
三和書籍 
全点タイトル カタログ 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供します。 

No.KD0234    2021年9月 

紀伊國屋書店 デジタル情報営業部 TEL：03-6910-0518 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

2021年9月上旬現在の三和書籍のKinoDen電子化コンテンツリストです 

人文系の学術専門書を発行する三和書籍ですが、 

「福祉」「環境」「バリアフリー」「東洋医学」「知的財産」などを 

キーワードとして総合的な出版活動を展開しています。 

＊価格等は予告なく変更となる場合がございます。 
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大島武　畠田幸恵　山口憲二【編著】 KP00047087 三和書籍 201009 PDF ¥4,675 ¥5,841 ¥7,007

ケースで考える情報社会　第2版 9784862510846

本間政憲 KP00047096 三和書籍 201003 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

マンガで学ぶ 藍ちゃんの著作権

50講
9784862510785

花村邦昭 KP00047221 三和書籍 202103 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

老後を生きる 9784862514196

周保松【著】　西村英希　渡部恒介【訳】 KP00046998 三和書籍 202106 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

星の王子さまの気づき 9784862514257

加藤直哉 KP00045526 三和書籍 201910 PDF ¥5,225 ¥6,534 ¥7,832

人は死んだらどうなるのか 9784862513922

小林利裕　寺中平治　米津克夫 KP00047984 三和書籍 199704 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

論理学 9784916037077

樫野紀元 KP00045542 三和書籍 202009 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

論語　君はどう生きるか？ 9784862514134

有江大介【編著】 KP00046342 三和書籍 201303 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

ヴィクトリア時代の思潮と

J.S.ミル
9784862511492

ボブ・プラント【著】 KP00045489 三和書籍 201704 PDF ¥16,500 ¥20,625 ¥24,750

ウィトゲンシュタインとレヴィナス 9784862512116

デイビッド・エイブラハム・ワイナー【著】 KP00046985 三和書籍 200301 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

