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八千代出版 

赤色 

青色 

緑色 

日々学問研究は進化/深化を見せ、 

新たな知識と創造力が求められます 

八千代出版は、時代に即し未来に紡ぐ価値を込めた本づくりを目指しています 

『広告コミュニケーション』 
著者: 雨宮史卓  

出版年月: 2020/02 

ISBN: 9784842917634 

ProductID: KP00035422 

アクセス数1：4,950円（本体） 

『実践につながる教育心理学』 
著者: 谷口篤  

    豊田弘司【編著】  

出版年月: 2020/07 

ISBN: 9784842917788 

ProductID: KP00035428 

アクセス数1：5,720円（本体） 

『新時代の観光を学ぶ』 
著者: 高柳直弥  

    太田実 中島智【編著】  

出版年月: 2019/02 

ISBN: 9784842917405 

ProductID: KP00035416 

アクセス数1：4,180円（本体） 

『教育心理学の最前線』 
著者: 斎藤富由起  

    守谷賢二【編著】  

出版年月: 2019/06 

ISBN: 9784842917450 

ProductID: KP00035414 

アクセス数1：6,380円（本体） 

『教職のための道徳教育』 
著者: 内海﨑貴子【編著】  

出版年月: 2017/09 

ISBN: 9784842917115 

ProductID: KP00035407 

アクセス数1：4,180円（本体） 

『消費者行動論』 
著者: 守口剛  

    竹村和久【編著】  

出版年月: 2012/04 

ISBN: 9784842915715 

ProductID: KP00035406 

アクセス数1：4,950円（本体） 

『こども文化・ビジネスを学ぶ』 
著者: 白土健  

    太田実【編著】  

出版年月: 2016/09 

ISBN: 9784842916873 

ProductID: KP00035398 

アクセス数1：4,400円（本体） 

『年中行事の民俗学』 
著者: 谷口貢  

    板橋春夫【編著】  

出版年月: 2017/06 

ISBN: 9784842917054 

ProductID: KP00035399 

アクセス数1：4,840円（本体） 

＊フォーマットはすべてPDFです 
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高柳直弥 太田実 中島智【編著】 KP00035416 八千代出版 201902 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

新時代の観光を学ぶ 9784842917405

守口剛 竹村和久【編著】 KP00035406 八千代出版 201204 PDF ¥4,950 - ¥7,370

消費者行動論 9784842915715

石崎徹【編著】 KP00035415 八千代出版 201903 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,800

わかりやすいマーケティング・

コミュニケーションと広告　第2版
9784842917382

雨宮史卓 KP00035422 八千代出版 202002 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,370

広告コミュニケーション 9784842917634

丸山正博 KP00035423 八千代出版 202003 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,370

電子商取引とeビジネス 9784842917641

白土健　太田実【編著】 KP00035398 八千代出版 201609 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

こども文化・ビジネスを学ぶ 9784842916873

谷口貢　板橋春夫【編著】 KP00035399 八千代出版 201706 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

年中行事の民俗学 9784842917054

内海﨑貴子 田中裕蔵

原三雪 亀井明子 岡明秀忠
KP00035411 八千代出版 201902 PDF ¥3,080 ‐ ¥4,730

スクール・セクシュアル・

ハラスメント
9784842917399

内海﨑貴子【編著】 KP00035407 八千代出版 201709 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

教職のための道徳教育 9784842917115

宮前理【編著】 KP00035426 八千代出版 202004 PDF ¥4,290 ‐ ¥6,380

心理臨床の育み 9784842917726

斎藤富由起 守谷賢二【編著】 KP00035414 八千代出版 201906 PDF ¥6,380 ‐ ¥9,680

教育心理学の最前線 9784842917450

谷口篤 豊田弘司【編著】 KP00035428 八千代出版 202007 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

