.kyoiku.co.jp

9784794224217／9784794224224

●草思社

２１世紀の啓蒙（上）（下） 理性、科学、ヒューマニズム、進歩
著：スティーブン・ピンカー 訳：橘

明美

坂田 雪子

新

154

刊

教育

本体価格 各2,500円 分売可

■2019年12月刊行

百科・図鑑・事典 他

●SBクリエイティブ

はじめてのディープラーニング2

自然言語処理の分野で真価を発揮する再起型ニューラルネットワーク
（RNN）
と、
ディープラーニングの生成モデルであるVAE（Variational
Autoencoder）
とGAN
（Generative Adversarial Networks）
について
実装方法を含めて解説します。

■Ｂ５判・360頁

■四六判・計984ページ

9784794224309

愛蔵版

著：堀

秀道

●大学教育出版

語りと教育の近代史‐児童文化の歴史から現代の教育を問い直す

松山鮎子

近代社会に特有な語り聞かせの実践である口演(こうえん)童話。当時
の資料をもとに、語り手の教師と聞き手の子どもの様子からその歴史を
描き出す。物語を語る行為と教育の豊かな関係を解明する書。

2020年10月刊行 ■A5版・284ページ

●草思社

楽しい鉱物図鑑

監修：門馬

9784866920979

本体価格2,800円

「理性」
「科学」
「ヒューマニズム」
「進歩」
といった啓蒙の理念を軽視・否
定する反啓蒙主義を痛烈に批判。世界は暗黒に向かってなどいない。
飢餓、貧困から平和、人々の知能まで、多くの領域が啓蒙の理念と実践
により改善されたことをデータで提示する、全米ベストセラー。

149

9784-815605582

本体価格2,800円

ひとつの雑草種について、種子、芽生え、幼植物、生育中期、成植物か
ら花・果実までの写真を掲載した図鑑。70科712種を収録。
「日本原色
雑草図鑑」の系譜を継ぐ本格雑草図鑑。

■2015年2月12日刊行

■A5変型判・196ページ

綱一

155
教育

本体価格12,000円

9784866920313

●大学教育出版

大学生のためのセーフティーネット‐学生生活支援を考える

全国大学生活協同組合連合会 教職員委員会 監修

本体価格1,600円

趣味としての 鉱物 を日本に広め定着させることになった、鉱物図鑑の
名著にして堀秀道氏のライフワークである
『楽しい鉱物図鑑』1・2巻。
そ
れらを1冊に、判型も大幅にアップした愛蔵合本版として装いも新たに
登場。初心者から玄人まで、鉱物を愛するすべての人に必携の書。

今日の学生を取り巻く状況と親世代の就業環境の変化、
さらには障が
いをもつ学生を取り巻く状況の変化なかで、支援を必要とすることが増
えている。
そこで、全国教職員セミナーと同名のテーマで、
その内容と大
学生を支援する活動事例をはじめてまとめたものである。

■2019年12月刊行

■2019年6月刊行

150
歴史

■Ｂ５・432ページ

●草思社

ジャレド・ダイアモンド文庫6冊セット

ジャレド・ダイアモンド

本体価格5,750円 分売可
1万3000年にわたる人類史のダイナミズムに隠された壮大な謎に、分
子生物学から言語学に至るまでの最新の知見を編み上げて挑むジャレ
ド・ダイヤモンド博士。読みやすい文庫サイズ6冊をセットでご用意しまし
た。世界の見方が変わる良書、在学中の読破がオススメです。
■文庫・計2608ページ

14 Specialized Books Catalog Book Fair

156
教育

■A5版・168ページ

9784864294690

●大学教育出版

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

本体価格1,600円
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。
■2017年10月刊行

■A5版・152ページ

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

大修館書店

千倉書房

https://www.taishukan.co.jp/books/

https://www.chikura.co.jp/

157
宗教

9784469012897

●大修館書店

ラルース ギリシア・ローマ神話大事典

ジャン=クロード・ベルフィオール 著 金光仁三郎 主幹 小井戸光彦・本田貴久・大木勲・内藤真奈 訳

新

163

刊

歴史

本体価格22,000円

9784805112052

●千倉書房

楽園の島と忘れられたジェノサイド バリに眠る狂気の記憶をめぐって

倉沢愛子著

本体価格3,200円

ギリシア神話・ローマ神話の全貌を網羅した最新・最大の事典。項目数
約2500。文芸作品からの引用や豊富な図版などで、神々や英雄たちの
世界を生き生きと蘇らせる。地名や文芸作品、
ギリシア・ローマの文化な
ど、関連項目も収録。文献によって解釈が異なる異同
（ヴァリアント）
も網
羅。

楽園の島で昨日まで共に暮らしてきた人々はなぜ殺人者と被害者に別
れたのか。国軍や宗教を含む政治対立が招いた悲劇の全体像を描く。
１９６５年秋から６６年にかけてインドネシアで起こった大虐殺の犠牲者
数は５０万人とも２００万人以上とも言われている。

■2020年6月刊行

■２０２０年７月３日刊行

158
百科・図鑑・事典 他

■B5・1082ページ

9784469032161

李白と杜甫の事典

●大修館書店

向嶋成美 編著

新

164

刊

歴史

本体価格12,000円

159
メディア

大漢和辞典デジタル版

諸橋轍次 著

●千倉書房

基点としての戦後 政治思想史と現代

苅部直著

憲法、皇室、平和思想。転換期を迎えつつある世界のなかに近代日本
はどう位置づけられるのか。近代以降の日本政治思想の流れの中に、
〔戦後〕
を位置づけると何が見えてくるのか。代表的な政治思想家の業
績と共に振り返る。

■A5・914ページ

9784469790832

9784805111840

本体価格3,200円

唐を代表する二大詩人、李白と杜甫の総合事典。250篇を超える詩文
の解説を主に、李杜の生涯や旅について紹介。二人の生きた唐代の歴
史や地理、政治や文化についても一章を設け、作品理解のための幅広
い情報を提供。唐詩の形式・助字用例解説・年譜・地図などの資料も充
実。
■2019年11月刊行

■Ａ５・２５６ページ

■２０２０年２月１０日刊行

●大修館書店

165
経済・経営

鎌田正・米山寅太郎 修訂増補

本体価格130,000円

■四六・
３６５ページ

9784805111819

●千倉書房

オムニチャネルと顧客戦略の現在
近藤公彦・中見真也編著

本体価格2,800円

構想から70年あまりの歳月をかけ、2000年に完結した、漢和辞典の最
高峰『大漢和辞典』。親字5万、熟語53万を収録したこの 諸橋大漢和
のデジタル版がついに登場。書籍では巻数にして13巻、
ページ数にして
1万ページを優に超える情報が、PC1台に収まります。