天才と才人 9784916037527

フランソワース・パロ　マルク・リシェル【監修】 KP00047755 三和書籍 199905 PDF ¥10,945 ¥13,684 ¥16,412

フランス心理学の巨匠たち 9784916037268

根本寛 KP00045556 三和書籍 201503 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

新筆跡鑑定 9784862511805
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NO

内容紹介

1

2

3

本書は情報社会の諸問題を考え、それに伴う技術や倫理や法規則を学ぶための入門書として、大学・短期

大学・専門学校・高等学校の授業や企業研修など、幅広い利用を想定しています。最大の特徴は、章ごと

にケーススタディを設けた点です。実例を中心にまとめ、考える素材を提供しました。本書の著者は、大学や短

期大学で「情報社会論」「情報倫理」「情報リテラシー」などの講義を担当しています。

4

5

6

「論理学」に問題点を絞り、その中に広義の「論理学」、たとえば様相論理、規範論理、帰納法、科学方法

論なども取り入れ、『論理学』として公刊した。また、本書で「論理学」を学ぶ方の便宜のため、できるだけ演習

問題を多くし、必要に応じて解答例を示すことにした。これにより「伝統的論理学」が「記号論理学」の中にどう

止揚され、「記号論理学」が帰納法、科学方法論などにどう発展するか、大体の見通しがつけられると思って

いる。

私たちの存在は如何なるものか。私たちが生きていく上で必要な知恵とはどんなものか。さらに私たち自身を高

めるにはどうすれば良いのか。世の中が円滑に機能するために自分はどうあれば良いか。そして万物の根源たる

「天」とどう関われば良いか。これらを的確にアドバイスした「論語」の数々を簡潔な現代語に訳し、字義も付し

ています。

ミルというヴィクトリア時代を代表する知識人を媒介に、時代の思潮全体をできる限り鳥瞰し各領域を架橋す

ることを目指した。とりわけ、功利主義・科学主義の反面であるロマン主義や宗教、文芸や古典趣味などにつ

いて、ヴィクトリア時代の文脈において捉え直した。併せて、現代の大衆社会、消費社会の原型が形作られた

ヴィクトリア時代を代表する思想家ミルの認識論、幸福論、正義論を通じて提示しようと試みた。

ウィトゲンシュタインとレヴィナスは、20世紀の最も影響力を持った挑発的な思想家の二人である。それにもか

かわらず、彼らの著作は対立する哲学的陣営から生まれたものとみなされている。その結果として、二人の哲

学者の比較研究はほとんど行われてこなかった。本書は、これまで無視されてきたこれらの哲学者の間の類似

性と緊張と、彼らを代表者とするしばしば敵対する知的な伝統を解明している。

本書は、私たちの日常生活に欠かせない存在となっている著作権を、初めて学ぷ方でも容易に理解できるよ

うにさまざまな工夫をしました。詳細説明部分では、弁理士試験受験者等の高度な要求にも十分に応えるべ

く、内容を充実させました。各章ごとにマンガステージと詳細ステージの2 つのステージを設けています。全50話

の4コマ漫画とその解説を読めば、それだけで著作権の基本的な理解ができます。

人生百歳の時代にあってQOLを維持しながら長い老後を生きるのは、高齢者にとって容易なことではない。問

題はその老後を、単なる「余生」としてではなく、天から与えられた貴重な「与生」「与命」としてどう生きるかであ

る。本書はその「与生」「与命」を「ありのまま」に「らしく」、「やわらぎ」をもって「たおやか」に生きようとしておられる

高齢者のみなさまへの、元大妻女子大学学長の著者からの応援メッセージ。貴重な鼎談も収録するなど、こ

れからを豊かに過ごすヒントが満載。

星の王子さまの目で見た社会に作者の思想や体験を重ね合わせ、人と人との関わり方、恋愛の意味、社会

を変えるために一人一人がやらなければならないこと、他を理解することの難しさと努力、人生の終わりとは、な

どを読み解き、あらゆる階層、世代の人に平易な文章で問いかける。斬新な視点でこれまで気づかなかった悟

りを与えてくれる。「大切なことは心でないと見えないんだ」「私たちが変われば世界のあり方も自ずと変わる」な

ど珠玉の名言を改めて思い起こさせてくれる書。

本書では死後世界をできるだけ科学的に研究し、できるだけ多くの人に納得してもらえるように死の研究にお

いて「科学性」と「客観性」を最重要視しています。その視点において、選択した死生学研究が「臨死体験研

究」「過去生療法研究」「生まれる前の記憶を持つ子供たち研究」という３つの研究です。死生学研究は、

「死」と「生」の両方の答えを与えてくれます。死生学研究で博士号を持つ医師が執筆した本書を通じて、その

答えをお伝えしたいと思います。

第一章では、ウィトゲンシユタインが形而上学的な言語を批判しているのは、彼がショーペンハウアーを読んだこ

とに由来する、ということが論じられる。第二章では、ウィトゲンシュタインがショーペンハウアーの二重的世界観

をどのように選択的に借用したかが、再構成される。第三章では、「論考」の最後の節が、徳や美や人生の意

味に関するショーペンハウアーの説とどのような関連があるかということが解明される。

20世紀の心理学界をリードした先駆者たち、中でも、フランス語圏の心理学者たちの自伝集。明らかな科学

的な貢献があること、国際的に名声を博していること、フランスあるいは自国の心理学の発展に大きな役割を

果たしていることを基準に基づいて、原稿を依頼している。精神生理学、児童心理学、実験心理学、臨床心

理学、差異心理学、認知心理学などさまざまな分野の心理学者たちを通して、心理学の歴史と、彼らの素

顔に迫る。

テレビ・雑誌等でも活躍した著者の集大成となった最期の書。刑事事件・民事紛争の「事件簿」と筆跡心理

学にもとづく筆跡鑑定の方法から性格診断の方法まで、専門家の実用に役立つノウハウを解説しながらも、

一般読者が面白く読みながら万が一に備えられる実例、エピソード満載の決定版。筆跡心理学の概要、わが

国の筆跡鑑定における問題点、筆跡鑑定の現状、筆跡鑑定の紛争に巻き込まれたときの対処、印鑑鑑定

についての知識を解説。
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ジョルジュ・ポリツェル【著】 KP00046988 三和書籍 200206 PDF ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

精神分析の終焉 9784916037442

治面地順子 KP00045569 三和書籍 201312 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

こころと体がラクになる

魔法の5分セラピー
9784862511607

奥山輝実　並里武裕 KP00045522 三和書籍 201908 PDF ¥5,225 ¥6,534 ¥7,832

龍神覚醒術 9784862513908

しーちゃん・M.ローズマリー KP00045493 三和書籍 201701 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

ハッピーわんこのお名前占い事典 9784862512086

G・E・ムア【著】 KP00047002 三和書籍 201003 PDF ¥16,500 ¥20,625 ¥24,750

倫理学原理 9784862510761

長谷川治雄 KP00045510 三和書籍 201507 PDF ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950