実践につながる教育心理学 9784842917788

教職を目指す人を対象とし、2019年度より実施の教員養成課程コアカリキュラムに対応したテキストである。

教育を取り巻く社会の変化に対応して、子どもたちが学ぶべきモノも少しずつ変わっていく。教育方法も子ども

の主体性自主性をより重んじた学習が強調されるようになってきた。最新の教育動向にも配慮、すでに教職に

就いている先生方、教育や子育てに関心のある方にも新しい発見をもたらすだろう

訪日外国人旅行者は年間3000万人を突破した。さらなる観光振興のためには、観光資源の磨き上げだけ

ではなく、多様化する旅行者ニーズへの対応力強化に取り組むなど、マネジメントの視点を養うことの重要性

が高まってきている。こうした経済・経営的な側面のほか、社会・文化的な側面にも論述し、具体的な事例、

用語解説、Check項目を入れ、様々な視点から観光について考える力を養えるよう工夫をこらす

近年大きな発展を遂げている行動経済学、神経科学・脳科学ほか、社会学、文化人類学等の最新の研究

成果を取り入れ、より学際的な研究の活発化が見られる消費者行動研究となっている。伝統的な心理学的

アプローチを基本に据え、消費者行動の基礎的な理論から先端的な研究動向までを解説、消費者行動研

究の面白さが伝わってくる好著

ソーシャルメディアを活用したキャンペーンの洗練化、アド・テクノロジーの進展によるターゲティングの精緻化な

ど、広告を取り巻く環境は年々大きく変化している。マーケティング・コミュニケーションと広告活動に関する基本

的な知識や理論をオーソドックスに記述し、初学者が十分な基礎知識を得られるばかりでなく、中級レベルの

知識を有する者にとっても、知識の再確認を行ううえで格好の読み物となっている

テレビCMやポスターなどを見て、心を奪われ魅了されたことはないだろうか。学術的な広告の定義や役割・機

能では説明できない何かがそこにはあるはずである。広告や広告塔の存在、価値観を変えるほどのインパクト、

万人を惹きつける何か、著者の心に影響を与えた広告。その経験と思いをもとに「広告の基本的機能や役

割」「広告とブランド」「広告と時間の概念」に焦点を当てて検討する

電子商取引は業務の効率化をもたらすだけではなく、企業の戦略的活用を可能にし、消費行動の充実を通

じて私たちの日々の生活をも向上させる。しかしそのためには電子商取引の日々の変化に目を向け、法的リス

クなど様々な問題をクリアにし、その対策を行うことが不可欠である。そうした問題意識をもとに、電子商取引

やeビジネスが企業活動や消費行動に与えている影響を理解することを目的にまとめられる

こどもを取り巻く環境は、複雑に変化し、多くの課題が生じている。少子高齢化、IT化の進歩、格差社会、現

代社会が抱える問題はこども達に波及する。そんな中で、こども達の幸せを育むにはビジネスなしに語れるもの

でもない。現代のこども事情を概観し、子育てや教育、アパレル、玩具、レジャー等具体的なビジネスの事例に

ついて解説し、こども達に幸せを運ぶ担い手になれるよう導く

年中行事は、担い手が世代交替を遂げながらも毎年同時期に同じ行事内容を繰り返し、家族や地域の人

びとが共同で営むことを基本とする。社会とライフスタイルの変動により、伝統的な年中行事は変容・衰退する

一方で、商業活動やマスコミ宣伝等によって新しい年中行事が行われてもいる。民俗学における多様な研究

を踏まえ、一般の読者にわかりやすく解説し、民俗学の年中行事のとらえ方や主要な研究の全体像を体系的

にまとめる

発端は教育実習だった。女子学生が母校の校長に性的関係を迫られる。学生達の報告で学校のセクハラが

次々に発覚。権力構造や隠蔽体質が事態を悪化させていた。危機感をもって著者達は「実習セクハラ調査」

を行い、その実態を浮かび上がらせた。学校は児童生徒にとって安心・安全な教育／学習の場であり、その人

権が尊重される場であることが大切である。スクール・セクハラの根絶を願い、実態と対応を綴る

いじめ対策などを背景にして教科化される「道徳」。教科化されることによって、教師は教科書を活用し、主体

的・協働的な学びの視点に立った「考え、議論する道徳」を実現する授業を行い、子どもへの評価も必要とな

る。道徳科の授業をするための基礎的知識、実践する力量を身につけるために必要な教育学・心理学の基

礎を紹介する理論編、授業実践の知識・技能に学習指導案と具体例を示す実践編で構成した好著

NO

内容紹介
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人は「悩む」べきことを十分に悩めないとき、心身症状や問題行動が生じる。教育に関わる人が「悩む」ことを