ICTを基盤に全ての販売チャネルを統合し、消費者にシームレスなショッ
ピング経験を提供するオムニチャネルの現状と未来像を、
アカデミズムと
実務の両面から解説する。
２０２０年度の日本マーケティング本 大賞受
賞作。

■2019年4月刊行

■２０１９年９月２６日刊行

新

160

刊

宗教

■USBメモリ１本・化粧函入り

■Ａ５・２３６ページ

淡交社

中央経済社

https://www.tankosha.co.jp/

http://www.chuokeizai.co.jp/

9784473043986

●淡交社

梅棹忠夫の「日本人の宗教」

梅棹忠夫／著

中牧弘允／編著

新

166

刊

経済・経営

本体価格2,200円

9784502357411

●中央経済社

会計研究の挑戦 ―理論と制度における「知」の融合―

河﨑照行

編著

本体価格6,300円

民族学者梅棹忠夫
（1920〜2010）
の梅棹資料室に残されている、執
筆のメモ書きに相当する
「こざね」約350を手掛かりに、生前に執筆が
叶わなかった梅棹忠夫『日本人の宗教』の筋立てを中牧氏が推理、既
存の原稿の中から対談、
エッセイ、論考を選抜収録。

会計行為は，
企業の経済活動を会計情報として写像
（測定）
し，
利害関
係者
（意思決定者）
に提供
（伝達）
する行為である。経済社会の変化に
会計研究はどう挑むべきかを
「財務会計・ディスクロージャー」
「情報会
計・制度のフロンティア」
「中小企業会計」の３つの視点から解明する。

■2020年4月刊行

■2020年9月25日刊行

161
芸術

■四六判 240ページ

9784473043610

●淡交社

トラりんと学ぶ 日本の美術① 王朝の雅
京都国立博物館／監修

新

167

刊

経済・経営

本体価格1,500円

162
百科・図鑑・事典 他

日本刀工
飯田一雄

刀銘大鑑

●中央経済社

ＩＦＲＳ財団 編 ／企業会計基準委員会・公益財団法人財務会計基準機構 監訳

Ｉ
ＦＲＳ財団が毎年公表するＩ
ＦＲＳ基準書の唯一の公式日本語訳。翻訳
は財務会計基準機構。2020年版では，
「金利指標改革」等の最新基
準を収録したほか，
Ｉ
ＦＲＳ15号やＩ
ＦＲＳ16号等に重要なアジェンダ決定
が多数追加された。

■A5判・112ページ

9784473040756

9784502355417

ＩＦＲＳ基準〈注釈付き〉2020
本体価格18,000円

京都国立博物館のＰＲ大使・
トラりんが生徒、京都の学芸員が先生にな
って、
日本美術の歴史と魅力を基礎から学習。
シリーズの第１巻は大和
絵などの都の絵画、公家装束、書といった、宮廷文化をはぐくんだ京都な
らではの所蔵品を紹介。
■2019年11月刊行

■Ａ5判・496ページ

■2020年9月18日刊行

●淡交社

本体価格25,000円

新

168

刊

経済・経営

■Ｂ5判・4816ページ

9784502341618

森田哲彌学説の研究

安藤英義・新田忠誓

●中央経済社

編著

本体価格5,000円

日本刀研究の第一人者、
その５０年におよぶ研究成果と収集資料の集
大成。古刀・新刀・新々刀・新作刀
（現代刀）
、
日本刀史に名を残す代表
工のみならず、二・三流工まで加えた約４０００人の刀工の経歴を詳細解
説。約３０００点におよぶ押形図版、索引や用語解説等を付して構成す
る大事典。

簿記・財務会計の領域において広範かつ深度ある業績を残された森田
哲彌先生
（一橋大学）
の学説の全体像を，
一橋会計学の伝統との関わ
りから解明し，
さらに森田学説を起点に現代的課題を探究。森田学説が
会計学研究において時間を超えた活性を有することがご理解いただけ
る，
会計学研究者の必読書。

■2016年2月刊行

■2020年5月28日刊行

■B5判・968ページ

■Ａ5判・308ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 15

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

169
地理

帝国書院

東京書籍

https://www.teikokushoin.co.jp/

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/

9784807165384

地図で読む松本清張

●帝国書院

帝国書院編集部

新

175

刊

百科・図鑑・事典 他

本体価格1,800円

●東京書籍

スミソニアン協会／監修

本体価格5,800円
約460の絶景地形と驚異の気象現象を大迫力のビジュアルで紹介！北
アメリカのグランドキャニオン、
ノルウェーのフィヨルド、
メキシコのクリスタ
ルの洞窟など、地球の大自然の多様性とその美しさが豊富なビジュアル
で紹介されている。
７つの大陸すべてを網羅した自然地理学の図鑑。

■2020年12月刊行予定

■2020年8月刊行

170

刊

地理

■A5・168ページ

9784807165131

●帝国書院

旅に出たくなる地図 日本 20版

帝国書院編集部

新

176

刊

歴史

本体価格2,400円

■B4変型・440ページ

9784487812318

●東京書籍

ビジュアルマップ大図鑑 世界史

DK社／編著 スミソニアン協会／監修 本村凌二／日本語版監修

本体価格6,500円

開いただけで旅気分になれる地図帳。心いやされる美しき日本の旅へ！
各地の観光スポットを鳥瞰図や写真満載の特集ページで紹介。20版
のロングセラー。

人類500万年の歴史を、
テーマに即した豊富な地図、写真、
イラストで
解説するビジュアル大図鑑。世界史上の重要で興味深い162のテーマ
を、
グラフィカルな地図をメインに用いて時系列で配置しているため、全
世界の歴史の流れと文化の多様性が自然に統合されながら理解できる
よう工夫されている。

■2020年3月刊行

■2020年5月刊行

171
地理

■A4・258ページ

9784807164691

●帝国書院

地図帳の深読み

177
芸術

今尾恵介

本体価格1,800円

■B4変型・360ページ

9784487810352

●東京書籍

ART SINCE 1900 図鑑 1900年以後の芸術

ハル・フォスター他／著 尾崎信一郎，金井 直，小西信之，近藤 学／日本語版編集委員

本体価格12,000円

学生時代に誰もが手にした懐かしの学校地図帳には、
こんな楽しみ方
があった！100年以上に渡り地図帳を出版し続けてきた帝国書院と地図
研究家の今尾恵介氏がタッグを組み、
スマホ地図ではできない「深読
み」
をする！