実践語録　創造的サラリーマン 9784862511829

坂口克洋 KP00045541 三和書籍 202009 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

定年からの青春未来図 9784862514110

ダライラマ14世テンジン・ギャツォ【著】 KP00046361 三和書籍 201111 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

ダライ・ラマの『般若心経』 9784862511218

石濱裕美子 KP00047095 三和書籍 201004 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

世界を魅了するチベット 9784862510778

浦野起央 KP00046994 三和書籍 202104 PDF ¥27,500 ¥34,375 ¥41,250

世紀用語事典 9784862514172

王敏【編著】 KP00045573 三和書籍 201309 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

東アジアの中の日本文化 9784862511553

王敏 KP00047971 三和書籍 201003 PDF ¥5,225 ¥6,534 ¥7,832

美しい日本の心 9784862510808

13

定年を迎えて、第２の青春を謳歌するはずの人の多くが、真に生き甲斐のある生活を送れているかどうかは、

はなはだ疑問です。「人生100年時代」、仕事を離れた後の貴重な時間を、悔いなく、有意義に過ごすための

ヒントを満載しています。シニアの方々が、ポジティブな老後を過ごすための、「心のガイドライン」です。

24

23

内なる龍神の声が聞こえてくれば、あなたも龍神覚醒人になれます。2018年、世界文明の大変革が始まりま

した。三次元から五次元へと、この世も地球も移行しました。平和、経済、食品と農業、住まいと林業、医療

と自然治癒力、自然エネルギー……。新たな五次元の文明開化が始まりました。それは密かに、静かに、着

実に広がっています。本書は、龍神覚醒のための方法はもちろん、すでに覚醒した人々のケーススタディも豊富

に開示しています。

脳内をアルファ波にする音楽と腹式呼吸を使った体操やマッサージ、五感にはたらきかける色や香りのヒーリング

効果を利用したセラピー、薬を使わずにメンタル面の不調を改善するワザなど、心身を多面的に癒すために、

各種の理論＆方法論から、仕事の合間や自宅でくつろぐちょっとした時間でも、一人で簡単にできるセラピーを

抽出しました。「これまでセラピー本はたくさん読んできた」という人にも手に取ってもらいたい一冊です。

本書の序論では、精神分析が誕生するまでの過去50年間の心理学史が概観される。「精神分析における

心理学的発見と具象的なものへの方向づけ」「古典的内観と精神分析の方法」「精神分析の理論的骨組

みと抽象化のなごり」「無意識の仮説と具象心理学」「精神分析における抽象的なものと具象的なものの二

元論および具象心理学の問題」と5つの章を展開し、結論では、「具象心理学の効果と具象心理学が提起

する諸問題」を論説している。

仕事を前向きに捉え、楽しく働きながら「サラリーマンのプロ」を目指す人のための行動指針をまとめた「実践語

録」。働く人へのメッセージとともに、職場を「創造的集団」に創り上げる研修資料としても最適。著者は、大手

化学会社で知的財産部門での勤務を経て、他の化学会社で役員を務め、人材育成を多く手がけてきた。そ

んな著者が、心がけるべき事柄を書き留め、繰り返し読みながら実践してきた集成である。

ありそうでなかったペットの名前占い‼数年前に好評を博した「おとだま名前占い」を犬の名前にも適応させて

展開したものです。本書の特徴は、わんこの名前を「音」を中心にみていることです。この音をもつわんこはどん

な性格になるか、この音をつかうとどんな性格になるか、また人間家族とわんこ、わんこ同士の相性判断もでき

ます。名付ける際はもちろん、人間との相性や犬同士の相性を判断する場合にも参考になります。

1903年に出版されたＧ・Ｅ・ムアの『倫理学原理』（Principia Ethica）は、20世紀における倫理学理論

の出発を決定づけるものとなった。『倫理学原理』の本が再版されるが、計画されたが完成しなかった第2版の

ためにムアが書いた、これまで未公刊の序文が含まれている。この本には、ムアの後期の倫理学上の著作から

採られた、「自由意志」と「内在的価値の概念」という2つの重要な論文と、トーマス・ボールドウィンによる新し

い序文が含まれている。

白人少年とラマ僧の幸せな出会い―ラドヤード・キプリングのノーベル文学賞受賞作『少年キム』は、少年キム

の魂の成長の物語である。シャーロック・ホームズは『空家の冒険』で、シャーロキアンから「大空白期」と呼ばれ