通して再生できること、「悩む」ことをシステムとして大切にする教育環境を創造すること、これが「教育」に対す

る心理臨床の課題であろう。教育が教えることに偏りすぎ、「育む」空気が薄くなると子どもたちは心の酸欠状

態になってしまう。教育のなかに「育み」の観点を通底させる理論と実践の書

教員採用試験の出題傾向をとらえ、必要な知識や領域には紙幅を割き、古典から最前線までの重要項目

を説明し、アカデミズムの質を落とすことなく教員採用試験に対応できるテキストを目指している。教育行政関

連のデータも詳しく説明し、その文脈の中で教育心理学を学べるように工夫、様々な教育問題を考えるため

の土台となる理解力を高め、日本の教育現場の中で教育心理学をどう使っていくかに主眼を置いた好著
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吉田明弘【編著】 KP00035425 八千代出版 202004 PDF ¥4,620 ‐ ¥7,150

子ども家庭福祉論 9784842917719

中嶌洋【編著】 KP00035413 八千代出版 201811 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

実習指導必携

プロソーシャルワーク入門
9784842917344

二神枝保　村木厚子【編著】 KP00035402 八千代出版 201710 PDF ¥3,850 ‐ ¥5,720

キャリア・マネジメントの未来図 9784842917122

宮本和彦【編著】 KP00035424 八千代出版 202004 PDF ¥4,510 ‐ ¥6,820

変動する社会と生活 9784842917627

犬飼裕一 KP00035410 八千代出版 201810 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

歴史にこだわる社会学 9784842917337

廣田拓 KP00035419 八千代出版 201908 PDF ¥4,290 ‐ ¥6,380

社会学の越境 9784842917542

楠谷清 薮下武司 川又祐 斎藤英明 KP00035404 八千代出版 201804 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

財政学入門 9784842917191

仲林真子 KP00035418 八千代出版 201907 PDF ¥3,630 ‐ ¥5,500

財政学と公共経済学

はじめの一歩　改訂版
9784842917535

田畑康人　岡村国和【編著】 KP00035429 八千代出版 202004 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,800

読みながら考える保険　増補改

訂第4版
9784842917658

沈徹 KP00035408 八千代出版 201804 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,800

金融の基礎　改訂増補第2版 9784842917207

草野素雄　上村聖【編著】 KP00035403 八千代出版 201804 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

ケースで読み解く経営戦略論 9784842917238

湯川恵子 KP00035420 八千代出版 201909 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,370