20世紀から現在までのアートを知るための必要なすべてを備えた決定
的な名著。芸術家・運動・動向、思潮・思想を、800を超える作品図版と
ともに取り上げながら明快に論じる。
グローバルな視点、
ユニークな論点、
最先端の理論、
そして歴史的な網羅性。

■2019年8月刊行

■2019年6月刊行

新

172

刊

情報科学

■A5・176ページ

■A4変型・896ページ

東京化学同人

東京大学出版会

http://www.tkd-pbl.com/

http://www.utp.or.jp/

9784807909957

●東京化学同人

Python，Rで学ぶデータサイエンス

C.D.Larose，
D．
T．
Larose 著／阿部真人・西村晃治 訳

新

178

刊

歴史

本体価格2,400円

刊

奇跡の大自然図鑑

日本推理小説界の巨星・松本清張の作品の舞台を地図とともに解説。
地図と合わせて読むことで、作品の世界観は一層深みを増したものにな
ります。清張作品に登場する鉄道路線や列車名がわかる資料もあり、清
張ファンのみならず、鉄道ファンも垂涎の一冊。

新

新

9784487813032

9784130203098

●東京大学出版会

20世紀の東アジア史

田中明彦・川島

真編

本体価格9,800円

初学者がデータサイエンス分野で即戦力となる技術を身につけるための
教科書・実用書．
大学のデータサイエンス入門者〜中級者向けに書か
れている．
練習問題が500問以上あるので，
理解度を測りながらPython
とRの実践的な分析力，
プログラミングスキルを身につけることができる．

世界でいまや最も繁栄している地域の一つである東アジア．
安定と繁栄
が生み出された歴史的要因・背景を，
各国史的に概観するだけでなく，
国
際関係をキーワードに，
第一線の執筆陣が明らかにし，
新たな視点でまと
める東アジア史の決定版．
【全3冊／函入／分売不可】

■2020年11月刊行

■2020年9月刊行

173
生命科学

■264ページ

9784807909865

●東京化学同人

ミースフェルド生化学
R．
L．
Miesfeld，
M．
M．
McEvoy

著／水島

昇

監訳

新

179

刊

社会

本体価格7,900円

新

174

刊

生物

●東京大学出版会

厚東

洋輔

社会学理論の歴史を，
1848年二月革命にはじまる
〈社会的なもの〉
の
苦難の歴史とコインの表裏としてとらえ，
二度の総力戦，
冷戦，
そしてグロ
ーバリゼーションなどリスクに満ちた20世紀を駆け抜けた学として，
社会
学のアイデンティティを生き生きと描き出す．

■1024ページ

9784807909612

9784130501972

〈社会的なもの〉の歴史
本体価格7,500円

「なぜ生化学を学ばねばならないのか」
という学生の率直な疑問に答え
ながら解説が進む新しい標準的教科書．
注意深く考案された美しい図と
本文とが見事に一体となっており読む側の理解を深める．
学生は生化学
が細かな事実の暗記科目ではなく，
知的興奮を覚える学問であることを
実感できる．
■2020年10月刊行

■A5判・1056ページ

■2020年9月刊行

●東京化学同人

モリス生物学：生命のしくみ

J．
Morrisほか著／八杉貞雄・園池公毅・和田 洋 監訳

本体価格9,000円

新

180

刊

教育

■A5判・726ページ

9784130513531

●東京大学出版会

学習評価ハンドブック アクティブラーニングを促す50の技法

エリザベス F バークレイ・クレア ハウエル メジャー 著／東京大学教養教育高度化機構アクティブラーニング部門・吉田 塁 監訳

本体価格9,800円

多彩な図版と巧みな構成により，
生物学の全般に及ぶ重要概念を統合
して理解できるよう編集された教科書．
単なる暗記に陥らないように，
学
生に深く考えさせる教育効果の高い問題は，
習熟度評価にも役立つ．
学
生のアクティブ・ラーニングを助けると同時に，
教える教員もサポートする
優れた教科書．

アクティブラーニングはどのように評価すればよいのか．
本書はそんな疑
問にも答えてくれる．
学習評価の考え方やデザインに加えて，
50の技法
を教室やオンラインでの活用例を交えて具体的に紹介する．
教育を実践
する全ての人におすすめの1冊．

■2020年4月刊行

■2020年4月刊行

■1016ページ

16 Specialized Books Catalog Book Fair

■B5判・416ページ

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

181
社会

刀水書房

東洋経済新報社

http://www.tousuishobou.com/

https://toyokeizai.net/

9784887084605

●刀水書房

アーカイブズと歴史学 日本における公文書管理

小池聖一

新

187

刊

社会

本体価格3,600円

9784492046746

●東洋経済新報社

ＬＩＦＥＳＰＡＮ
（ライフスパン）

デビッド・Ａ・シンクレア マシュー・Ｄ・ラプラント 梶山 あゆみ（訳）

本体価格2,400円

公務員のすべての方々，
行政学・政治学・歴史学研究者と学生の方々
へ「今こそ読んでほしい，
アーカイブズ現場の真実を」アーカイブズは市
民・国民のための器。歴史文書館とは異なる独立したアーカイブズの再
構築を目指す。アーカイブズは，
公文書を管理し検証を保証する処。検証
とは，
明日の成功の糧

★世界20ヵ国で刊行！★ニューヨーク・タイムズ・ベストセラー！人類の若
さを左右する長寿遺伝子とは？いつまでも若く健康でいるために今すぐで
きることとは？最先端科学とテクノロジーが老化のメカニズムを解明。ハ
ーバード大学の世界的権威が描く衝撃の未来！

■2020年6月17日刊行

■２０２０年９月刊行

182
歴史

■A5・200ページ

9784887085121

●刀水書房

神聖ローマ帝国 ドツ王が支配した帝国

池谷文夫

新

188

刊

経済・経営

本体価格2,000円

■四六版上製・５９２ページ

9784492522301

●東洋経済新報社

ワイズカンパニー
野中

郁次郎

竹内 弘高

黒輪

篤嗣（訳）

本体価格3,000円

あの８５０年も続いた最強最大の神聖ローマ帝国とは？…場所はドイツ。
ローマ教皇との深いつながり。
そのすべてが本書によって明らかに。
「略
年表」
「歴代のドイツ王・皇帝リスト(血縁関係,生没年,国王戴冠年,皇
帝戴冠年)」
「略系譜」
「詳細関連地図9点」写真・図版多数掲載

知識から知恵へ、
イノベーションから持続的イノベーションへ。世界のビ
ジネス界に多大な影響を与えた経営学の世界的名著『知識創造企業』
の著者両氏による25年ぶりの続編。学問を超えた理論と数多くの企業
事例をもとに、
イノベーションを起こしていくデジタル時代の人間の生き
方と経営を考える。