るその間、チベットにいたことを語る。シャングリラ伝説の始まりである『失われた地平線』。ヒッピーのバイブル『チ

ベットの死者の書』。現在も世界中で新たな「キム」たちがチベット僧に出会い、その教えから成長していく。

世界の政治、経済、文化は、多国間のさまざまな利害関係や思惑が複雑に絡み合って、刻々と変化してい

く。 その指標となる用語を、世紀の時空を超えて集大成したのが本書である。人間社会の地平を大きく揺る

がした争点と問題意識に応え、その事象が起きた原因や様相に迫る視点で編集されている。記述の対象領

域は、国家秩序、文化社会の発展、環境、技術、宇宙のすべてに及んでおり、その深みと重層化を包括的

かつ横断的に明らかにするよう務めた。

ますます多元的になる時代、東アジアにおいて「経済大国ニッポン」とは違った、まったく新しい「日本意識」を形

成することができるのか。日中韓の研究者による日本文化研究を収録。宮沢賢治の文学やアニメーション、京

都学派の哲学・思想など、多角的に東アジアにおける日本意識を探求する。東日本大震災を経て生まれ変

わろうとする日本、そして国境を越えた努力が、東アジア原風景の共有へと結実してゆく。

ダライ・ラマ法王は東日本大震災にて犠牲になった方々のため、十万回の『般若心経』の読経を行うようチベッ

トの僧侶たちに指示を出されました。法王は『般若心経』を日常唱えているひとりの僧侶として、同じ仏教徒で

ある日本の人々がこの苦難に際し、『般若心経』を唱えることはとてもよいことであり、それは被災して犠牲と

なった尊い方々の供養となるのみならず、さらなる災害を防ぐ助けにもなるとも述べていらっしゃいます。

日本の生活文化は美的感性にあふれている。芸術の生活化が見事に行われている。しかし、その美的感性

の裏側には、日本を国際的に孤立させ軋轢を生む契機が潜んでいるのである。本書は、日本人を日本人た

らしめている原風景を明確に規定し、世界における日本文化の地域性を浮き彫りにしつつ、わが国の愛国心

がいかに独自の背景を持っているかなどを鋭く分析してみせる。まさに、新しい時代の日本人論である。
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王敏【編】 KP00047979 三和書籍 200908 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

中国人の日本観 9784862510594

星野勉【編著】 KP00047988 三和書籍 200803 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

内と外からのまなざし 9784862510341

森田勇造 KP00045517 三和書籍 201904 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

大嘗祭の起こりと神社信仰 9784862513779

折口信夫【著】　森田勇造【現代語訳】 KP00045518 三和書籍 201904 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

大嘗祭の本義 9784862513786

王敏 KP00045558 三和書籍 201411 PDF ¥12,100 ¥15,125 ¥18,150

日本留学と

東アジア的「知」の大循環
9784862511706

森田勇造 KP00045508 三和書籍 201509 PDF ¥4,675 ¥5,841 ¥7,007

ビルマ・インパール前線

帰らざる者への追憶
9784862511867

浦野起央 KP00045500 三和書籍 201608 PDF ¥27,500 ¥34,375 ¥41,250

朝鮮の領土 9784862512024

王敏 KP00045515 三和書籍 201904 PDF ¥6,050 ¥7,568 ¥9,075

嵐山の周恩来 9784862513731

森田勇造 KP00046981 三和書籍 201812 PDF ¥6,050 ¥7,568 ¥9,075

チンドウィン川紀行 9784862513236

王敏【編著】 KP00045514 三和書籍 201904 PDF ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

自分がされたくないことは

人にもしない
9784862513724

浦野起央 KP00045481 三和書籍 201806 PDF ¥22,000 ¥27,500 ¥33,000

日本の国際認識 9784862513151

杉田米行【編著】 KP00047994 三和書籍 200607 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