グローバル時代の経営管理 9784842917559

政府部門を考慮した経済について勉強する財政学と公共経済学。単純化すると「個人や企業は税金を払

い、政府は公共財や公共サービスを提供する」という関係を学ぶ。本書で一番に心がけられているのはわかり

やすさ。大学の教科書としては省略されていたような初歩知識も盛り込み、１人ひとりわからないことはわかる

まで勉強できるよう配慮、なるべく日常の言葉を使って説明する工夫もされる。統計資料等を最新のデータに

差し替え改訂

日本財政は今までに増して困難な課題に直面している。年金制度の破綻、医療費の膨張、貧困と所得格

差等問題は山積、これらに対応するため財政支出拡大への圧力は今後も増大することが予想される。しか

し、増加する歳出に見合った税収は得られておらず、赤字状態が続いている。このような財政問題を理解し考

えるために必要な、財政に関する制度・理論・政策・歴史をわかりやすく解説する

本書の展開する「二重性の論理」は、ギデンズ、和辻哲郎が論じる個人と社会の相関的二重性の議論と、

廣松渉、木村敏が論じる自己存在の共属的二重性の議論に分類することができる。一方でこの4人の論者

には、各々の二重性の論理にそって社会秩序のなりたちを論じるという共通点がある。その論理の考察を基軸

に、「自明性＝特段の疑問をいだくことなく生活を営むこと」によって言い表される社会秩序の可能性との関係

に焦点をあてる

「社会」は歴史の産物であり、社会学は歴史への問い直しとして出発している。しかし、複雑に絡み合った関

係そのものを思考していくうちに歴史から離れ、人間を取り巻く社会問題を人々と無関係なものとして論じよう

とする。組織、戦争、都市、宗教、消費生活、権力の変貌といった問題を通して、あえて古典的な社会学の

枠組みを利用し、歴史にこだわった思考を行う。そこには今までと異なる思考のきっかけを提供する知の営みが

ある

グローバル化、格差の拡大、少子高齢人口減少社会の進展といった社会変動の中に身を置きながらも、私

達は身のまわりで起こっている様々な出来事との関連の中で生活している。それら身近な出来事と、世界や日

本社会、あるいは労働領域や地域社会といったより大きな社会的領域で生じている変動とを関連づけなが

ら、そこで生起している問題や発生が危惧される問題を社会学的視点から捉え、その解決の糸口を模索する

21

第３版より２年、この間も自然災害の増加、巨大地震の可能性、人口減少、格差拡大など政治、経済、

社会、自然環境の変化は大きい。保険は知識と情報とアイデアからなる産業といわれる。保険の限界を考慮

しようとも、保険の未来への大きな可能性を信じる。「難しいことを易しく、易しいことをより深く」初学者としての

読者が批判し考えることができる保険の入門書というコンセプトはそのままに多様な変化に対応して増補改訂

標準的な金融理論や最近の金融政策についての詳細な解説を加え、わかりやすさを追求する初版のスタンス

はそのままに、新たな金融環境の変化に対応する。2013年のいわゆる異次元の金融緩和政策発動により、

国内現状としてはマイナス金利を伴うような緩和レベルとなっている。こうした経済情勢の変化に対応し、非伝

統的な金融政策の記述の充実、金融とITを融合したフィンテックについての追記、最新のデータへの差し換え

が主な改訂内容

企業は、市場で勝つために現状を分析、目標を設定し、そこに向けて様々な戦略を立てて実行をしていく。し

かし、各企業の内部外部の複雑な要因が絡み、戦略だけを取り出して説明をしてもわかりにくい。そこで、まず

は魅力的な企業の「ケース」をとりあげ、その企業の現状や、置かれている環境下での戦略の概要を紹介、そ

れから戦略論のキーワードを用いて理論的に解説をする

様々な場面で企業の影響を大きく受ける現代社会では、企業の仕組みや経営のあり方について関心をもって

考えていくことが求められる。そうした企業組織の仕組みやあり方を学ぶことによって、ヒトや組織、社会をみる

目を養うことができ、現代社会の諸問題にも多様な視点からアプローチできよう。本書の実践に役立つ経営管

理の諸理論は、それぞれの置かれている状況のなかで、自身のキャリア形成に役に立つものとなっていく

ナショナリズムを背景とする覇権主義の台頭により、国際関係における軍事的緊張が高まりつつある。児童福

祉法が根拠の子ども家庭福祉は、子どもの平和的生存権を礎とすべきであろう。子どもの育つ力を信じ、彼ら

の「育ち」を支えるような社会環境づくりはどのようにつくっていけばよいか、「平和と共生」をコンセプトとする子ど

も家庭福祉はどうあればよいかを考えさせる一冊

社会福祉ニーズの多様化高度化という動きは、相談援助職に複合的な支援の充実を求め、その土台として

相談援助実習指導がある。福祉士養成における相談援助実習指導や実践に役立つ内容に特化し、①実

習事前学習、実習、実習事後学習の各段階で習得すべき事柄の明確化、②図式化等視覚に訴えながら

わかりやすく解説、③実践を促すミニワーク、④実習生のみならず実習担当教員・指導者にとっても役立つ情

報を記載、などの特長をもつ

働き方改革が模索される今日、ダイバーシティとインクルージョンの視点から、キャリア・マネジメントの未来図を

予測し展望する。「人はなぜ働くのか」「キャリアとは何か」など現代社会で働く人びとのテーマ、とくに女性や障

がい者のキャリア・マネジメントについて検討し、その現状と課題を考察、さらにダイバーシティとインクルージョンを

キーワードとした、企業のキャリア・マネジメントのベスト・プラクティスを分析する
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著者 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