■2019年10月29日刊行

■２０２０年８月刊行

183
歴史

■四六・220ページ

9784887084353

●刀水書房

イタリアの黒死病関係史料集
石坂尚武編訳

新

189

刊

経済・経営

本体価格14,000円

新

184

刊

経済・経営

9784492973295

●東洋経済新報社

「会社四季報」業界地図 ２０２１年版
東洋経済新報社（編）

本体価格1,300円

イタリアの中世末期から(１４世紀)から近世までの黒死病(ペスト)関連の
史料，
計５１点の翻訳解題集。
日本初の快挙！ １３年かけて完結。 昨
年度の翻訳特別賞受賞！ 最近では１４世紀ヨーロッパのペスト・パンデ
ミックが語られた
「ＮＨＫ歴史秘話ヒストリア」
でも、本書が詳しく紹介され
た
■2017年12月7日刊行

■四六判上製・５４４ページ

コロナで世界の業界地図はどう変わるのかーー。
『会社四季報』記者が１１７３業界、
４０４０社の現在・未来を徹底解説。
業界で知っておきたいプレイヤーや提携関係、
シェアや市場規模、
「天
気予想」(業況の予測)を見開きの「地図」の形で表示。だから、業界の
最新事情がひと目で分かる！

■A5・796ページ

■２０２０年８月刊行

■Ｂ５版並製・
２７２ページ

同文舘出版

ナカニシヤ出版

http://dobunkan.co.jp/

www.nakanishiya.co.jp

9784495210120

詳解

星野一郎

財務会計論

●同文舘出版

新

190

刊

社会

本体価格4,300円

9784779514975

●ナカニシヤ出版

地元を生きる―沖縄的共同性の社会学

岸 政彦・打越正行・上原健太郎・上間陽子

本体価格3,200円

仕訳なしでもまなべるリベラルアーツとしての財務会計のエッセンスとそ
の知的思考プロセスを明らかにした画期的なテキスト！この１冊で、財務
会計の考え方やしくみが理解できます。

階層格差という現実のなかで生きられる
「地元」
＝沖縄的共同性とは何
か。教員、公務員、飲食業、建築労働者、風俗嬢……膨大なフィールド
ワークから、
さまざまな職業の人びとの「沖縄の人生」
を描く。
ライフヒスト
リー研究の第一人者たちによる重厚なエスノグラフィ。

■２０２０年６月刊行

■2020年10月刊行

185
経済・経営

■A５判・５４４ページ

9784495193034

●同文舘出版

財務諸表分析(第３版)

乙政正太

新

191

刊

社会

本体価格3,500円

■四六判472ページ

9784779514234

●ナカニシヤ出版

関係からはじまる―社会構成主義がひらく人間観

ケネス・J・ガーゲン著／鮫島輝美・東村知子 訳

本体価格5,000円

会計基準等の改廃に伴い、最新のデータを使用し、企業の収益性、安
全性、効率性など伝統的な分析手法を体系的に解説。
Ｉ
ＦＲＳ適用企業
の分析事例を豊富に掲載し、
さらに充実の最新版！

組織開発、
コーチング、
セラピーなどの分野でも注目されている、
「社会構
成主義の第一人者」
ガーゲンが、独自の関係論から世界を徹底的に記
述しなおし、新たな知の地平を切り開く。存在を隔てる壁を無効にし、対
立を乗り越える未来への招待状。アメリカ出版協会PROSE賞受賞(心
理学部門)。

■２０１９年４月刊行

■2020年9月刊行

186
経済・経営

■A５判・３７４ページ

9784495161477

管理会計（第七版）

●同文舘出版

櫻井通晴

本体価格5,900円

新

192

刊

社会

■A5判512ページ

9784779514746

●ナカニシヤ出版

社会調査のための計量テキスト分析 第2版― KH Coderオフィシャル・ブック

樋口耕一

本体価格2,800円

日本企業の健全な発展のために管理会計の手法の有効な活用と考え
方を提唱し続けるロングセラー書籍の最新版。AIの活用、
コスト・品質の
マネジメント、
ガバナンスコードとの関連等、新たなテーマが加わりさらに
充実！

社会調査などにおける計量テキスト分析で定評のある、
テキスト型デー
タ分析用フリーソフト
「KH Coder」。
その利用方法と解析事例を、開発
者自らが解説したオフィシャル・ブック。KH Coder3に対応し増補した第
2版。
さまざまなテキストの内容分析を質・量ともに実現するために。

■２０１９年３月刊行

■2020年3月刊行

■A５判・９５６ページ

■B5判264ページ

Specialized Books Catalog Book Fair 17

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

中山書店

日本評論社

https://www.nakayamashoten.jp/

https://www.nippyo.co.jp

193
洋書-医学

9784521747873

●中山書店

あたらしい耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

編集：香取幸夫
（東北大学）
／日高浩史
（関西医科大学）

新

199

刊

数学

本体価格9,000円

シン=トゥン・ヤウ、
スティーブ・ネイディス／著 久村典子／訳

本体価格2,800円
宇宙をマクロとミクロの大きさの両面で明らかにしようと思えば、幾何学
は重要な分野である。幾何学の研究のために中国、香港、
アメリカ合衆
国を渡り歩き、
カラビ予想の解決でフィールズ賞を受賞した数学者ヤウ
の自伝。物理に影響を与え、
ポアンカレ予想の解決に深く関わった当事
者だから語りえる真実。

■2020年6月刊行

■2020年10月刊行

194

刊

洋書-医学

■Ｂ5判・560頁

9784521748054

●中山書店

各科スペシャリストが伝授 内科医が知っておくべき疾患102

総編集：宮地良樹
（京都大学名誉教授）

新

200

刊

法律・政治

本体価格4,500円

■2020年4月刊行

195
洋書-医学

内科学書

448ページ

9784535524798

憲法２──総論・統治

●日本評論社

渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗／著

『憲法１ 基本権』
の姉妹編となる機能的な権力分立論による本格的な
体系書。判例を重視し、抽象論ではなく、憲法がどのように解釈・運用さ
れているかを具体的に示す。皇室典範、公職選挙法、国会法、内閣法、
地方自治法等の「憲法附属法」や、宮内庁、内閣法制局などの附属的
機関についても詳解。

■Ｂ5判・224頁

9784521747491

■四六判

本体価格3,200円

一般内科医が遭遇し，
診断または初期治療をする可能性のある境界領
域の102疾患について，
11の診療科のスペシャリストが実践的な診断
方法・治療のコツなどを見開き2ページで解説。
専門医への紹介のタイミング，
初期治療ですべきでないことなど，
プライマ
リ・ケアに特化した内容を記載。