アメリカ的価値観の揺らぎ 9784862510020

25

26

30

31

本書は、朝鮮の領土、国境、領海、海洋主権を分析した関係資料を収めている。朝鮮の領土問題は単な

る領土の画定・帰属の域を超え、民族の理解をふまえた十分な理解が必要である。著者自身が、韓国・中

国・北朝鮮と訪問し、その土地の生活を見聞きしてきた。本書は、朝鮮の領土関係の資料集成と分析を行っ

たものであるが、領土問題の認識ばかりではなく、広く朝鮮を理解する上で役立つ一冊である。

本書は折口信夫の「昭和三年講演筆記」を現代語訳したものである。訳者の森田勇三は、今般の今上天

皇譲位と新天皇の即位に際して、稲作文化としての〝大嘗祭〟に関心を持ち、明治以後の四代、東西八

カ所の斎田地を探訪調査した。そして、本年五月に『大嘗祭の起こりと神社信仰―大嘗祭の悠紀・主基斎

田地を訪ねて―』の題名で出版することになった。それにあたって必要な、昭和３年における折口信夫の講演

録『大嘗祭の本義』を現代語訳した本書を同時に上梓する運びとなった。

29

古代・中世・近世・近代、そして現代。それぞれの時代において、日本と東アジア各国とは、文化的・思想的、

あるいは歴史的にどのような影響を与え合ってきたのか？　その中で形作られた自他の「日本意識」の共通性

と相違とは？　勝海舟の中国観、周恩来、郭沫若ら中国人留学生の日本体験と日本観など、東アジアにお

ける「知」の大循環を探求する。

36

34

1975年、当時の現職首相であった福田赳夫と西ドイツ元首相ヘルムート・シュミットは、歴史の教訓に学んだ

平和倫理を確立するため、インターアクションカウンシル（通称ＯＢサミット）を主導した。それが福田康夫元

首相に引き継がれ、黄金律である「己所不欲、勿施于人」（自分がされたくないことは人にもしない）が「世

界人類責任宣言」として採択され、世界に向けて発信された。本書はその平和実践ワークショップの記録であ

る。

32

周恩来が1919年、日本留学を終え、帰国する前に京都の嵐山を雨の中、探訪した。これは二度目の嵐山

探訪であった。二回も嵐山を訪ねた理由を探るため、筆者は嵐山の人文的地理的背景を考察して、日中文

化の交じり合う点と線を見つけた。それは日本の禹王・治水の角倉了以と日本の黄檗禅宗開祖の隠元、その

普及につくした高泉が絡み合っている。嵐山の何が周恩来を引っ張ったのか。日中文化の交差の中で、嵐山

の周恩来を考察していく。

33

一九四四年三月からインパールに侵攻した「インパール作戦」には、約十万もの兵士が投入されたが、僅か五

～六カ月の間に沢山の将兵が戦病死した。遺体の多くは行方不明で、日本へは戻れず未帰還のままであ

る。日本軍の撤退後、現地に残された死者のその後については、殆ど何も知らされていなかった。今回の旅

は、チンドウィン川を遡上しながら兵士たちの足跡を辿る船旅である。NHK-BSで番組化され、放映されたも

のである。

28

27

本書の基本的コンセプトは二つである。一つは、外国の日本学研究者の視点を取り入れて、「ジャパン・テクノ

ロジー（日本学研究）」をより科学的に深化させたい。もう一つは、他者の視点による「異文化」という観点か

ら日本文化を再発見・再発掘し、日本文化研究に新局面を切り拓くことにある。以上のコンセプトの模索とし

て、中国の研究者による実証的な日本研究成果の一部を編集して本書を企画した。

本書は、文化人類学、社会学、歴史、美術史、宗教史、哲学、思想史、文学という多岐にわたる専門分野

の研究者が、日本という「内からのまなざし」とヨーロッパという「外からのまなざし」の双方から日本研究を検証

し、それを通じて「日本学」とは何かを問い、内外に開かれた「日本学」（＝「国際日本学」）の可能性を探る

という、国際的でかつ学際的なシンポジウムをまとめた書である。

アメリカの価値観の再検討を共通の問題意識とし、学問分野を横断した形で、アメリカ社会の多面的側面を

分析した。「第３次東アジア戦略報告書」「歴代大統領の就任演説」「青少年の教育と親のしつけ」「アメリカ

的言語価値観」「戦後日本・南朝鮮・沖縄の言語政策」「『犯罪との戦い』から『テロとの戦い』へ」「ポスト

9.11 時代のアメリカ大衆文化の想像力」「9・11 以後のアメリカ文学」など多岐にわたるテーマを論じる。

35

日本はどのように海外知識を摂取していったか、そこにおいて開国と対外関係のかかわりがどのように始まり、国