NO

内容紹介

塩見英治【監修】 KP00035400 八千代出版 201706 PDF ¥6,380 ‐ ¥9,680

自由化時代の

ネットワーク産業と社会資本
9784842917009

白土健　宮田純【編著】 KP00035417 八千代出版 201903 PDF ¥4,620 ‐ ¥7,150

詳しく学ぶ経営学 9784842917412

北居明　松本雄一　鈴木竜太

上野山達哉　島田善道
KP00035427 八千代出版 202005 PDF ¥5,830 ‐ ¥8,800

経営学ファーストステップ 9784842917740

宮井雅明【編著】 KP00035397 八千代出版 201604 PDF ¥6,380 ‐ ¥9,680

経済法への誘い 9784842916750

大淵三洋　芹澤高斉【編著】 KP00035405 八千代出版 201804 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

基本経済学 9784842917177

大西有二【編著】 KP00035396 八千代出版 201604 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,800

設例で学ぶ 行政法の基礎 9784842916774

小川富之　下田大介【編著】 KP00035409 八千代出版 201809 PDF ¥5,060 ‐ ¥7,590

法学 9784842917313

木下健　加藤洋平 KP00035421 八千代出版 202001 PDF ¥7,040 ‐ ¥10,450

地方議会改革の進め方 9784842917603

岩本一郎 KP00035401 八千代出版 201705 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

絵で見てわかる人権　新版 9784842917047

石川明人 KP00035395 八千代出版 201310 PDF ¥4,620 ‐ ¥7,150

戦場の宗教、軍人の信仰 9784842916149

久留一郎　餅原尚子 KP00035412 八千代出版 201905 PDF ¥5,720 ‐ ¥8,580

臨床心理学 9784842917474

大芦治 KP00035393 八千代出版 201102 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