■2020年9月刊行

改訂第9版

●中山書店

総編集：南学正臣
（東京大学）

新

201

刊

経済・経営

本体価格29,000円

■A5判

488ページ

9784535559769

●日本評論社

［新版］進化する経済学の実証分析
経済セミナー編集部／編

本体価格1,800円

全頁の約半分を書き換え，
約100項目が新設された大改訂．
本企画の特徴である，
なぜそうなるのかという基礎医学を重視した解説を
踏襲し，
最新知見やエビデンスの集積を反映したアップデートを行った．
内科全領域のエッセンスを集約し、医学生，
研修医はもちろんベテラン
医師までのニーズを充足．

2000年代以降、多様な大規模データが利用可能になると同時に、因
果推論手法の発展などが相まって、経済学における実証研究は著しい
進化を遂げている。好評であった経済セミナー増刊号に、
これら最新の
状況も盛り込み、伊藤公一朗、野口晴子のインタビューや新たな論文を
加え、新版として書籍化。

■2019年8月刊行

■ 2020年8月刊行

新

196

刊

法律・政治

■B5判・3672頁

https://www.kajo.co.jp/

http://www.ruralnet.or.jp/

●日本加除出版

日米親権法の比較研究
山口亮子

新

202

刊

民俗・文化人類

法律・政治

●農山漁村文化協会

全集 伝え継ぐ日本の家庭料理（第2期全5冊、上製・堅牢版）

一般社団法人 日本調理科学会

企画・編集

日本調理科学会が、高度経済成長期前後の食生活を全国にわたり聞
き書き調査。料理の背景にある暮らしの情景とともに、素材・気候風土を
生かす調理法
（レシピ）
を記述。テーマ別・料理別の構成で、地域ごとの
特徴が浮き出るように編集。昨年度の1期6冊に続き第2期5冊を刊行
（残り5冊は来年度刊）
。

■Ａ５判・３６８頁

9784817846297

9784540192005

本体価格14,000円

米国と日本、法体系も親権概念も異なるが、子をめぐる親の争いは共通
している。親の権利とは？ 日米共通の要素・課題を丁寧に抽出し、行
為規範としての立法の役割に迫る。米国の離婚後の共同監護、面会
交流、子の奪取と引渡し、養育費等の法制度から、現代日本法の課題
に重要な示唆を与える書。

197

184ページ

農文協

9784817846341

■２０２０年３月刊行

■B5判

日本加除出版

本体価格5,600円

刊

●日本評論社

宇宙の隠れた形を解き明かした数学者 カラビ予想からポアンカレ予想まで

広範な領域をカバーする耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の魅力を簡潔な文
章で分かりやすく伝えるテキスト．
画像所見，
臨床写真，
シェーマなどを多
用し，
視覚的な理解を助ける．
メディカルイラストは，
第一線の耳鼻咽喉科
医師による眼を見張るオリジナルイラストを多数掲載．

新

新

9784535789067

■2020年11月 ■B5判変形、各132ページ

●日本加除出版

逐条ガイド親族法 民法７２５条〜８８１条

本山敦／編著

新

203

刊

百科・図鑑・事典 他

本体価格7,300円

9784540191343

●農山漁村文化協会

イネ大事典 上巻・下巻・別巻3巻セット（分売不可）
農文協・編

本体価格30,000円

充実の執筆陣によるコンメンタール。
１．
判例・通説に即して簡潔・明瞭に
条文を説明、
２．
戸籍先例に目配りをするという編集方針でまとめられた
逐条解説。条文にはない現代家族法の問題点
（生殖補助医療や婚姻
外カップルの法制など）
についても項目を設けて解説。

研究者から生産者まで、第一線執筆陣による16年ぶりの大改訂。
イネの形態と発育、密苗や乾田直播といった現場で進む低コスト省力
技術、西日本を中心に大発生したウンカ等やっかいな病害虫の生活環
と診断、
さまざまな用途・料理に適する品種の特性など、生産から消費に
関わるすべての方へ必携の書。

■２０２０年２月刊行

■2020年1月 ■B5判、
総計2178ページ

新

198

刊

法律・政治

■Ａ５判上製・
４８０頁

9784817846273

●日本加除出版

民事執行法及びハーグ条約実施法等改正のポイントと実務への影響

山川一陽、松嶋 隆弘／編

本体価格4,500円

204
社会

9784540171994

●農山漁村文化協会

図解でわかる 田園回帰１％戦略 (全3巻)

藤山浩 編著

本体価格7,800円

改正法の解説をはじめ、企業法務、金融、税務、保険、
民事事件、家事
事件、刑事法、暗号資産
（仮想通貨）
等につき、各界の専門家が、実務
への影響を読み解く。法改正や実務への影響を手早く確実に理解する
ために最適な書。改正の背景や経緯から、
民事執行法等の様々な問題
点を、多面的な角度から分析。

地域経済だだ漏れバケツ
（地域からの所得流出）
からの脱却と人口安
定化―過疎対策のバイブルとして大きな話題を呼んだ藤山浩著『田園
回帰1％戦略』
（2015年）
を、関心の高い「循環型経済」
「 地域人口ビ
ジョン」
「 小さな拠点」の3つの角度からさらに深め、循環型社会の未来
を地方から展望する。

■２０２０年２月刊行

■2019年12月 ■B5判、各128〜140ページ

■Ａ５判・４６４頁

18 Specialized Books Catalog Book Fair

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

205
経済・経営

白桃書房

フォレスト出版

https://www.hakutou.co.jp

https://www.forestpub.co.jp/

9784561267416

●白桃書房

業界革新のダイナミズム─デジタル化と写真ビジネスの変革

兒玉

公一郎

新

211

刊

総記・科学一般

本体価格6,100円

羽田康裕

本体価格1,600円
本書は、VUCA時代に必要な不確実性の高い環境変化を読み解いた
上で、確実性の高い仮説と結論を生み出す「推論力」について、
「 企業
の行く末」や「組織の在り方」
「自身のキャリア」
など、
ビジネスの現場を
事例に基礎から応用までを身に着けられるよう、推論の技術を深堀りし
解説しています。

■2020年2月刊行

■2020年1月刊行

社会

■440ページ

9784561860532

●白桃書房

212

福祉測定の歴史と理論─ＱＯＬ研究の学際的総括と展望

総記・科学一般

新田 功

本体価格4,545円

■四六判・296ページ

9784894517806

問題解決大全

●フォレスト出版

読書猿

本体価格1,800円

経済学、社会学、統計学、倫理学にまたがる、
ＱＯＬ
（クオリティ
・オブ・ライ
フ）
の数量化の試み。
その歴史に関する考察をまとめ、広義の福祉すな
わち、個人あるいは社会全体の幸福の数量化に関する経済学と倫理
学の理論的研究の歴史を考察。
グランド・セオリー構築に向け、方法論
的な示唆を行う。