際法がどのように受容されてきたか、そこにおける日本の認識と理解はどういうものであったか、また漢字文化圏

にあった日本はどういう形で欧米文明を導入し理解し近代普遍的文明化世界の一員となったか、その時の国

際情勢等、地域研究と国際関係を関連づけ時系列にまとめた。

天皇一代一度の行事で、何十年かに一度行われる大嘗祭は、一般的にはあまり知られていないが、天皇制

にとって大変重要な儀礼。本年秋に行われる大嘗祭を前に、今後の天皇制の在り方を洞察する上で大事な

ことだと思い、明治以後に行われた斎田地を訪ねた。明治、大正、昭和、平成の斎田地は、記念碑が建立

されているので、誰が訪れても確認できる。明治、大正、昭和、平成の東西二か所ずつの八か所と年代不詳

の備中主基斎田地を訪れ、当時の様子を知る方々に話を伺い、写真も多数掲載した。

本書は、著者が今年戦後70周年を迎えるにあたり、かつて日本軍が進駐した地域の一部であるインドシナ半

島のベトナムからラオス・タイ・ミャンマー、そして世に名高いインパール作戦の地であるミャンマー西北のカボウ谷

のタムまで、約二千キロにおよぶ過酷な戦争行為の跡をたどった旅の記録である。著者が現地の人々や観光

客などと楽しく触れあっている様子や戦跡を尋ねた際の、当時を偲ぶ姿などが細かく綴られている。
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アルベルト・フジモリ　高嶋康豪 KP00046987 三和書籍 200206 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

30世紀へのメッセージ 9784916037466

多田幸雄　谷口智彦　中林美恵子【編著】 KP00047974 三和書籍 200901 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

オバマのアメリカ・どうする日本 9784862510556

中村一樹 KP00047970 三和書籍 201107 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

中村一樹式

SPI2ドリル内定の力500
9784862511034

岩崎正洋【編】 KP00046354 三和書籍 201205 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

政策過程の理論分析 9784862511348

秋山和宏　照屋寛之【編著】 KP00047093 三和書籍 201809 PDF ¥7,150 ¥8,943 ¥10,725

新編 現代政治過程 9784862513175

藤原孝 KP00046990 三和書籍 200009 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

西欧政治思想史序説 9784916037381

倉島隆 KP00047094 三和書籍 201107 PDF ¥14,300 ¥17,875 ¥21,450

ネヴィルの

共和主義的政体思想研究
9784862511089

ジェームズ・ファ　レイモンド・セイデルマン【編著】 KP00047978 三和書籍 199602 PDF ¥23,221 ¥29,029 ¥34,837

アメリカ政治学の展開 9784916037039

久保谷政義 KP00045504 三和書籍 201603 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

「一強多弱」政党制の分析 9784862511928

秋山和宏　石川晃司　照屋寛之【編著】 KP00046991 三和書籍 200006 PDF ¥5,115 ¥6,391 ¥7,667

発言力 9784916037305

秋山和宏【監修】 KP00047759 三和書籍 200802 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

小泉劇場千秋楽 9784862510280

秋山和宏【監修】 KP00047760 三和書籍 200512 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