心理学 9784842911212

犬飼裕一 KP00035394 八千代出版 201601 PDF ¥4,950 ‐ ¥7,370

和辻哲郎の社会学 9784842916675

普段、私達は権利・義務を意識することなく生活しているが、法律は実は周りに存在している生活の一部である。本書

は人の一生を縦糸に、生涯で遭遇するかも知れないライフ・イベントを横糸に見立て、実定法の各領域を項目化し、

法領域とのかかわりを概説する。出生から死亡の経過に沿って法領域を配置、生活の中で生じる様々な問題につい

て、各法とかかわるライフ・イベントを提示しつつ事故や犯罪、裁判、国際関係と法を取り扱う

1990年代以降、民営化・規制緩和が推進されてきた日本のネットワーク産業を対象に、近年の動向および

新たな課題について、考察と分析をとりまとめる。「ネットワーク産業の新展開」「社会資本整備・運営の変容と

課題」「ネットワーク産業の新たな課題」の３部、18分野と多岐にわたる領域の基本的概念の説明を主体と

しながらも、研究の発展につなげるための理論や分析に必要な道具立てを盛り込む

本書は経営に関する全体像、会社についての基礎的素養を身につけることを目的として編まれ、多岐にわた

るテーマを簡略かつていねいに説明する。数多くの事例や多彩な図を各章に散りばめ、専門用語の解説を付

すなど、初学者にとっては接しやすい内容展開にし、さらに経営学への理解を深化させるために経済指標など

各種データを用いての解説にも努める

より深くて専門的な学びに結びつけるための基本的な知識を伝えること、能動的・主体的に学ぶための方法を伝えることを主

眼に置いた経営学の入門書。各章の冒頭にイラストを描き全体の内容をイメージ化、抽象的な概念を具体的な事実に結び

つけて考えることができるよう具体的なケースをあげての考察、また、学習前／途中／後に問いを設置、学ぶ内容のみならず

方法も伝えることで読者の学びをより充実させるよう随所に工夫を凝らす

独占禁止法をはじめ「経済法」に関する素養は、企業法務実務に不可欠であるとともに、将来の日本の経済

や社会のあり方を展望する手がかりをつかむことにもつながる。本書は「経済法」に関わるテーマにつき、具体例

を出発点として問題の所在を具体的に示し、より発展的な学習につなげるための道しるべを提供。経済法の

論点にたどり着く以前に、その前提となる社会的背景や取引のしくみ等についても丁寧に解説

社会の変化とともに経済現象は複雑化し変貌している。それによって経済学自体も進展を遂げているが、一方でその

複雑な経済現象を単純化し、問題の解決に資するといった学問体系としての基本姿勢は変わらない。今日の経済現

象に対処するためには、基本的かつ汎用的な知識として経済学を学ぶことが有意義である。経済学の歴史、理論を

平易かつ簡明に記述し、経済学の基本的な考え方を理解することに重点が置かれている

実際に起きた産業廃棄物処分場事件を素材にした行政法テキスト。事件を決着させた判決を「プロローグ」で紹介

し、この判決を理解するために必要な知識を順に追って説明するという構成をとる。全体の構成には行政法理論の裏

づけがあり、行政法の基礎を理解するために必要かつ十分な知識を提供する。説明を具体的に理解してもらえるよう、

各章冒頭に「設問」、章末に「解答のヒント」を示し、判例を豊富に引用するといった工夫も

34

平和を祈る人は多い。そして軍人もまた平和を祈る。人間は平和を祈りながら戦争をし、戦争をしながら平和

を祈る。本書に掲げた信仰と戦争や軍事に関する５つの議論は、私たち人間すべてに根本的な、矛盾と葛

藤である。これらを自分自身を含めたすべての人間の問題として捉え、人間という存在の姿を謙虚に見つめ直

すこと。戦争、宗教、人間、平和について考え直すきっかけを提供する

35

臨床心理学において重要なことは、相手の心を想像し、相手の心の世界に立って、よりよい方法を創造するこ

と。「北風と太陽」の太陽のような立場で、独自の存在として生き続ける永続性のあるかかわりを大切に、その

やわらかくたくましく生きる力を育んでいくこと。特にトラウマ関連、発達障害の領域に重点を置き、すべての人

間が「生きる意味」を確立していけるよう、時代を超え、臨床心理学を学ぶ者の心のバイブルとなるような内容

36

37

豊富な図版を駆使し、心理学の理論を発展経緯に沿って明晰に解き明かした、これまでの心理学の本とは

明らかに一線を画する異色作である。心理学の基礎理論から実践的な臨床心理学まで、心理学のすべてが

一冊でわかる、心理学理解には欠かせない必読の快著。大学や短大などの授業で使ったテキストでは物足り

ず、もう少しじっくりと読める心理学の概説書はないかと考えている読者に、まず、手にしてもらいたい

和辻哲郎には、文章が上手すぎるという独特な困難がある。それゆえに言いくるめられてしまった挙げ句に、こ

の人物の理論的哲学的な手の内が見えてこないということが起こる。その手の内をのぞき見たい、そんな意図

がこの本の出発点となる。「私の根本の考」『人間の学としての倫理学』を素材として、そこで展開される「社会

学」を子細に検討していきながら、この思想家の思考が社会学理論においてどのように展開しうるのかを考える

33

憲法には、私たち個人がもっている人権がよりよく守られる国の仕組みをつくるという目的もあろう。しかし、憲法

条文は抽象的で、普段使わない言葉ばかりで難しい。本書はイラストをふんだんに使い、憲法の難しい概念を

日常使っている普通の言葉で説明し、憲法の常識を伝える好著。家族と平等に関する民法規定を違憲とす

る最高裁判例をはじめ重要判例に解説を加え、新たなコラムも付加し新版発行

32

地方議会は誰のために存在しているのか。これに対する答えは「住民のため」とただ１つでなければならないが、決してそ

のように受け止められていない実態がある。2006年以降、地方議会は全国的に自主的な改革に取り組んできたが、

自治体間の格差が生じている。本書はその検証を行い、これからの改革の進め方を提示する。地方議会は、失われた

信頼を取り戻すため、あるいは存在意義を見出すために、次の手を打たなければならない
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