本書は、哲学、歴史、経済学、人類学、数学、物理学、生物学、文学など、
多くの分野を渉猟し、類書が扱う問題解決のハウツーの提供という範囲
を超え、問題解決の歴史を振り返り、
その本質を掘り下げ、
なぜ問題解
決を必要とするのか？という問いにも迫った、類書とは一線を画す問題解
決本の決定版です。

■2019年12月刊行

■2017年12月刊行

207
社会

■288ページ

9784561267317

●白桃書房

213

欧州の教育・雇用制度と若者のキャリア形成─国境を越えた人材流動化と国際化への指針

藤本

総記・科学一般

昌代・山内 麻理・野田 文香 編著

本体価格4,364円

■A5判・416ページ

9784894517455

アイデア大全

●フォレスト出版

読書猿

本体価格1,700円

政府主導型の教育・雇用制度を持つことの多い欧州。各国の教育制
度、労働市場への入職のしくみ、加えて米国の労働制度や教育制度も
整理。
そして高度専門職の転職、定着の傾向の違いが発生する制度的
要因を分析、専門的職業従事者の働き方、
キャリアをまとめる。JACUE
セレクション2020に選定。

本書は、類書が扱う範囲を超えて、発想法や創造性開発の分野だけで
なく、科学技術、芸術、文学、哲学、心理療法、宗教、呪術など多くの分
野を渉猟。その中から新しい考え方を生み出す方法を採取し、俯瞰、位
置付、整理、解説を施した比類なきアイデア本となっている。

■2019年11月刊行

■2017年2月刊行

新

208

刊

芸術

■372ページ

■A5判・336ページ

羽鳥書店

芙蓉書房出版

https://www.hatorishoten.co.jp

http://www.fuyoshobo.co.jp

９７８4９０４７０２８２６

●羽鳥書店

日本美術のつくられ方──佐藤康宏先生の退職によせて
板倉聖哲・髙岸輝
［編］

新

214

刊

歴史

本体価格12,000円

刊

●フォレスト出版

問題解決力を高める「推論」の技術

劇的なイノベーションが既存業界を襲った典型例である写真のデジタル
化とＤＰＥショップに関し丁寧な分析を行い、意思決定がなされる現場で、
その感覚に基づき行動するプレ−ヤーたち、
また業界変容のダイナミク
スを描き出す。経営学研究で権威ある組織学会高宮賞受賞の論文を
大きく発展させた大著。

206

新

9784866800615

9784829507933

●芙蓉書房出版

明日のための近代史 世界史と日本史が織りなす史実

伊勢弘志

本体価格2,200円

今、
日本美術史研究で何が起きているのか？ どこに射程が広がってい
るのか？ 若冲研究の第一人者である佐藤康宏教授
（東京大学大学
院人文社会系研究科・文学部）
の退職によせた論考集成。古代から近
現代まで、第一線で活躍する学芸員・研究者31名が拓く、最先端の読
みの試み。

1840年代〜1930年代の近代の歴史をグローバルな視点で書き下ろ
した全く新しい記述スタイルの通史。2022年に高校の歴史教育が変わ
る！これまでの「日本史」
と
「世界史」
を融合した新科目
「歴史総合」に向
けて、新しい歴史教科書のスタイルを提案する。

■２０２０年１１月刊行

■2020年6月刊行

209
文学

■A５判 ８００ページ

９７８4９０４７０２８３３

●羽鳥書店

路上のポルトレ──おもいだす人びと

森まゆみ

新

215

刊

社会

本体価格2,200円

■A5版

226ページ

9784829507834

●芙蓉書房出版

進化政治学と国際政治理論 人間の心と戦争をめぐる新たな分析アプローチ

伊藤隆太

本体価格3,600円

地域雑誌『谷中・根津・千駄木』
から出発し、評伝をはじめ歴史的建築
物の保存運動など多彩な活動を続けてきた著者が出会った人びとを回
想するエッセイを集成する。作家、思想家、詩人、映画監督、芸人、
そして
市井に生きる人……。
８０人以上が織りなす星座のような人間模様。書
下ろしも多数収録。

気鋭の若手研究者が、既存の政治学に進化論的なパラダイムシフ
トを迫る壮 大かつ野心 的な試み。進 化 政 治 学（evolu tio n a r y
political science）とは、1980年代の米国政治学界で生まれた概念。

■２０２０年１１月刊行

■2020年2月刊行

210
法律・政治

■四六判 ３３６ページ

９７８4９０４７０２７９６

憲法学の虫眼鏡

●羽鳥書店

長谷部恭男

本体価格2,800円

216
民俗・文化人類

■A5版

274ページ

9784829507674

●芙蓉書房出版

神の島の死生学 琉球弧の島人たちの民俗誌

須藤義人

本体価格3,500円

自由な思惟のエッセンス。
２０１７年１月から２０１９年３月まで羽鳥書店Ｗ
ｅｂで連載された
「憲法学の虫眼鏡」
（第一部に収録）
を中心に、書下ろ
しを含め、
『ＵＰ』連載「法の森から」
など３５篇を収録した最新エッセイ集。
憲法学者のヴィヴィッドな思索に触れる。

神の島の 他界観 と 死生観 がわかる本。久高島・粟国島・古宇利島を
はじめ、沖縄の離島の祭り、葬送儀礼を通して、人々が生と死をどのよう
に捉えてきたかを探る。

■２０１９年１１月刊行

■2019年8月刊行

■四六判 ３１２ページ

■A5版

254ページ
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【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊

217
辞典

平凡社

ミネルヴァ書房

https://www.heibonsha.co.jp/

https://www.minervashobo.co.jp/

9784582128178

漢字の体系

白川

●平凡社

静

新

223

刊

論文

本体価格8,000円

小林

信重 編著

本体価格2,800円
最先端のテクノロジーと文化が反映されるデジタルゲームについて現在、
大学等で研究する機運が高まっている。本書は、初学者が手軽に読め
る入門書として、研究の歴史や重要文献、調査の仕方や論文の書き方
などを丁寧に解説していく。