小泉内閣検証 9784916037909

44

37

本書では、フジモリ元大統領を相手に、テロと貧困をなくす道、環境汚染から地球を救う道、エントロビーをエコ

ロジーにする方法を、実績とともに示している。フジモリ氏がベルーで、筆者が蘇生回帰の科学の中で示したこ

とは、そのまま現在の社会を考え、行き詰まった現状を打開するための大きなヒントとなるばかりでなく、実際の

力となる。平和憲法を持つ日本人が知っておくべきエピソードを交えて、読み応えのあるものとなっている。

40

国の政策は、どのように決定されるのか。また、政策はどのように実施され、どのようなアクターが一連の政策決

定および実施の過程に関与しているのだろうか。本書では、政策過程に関する代表的な14の理論ないしモデ

ルを紹介し、検討している。既存の政策の分析に役立つだけでなく、今後の政策を考える際の手掛かりも提

供する。

41

世界の政治が大きく変わりつつあると実感されるようになってきた。このような時こそ実態を正しく認識し、適切

に対処することが求められる。混迷する日本政治の実態を理論的に考えるために、政治過程に注目して理解

することを目指し、「権力・理念・制度」「日本の政治過程」「混迷する世界と日本」の3部構成とした。激動・

変革期を迎えた「日本政治」を中心として扱いつつも、政治を考える上での基礎的な概念、理論にも言及し

ている。

38

本書は、閉塞感でいっぱいの日本の現状を憂い、突破口を日本の市民の力に求め、その重要性と可能性を

追求したものである。日本が世界で躍進できる国となり、オバマのアメリカにも対抗し得る力強い市民国家を

実現することを目的としている。執筆者は、日本と日本の外を結ぶ実務界の人間であり、外国から日本を見る

ことのできる方たちだ。実際に現場に深くかかわりながら行動を起こしているのが特徴的である。

39

就職筆記試験の最大手である「SPI ２試験」を突破するために必要な勉強のノウハウを、ドリル形式の一冊

の本にしました。実際に試験で繰り返し出題される事項は、本当は限られています。本書は、実際の「SPI ２

試験」出題問題を徹底的に分析したうえで、①「試験を突破するために不可欠」の分野を厳選し、②「最小

限の努力で最大限の効果」を発揮できるように、SPI ２試験のポイントをまとめました。

この論集は、アメリカにおける政治学の学説についての歴史的論稿を集めたものであり、23編の論稿がおさめ

られている。寄稿者には、これまでの著名な政治学者、学説に関する最近の指導者、それに現代のすぐれた

歴史家が含まれている。各論稿は十九世紀末から現代にいたるまでの異なった時代に、異なった目的で書か

れており、学説についての諸見解の概観を集約的に提示している。

45

現行の衆議院の並立制は、基本的に二大政党制を導くものであるという議論がなされてきた。これに対し、本

書は、現行制度は二大政党制を解体する効果をも内包することを論じる。二大政党制を促進する要因と阻

害する要因とが、現行制度には併存しているというのが、本書の分析の底流にある。主に1994年の政治改

革関連法案の成立以降の国政選挙の得票分析を通じて、政治改革以後から現在に至るまでの日本政治

の動向を分析する。

42

多くの先進民主主義国が直面している今日的問題に、政治思想「史」はどのように答えることができるのであろ

うか。今日私たちの社会に提起されている政治問題の根は深い。根が深いだけに問題解決に性急であっては

ならないように思われる。思想の悠久の歴史を辿りながら、「現代」とはどういう時代なのか、真に「自由」である

こと、真に「平等」であることとは一体どのような状態を言うのかを考えてみたい。その一助としてこの書は編まれ

た。

43

ネヴィルは、自らの国民擁護主義論からその執行部を形成する人々の統治術ないし政治指導の重要性を説

いていた。さらに強調すれば、ネヴィルの混合君主制思想的共和主義は、君主を可能な限り政治から除去し

ようとするものであり、その究極的な延長線上に今日の象徴的立憲君主制があるとみなすことも可能である。

われわれは、ここにネヴィルによる合理的推論、先見性、及び現代的意義を認めることとなる。

48

発足時に驚異的な数字を記録した小泉内閣の支持率は、その後も高めに推移し、「小泉政治」を強力に下

支えした。従来型の自民党政治にうんざりしていた多くの国民にとって、これまで同党内で「変人」とされてきた

小泉の主張が現在の閉塞状況を打開する上で新鮮に映り、期待、そして支持へと繋がっていったと思われる。

小泉内閣のもとで進められた構造改革と、生まれた政治課題を、全38項目に分けて検証する。

46

「政治の一寸先は闇」でもあるから、政治家に完全な言行一致を要求することは酷であろう。ただ、それにして

も現状はあまりに「言葉」が軽視され、不足し、無力ではないか。本書の表題を「発言力」としたのは、政治家

の発言に力を持って欲しいとの願いが込められている。激動混迷の10年とも、「失われた10年」とも言われる

1990年代に、政治家が特定の問題に対しどのような発言をしてきたのかを集め、実際の行動と関連させて検

討した。

47

本書は、小泉政治の後半部分(2003年9月総裁再選、第1次小泉再改造内閣成立から2006年9月の

退陣まで) を対象に、政治家の発言を記録、検証する。小泉政治は良くも悪くも「お祭り政治」であった。周

到に練られた“勧善懲悪"の芝居の筋書きと、随所に散りばめられた幾多の名ゼリフ、加えて座長の名演技は

われわれの耳目をひきつけた。評価する向きも多いが、社会を荒廃させ、国民生活を不安に陥れて、政治不

信が一層深まったのも事実である。
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浦野起央 KP00045575 三和書籍 201307 PDF ¥27,500 ¥34,375 ¥41,250

日本の国境 9784862511522

トーマス・キャンペン【著】 KP00046984 三和書籍 200402 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

毛沢東と周恩来 9784916037541

小林麻理【編著】 KP00046344 三和書籍 201302 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

公共経営と公会計改革 9784862511461

小林麻理【監訳】 KP00047225 三和書籍 200903 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