■2020年9月刊行

■2020年5月刊行

生命科学

■四六判

1136ページ

9784582542608

最新 日本の外来生物

●平凡社

自然環境研究センター編著

新

224

刊

歴史

本体価格3,800円

■2019年10月刊行

219
百科・図鑑・事典 他

有職装束大全

9784623087792

論点・西洋史学

●ミネルヴァ書房

金澤 周作 監修 藤井 崇 /青谷 秀紀 /古谷 大輔 /坂本 優一郎 編著

古代から現代に至る西洋の過去に関して、真実＝正解を求めて幾通り
もの主張が戦わされているポイント、
すなわち
「論点」
だけを集めたテキス
ト。各項目は
〈史実〉
〈 論点〉
〈 歴史学的に考察するポイント〉
の３パートか
ら構成され、語句説明やクロスリファレンスも充実。

■A5変型判 592ページ

9784582124323

■A5判・280ページ

本体価格3,200円

生態系被害防止外来種、特定外来生物、国内由来の外来種――日本
にいるすべての外来生物435種類をカラー写真で解説。在来種との区
別や防除の方針、海外の事例なども紹介する。10年ぶりの大幅改訂！

■2020年4月刊行

●平凡社

八條忠基

新

225

刊

経済・経営

本体価格6,800円

■B5判・340ページ

9784623088355

教養の会計学

田口

●ミネルヴァ書房

聡志 著

本体価格2,800円

説朝廷や公家社会、武家の儀式などで用いられてきた衣装、
「 有職装
束」。豊富なビジュアルを掲載し、
わかりやすく解説した決定版！
「ヤベェ
本を買ったぞ…」
としてSNSで大ブレイク。服飾研究者はもちろん創作
者必携の書。

Ａ
ＩやＩ
ｏＴといったロボテックスが著しく発展する今日にあって、
これからの
会計学はどこへ向かっていくのか。伝統的な会計学
（簿記や決算書）
か
ら一度離れ、新しい接点
（ゲーム理論や実験経済学）
から会計学とは何
かを解き明かす。

■2018年6月刊行

■2020年4月刊行

新

220

刊

哲学・思想・言語

■B5判

320ページ

■A5判・240ページ

法藏館

山川出版社

http://www.hozokan.co.jp

https://www.yamakawa.co.jp/

９７８４８３１８５５６０２

●法藏館

近代の仏教思想と日本主義

石井公成監修、近藤俊太郎・名和達宣編

新

226

刊

歴史

本体価格6,500円

刊

●ミネルヴァ書房

デジタルゲーム研究入門

白川漢字学の集大成がついに刊行。第一部では
「天象・氏族・祭祀」
な
ど65のテーマ別に約700字、第二部では
「安」
から
「婁」
まで形態素ごと
に約1800字をグルーピングし解説。漢字の成り立ちや体系が見える全
く新しい字書。全編書き下ろし。

218

新

9784623086924

9784634445031

●山川出版社

歴史の転換期3 750年 普遍世界の鼎立

三浦徹

編

本体価格3,500円

近代の仏教者や知識人たちは、
日本主義へと傾倒していく時代といか
に向き合い、仏教を再編したのか。
その思想的格闘の軌跡を追った、挑
戦的論集。

時代の潮流のターニングポイントとなった年代をとりあげ、
その意味を問
うシリーズ
（全11巻構成）
。
その当時、各地域の人々がどのように生活し、
社会の動きをどう感じていたのか、世界史の共時性にも重点をおきなが
ら考える。最先端の研究者のとりあげる歴史のマクロとミクロの視点の
交差が面白い。

■2020年10月刊行

■2020年8月刊行

221
歴史

■A５判・５７２ページ

９７８４８３１８５０６１４

●法藏館

大系真宗史料 文書記録編２ 初期教団

著真宗史料刊行会

新

227

刊

歴史

本体価格11,000円

■四六判・248ページ

9784634213050

●山川出版社

日本の伝統文化シリーズ5 茶と花
熊倉功夫・井上治

本体価格3,200円

１２世紀後半から１５世紀中頃にかけての、親鸞と彼の門流集団の活動
全般に関する諸史料群を、編年順に整理・収録。親鸞門流の世界を史
料で辿る決定版。同シリーズ最終巻。

自然を愛で感じる心、作法や礼を重んじる道、武士の美学など、
日本文
化の生成・継承・変容の過程を追いながら、
あらためて伝統文化とは何
かを考えるシリーズ
（全6巻構成）。第1巻：伝統文化（既刊）、第2巻：浮
世絵
（既刊）
、第3巻：歌舞伎、第4巻：相撲、第5巻：茶と花
（既刊）
、第6
巻：武道。

■2020年6月刊行

■2020年3月刊行

新

222

刊

辞典

■A５判・４０３ページ

9784831870223

●法藏館

華厳経入法界品梵蔵漢対照索引

長谷岡一也

本体価格62,000円
『華厳経』
「 入法界品」の梵文とチベット訳および三種類の漢訳を一挙
に対照できる索引。仏教混淆サンスクリットの難解語句理解に有益な
大著。

■2020年3月刊行

■B５判・1806ページ

20 Specialized Books Catalog Book Fair
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歴史

■四六判・388ページ、口絵8ページ

9784634641624

●山川出版社

WORLD HISTORY for High School 英文 詳説世界史

橋場弦・岸本美緒・小松久男・水島司

本体価格2,700円
高校世界史教科書でもっとも定評のある、弊社『詳説世界史』の英訳
版。各地域・時代にバランスよく目配りし、同時に世界史に関わる英語
表現が知ることができます。諸外国の人びとと国際情勢などの意見を交
わす機会が増えている今日、世界と日本の歩みについて本書が最良の
手引きとなることでしょう。
■2019年8月刊行

■A5判・464ページ

【80社書籍全点特別フェア】■は20％、■は15％割引出版社です。掲載品始め書籍全点対象です。採用教科書、雑誌、書籍注文サイト・ホンヤクラブでの「宅配」
は対象外です。

新
刊
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生物

山と溪谷社

有斐閣

https://www.yamakei.co.jp/

http://www.yuhikaku.co.jp/

9784635062916

日本鳥類図譜

●山と溪谷社

久保敬親＝写真 樋口広芳＝監修 柴田佳秀＝解説

新

235

刊

経済・経営

本体価格4,200円

服部

泰宏 (神戸大学准教授)／著

本体価格3,900円
2020年現在の組織行動論領域において，
学術的に確立された理論と
測定尺度を概観。実際の経営現象を測定・研究する際，
実践家とともに
理解を深め合える協働を求め，
経営学にとってのレリバンスとは何かを真
摯に問う。研究者，
ビジネスパーソン必読の書。

■2020年6月刊行

■2020年9月刊行

生物

■304ページ

9784635070447

●山と溪谷社

山溪ハンディ図鑑14 増補改訂 樹木の葉 実物スキャンで見分ける1300種類

林将之

新
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刊

社会

本体価格5,000円

■Ａ５判並製カバー付 ，406ページ

9784641174542

●有斐閣

BLの教科書

堀 あきこ (関西大学非常勤講師)，
守 如子 (関西大学教授)／編

本体価格2,400円

野生種から植栽種まで、北海道〜九州で見られるほとんどの樹種を網
羅した葉っぱ大図鑑。
4000点以上の画像を使用し、約1300種類の樹木を紹介。
実際の葉をスキャンした鮮明な画像で、見分け方を分かりやすく解説し
ています。

BL
（ボーイズラブ）
の歴史や研究の方法論，
社会との関わりなどをジェン
ダー視点を重視して整理したBL研究入門。
少年愛の時代からBLが一般的になった現在への変遷や，
様々な形態
のBLについて分析。
BLをテーマに卒論や修論を書こうと思っている人に最適。

■2019年12月刊行

■2020年７月刊行

231
生物

■824ページ

9784635090445

●山と溪谷社

山溪カラー名鑑 増補改訂新版 日本のきのこ

編・解説／今関六也・大谷吉雄・本郷次雄 解説／青木孝之・内田正宏・前川二太郎・吉見昭一・横山和正 改訂版監修／保坂健太郎・細矢剛・長澤栄史 写真／伊沢正名・木原浩・菅原光二・水野仲彦

新
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刊

法律・政治

本体価格8,000円

■Ａ５判並製カバー付 ，306ページ

9784641227828

●有斐閣

憲法講話-24の入門講義

長谷部

恭男 (早稲田大学教授)／著

本体価格2,500円

きのこ狩り好き、
きのこ愛好家から研究者まで広く深く愛用されてきた定
番の大図鑑の増補改訂新版。最新のDNA分類を反映した全面改訂
版です。旧分類(形態分類)の良さも残し、使いやすさも抜群。
これまでの
945種に加え、新種を含む16種を増補ページに追加しています。

日本の社会で，
憲法は現実にどのように機能しているでしょうか。社会の
中で生きる私たちにとって，
憲法とはどのようなものでしょうか。過去の法
理論や思想にも学びつつ，
知る，
理解を深める。学ぶ人すべてに，
わかり
やすく，
まっすぐに語る，
憲法の教科書です。

■2011年12月刊行

■2020年3月刊行

新
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刊

法律・政治

■648ページ

吉川弘文館

http://www.yushindo.co.jp

http://www.yoshikawa-k.co.jp/

9784842050249

日本政治思想史
広岡守穂

●有信堂高文社

著

新

238

刊

歴史

本体価格2,700円

■2020年7月刊行

233
法律・政治

■四六判並製カバー付 ，460ページ

有信堂高文社

●吉川弘文館

東国の中世石塔

磯部淳一著

畿内で成立し、東国に伝播した中世石塔。東北から関東甲信越・静岡
にいたる千基以上の石塔を集録し、四十年にわたる現地調査による基
本データと解説、写真、図表により紹介。
その形態や分布から各地域の
特徴を明らかにし、中世石塔の全容に迫る。種類別、成立年代順の東
国石塔一覧を付載。

■四六判・368ページ

9784842050232

9784642093569

本体価格25,000円

人間はどういうきっかけで政治に関心を持つようになるか。
その観点をも
とに、幕末から戦後までの日本政治思想史の通史を
「リアル」
・
「煩悶」
・
「市民社会」
という3つの視点に依拠し、広い視野で読み解いた力作。

刊

●有斐閣

組織行動論の考え方・使い方 - 良質のエビデンスを手にするために

日本列島に生きる美しくも力強い鳥たち。圧倒的なサイズとボリュームで
迫る日本の野鳥の世界。
日本列島を
「湖沼・河川・干潟」、
「草原」、
「森林・高山」、
「海」の環境に
分け、約200種類を掲載。
野鳥と日本の自然を知るためのビジュアル図鑑です。
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新

9784641165663

■2020年7月刊行

●有信堂高文社

ＮＰＯは何を変えてきたか
川崎あや 著

新

239

刊

歴史

本体価格2,000円

■B5判

846ページ

9784642038935

●吉川弘文館

官僚制の思想史

中野目 徹

編

本体価格4,500円

ＮＰＯ
（民間非営利組織）
がどのように誕生し、
どのように変化し、
どのよう
に社会を変えてきたか。ボランティアとしての活動機会の提供や、子育
て・介護家族の情報交換の場など、様々な役割を持つＮＰＯには、
「社会
を変えていく」
という重要な機能がある。

近現代日本社会を形作った一つの編成原理、官僚制。官吏はどのよう
な意識のもとで職務に従事し、
そのための専門知や経験知を形成してき
たのか。
また、彼らの行動規範について官界の内外でいかに議論がされ
てきたのか。幕末維新期から昭和戦後期までを対象に、
その思想的側
面を探る。

■2020年5月刊行

■2020年5月刊行

新
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刊

法律・政治

■A5判・208ページ

9784842040646

国際環境法講義

西井正弘・鶴田順

●有信堂高文社

編

本体価格2,900円

240
歴史

■Ａ５判

334ページ

9784642014793

日本史総合年表

加藤友康・瀬野精一郎・鳥海

●吉川弘文館

第三版

靖・丸山雍成編

本体価格18,000円

身近な問題から地球規模の問題まで、多様な環境問題に対する法的な
理解を深め、発展著しい国際環境法の全体像の把握に迫る。過去の
典型的紛争の判例・事例のほか、新しく登場した環境問題や、変化の激
しい分野について、最新情報で学ぶ。

旧石器時代から令和改元に至るまで、政治・経済・社会・文化にわたる
41000項目を収録。西暦を柱に和年号・干支・閏月・改元月日、朝鮮・中
国年号、天皇・将軍・内閣他の重職欄を設け、前近代の項目には典拠を
示し、付録と索引を付した画期的編集。
「国史大辞典別巻」、14年ぶり
待望の増補新版。

■2020年4月刊行

■2019年10月刊行

■A5判・288ページ

■四六倍判

1292ページ
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全国大学生協 組合員の皆様へ
大学向け洋書専門の検索・注文サイト

大学 生協

洋 書

オンラインストア

研究室や自宅で注文して、大学内の生協店舗でお受け取り！
研究費での購入に便利な、大学生協ならではのサービス！

価格や納期で注文 先を選ぶ、
ユニークなオーダー方式 !
クレジットカード 不 要

「買うなら安いほうがいい」
「研究費で生協を通して購入したい」

そんな要望にお応えできるシステムです。
※タイトルによっては、複数の注文先が表示されないことがあります。
※表示される納期は納品実績を元にした目安です。
納期を保証しているわけではありません。

お問い合わせは、お近くの大学生協書籍受付カウンターまで