MFR行政経営改革マニュアル 9784862510471

本田弘 KP00047758 三和書籍 199506 PDF ¥5,599 ¥7,007 ¥8,404

行政広報 9784916037022

浦野起央 KP00047985 三和書籍 200610 PDF ¥12,375 ¥15,466 ¥18,557

地政学と国際戦略 9784862510044

鈴木英司 KP00046348 三和書籍 201209 PDF ¥5,225 ¥6,534 ¥7,832

中南海の100日 9784862511393

張香山【著】　鈴木英司【訳・構成】 KP00046986 三和書籍 200209 PDF ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

日中関係の管見と見証 9784916037473

浦野起央 KP00047227 三和書籍 200505 PDF ¥27,500 ¥34,375 ¥41,250

増補版　尖閣諸島・琉球・中国 9784916037794

亀田晃尚 KP00047223 三和書籍 202107 PDF ¥24,200 ¥30,250 ¥36,300

尖閣諸島の石油資源と日中関係 9784862514394

杉田米行　片桐庸夫　菅英輝　楠綾子　熊谷俊樹　村井良太 KP00047231 三和書籍 200512 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

アジア太平洋戦争の意義 9784916037916

趙啓正【著】　王敏【監訳】 KP00046360 三和書籍 201112 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

中国の公共外交 9784862511225

49

北方領土問題、尖閣諸島紛争、竹島紛争といった領土紛争をはじめとして、対馬紛争や琉球諸島・先島

諸島の帰属問題など、日本は周辺諸国との間に領土問題を抱えてきた。領土・領海・領空に関する紛争と

外交交渉の経緯を、日本と相手国そして第三国の文献や法律条文・外交文書・声明文といった客観的資

料を分析するとともに、国境はどのように認識され、成立してきたのかという、議論の土台となる点についても冷

静な考察を加える。

52

今、わが国の地方自治体に必要とされるのは、これまでの行政経営のストラクチャーと方法を抜本的に見直

し、インプット管理からアウトカムへ視点を移し、成果指向のマネジメント、ＰＤＣＡサイクルを機能させることで

ある。本書は自治体が、経営思考の転換を図り、効果的な行政経営を実践する羅針盤、ガイドとして最適

なマニュアルである。組織を目的に方向付ける基本的なマネジメント・コンセプトとツールが盛り込まれている。

53

住民と行政との聞の信頼善意の友好関係を意味するパブリック・リレーションズの作用が、地方分権下の地方

自治に不可欠である。しかし、行政広報が、多くの努力にもかかわらず所期の目的を、十分にもたらしている

状況とはいえない。「行政広報の再認識とトップ・リーダー」「行政環境と広報の課題」「住民参加と行政広報」

「行政広報の組織と管理」「議会広報と行政広報の構図」の5部構成で、行政広報の在り方を論じている。

50

本書は1920年代後半から1940年代にかけての中国共産党内における権力闘争を分析したものである。ソ

ヴィエト地区の樹立、長征、西安事件、第二次世界大戦、中華人民共和国の樹立など、重要な事件が目

白押しであった。1940年代になると毛沢東が権力を握り、死去するまで党を率いた。周恩来は1920年代か

ら1970年代まで中国共産党政治局員を務めた。本書では毛沢東の台頭と政治局における周恩来の役制

を中心に論じている。

51

利益という定量的で明確な尺度が基本的に存在しない特質をもつ公共経営について、行政が、従来型の行

政管理ではなく、市民社会ガバナンスの考え方を軸とする公共経営(Public Management)へと進化してい

ることについてその基本概念を理解することを目的としている。日本の公共経営及び公会計改革が現在どのよ

うな段階にあるのか、国、独立行政法人、地方の現状を読者が把握し、課題について考える手がかりを提供

する。

57

日本、中国、台湾が互いに領有権を争う尖閣諸島問題……。それぞれに立場を異にした多くの論客によっ

て、これまでに実にさまざまな言説がなされてきたにも関わらず、いまだに解決の糸口さえ見えないこの問題につ

いて、特定のイデオロギーに与することなく、極めて客観的かつ学究的な視点から分析を試みている。類書なき

充実度を誇る、尖閣諸島問題についての専門研究書・資料集・文献集。

58

尖閣諸島の領有権を巡る日中両国の立ち位置が変化していく緊張した様相を、詳細な資料をもとに解き明

かす一冊。1968年に行われた国連アジア極東経済委員会による調査において、東シナ海に莫大な海洋石

油の存在する可能性が指摘された。この東シナ海に眠る可能性が現在の日中対立の発端でもあった。急激

な経済成長を遂げる中国がエネルギーや資源の確保に奔走していること、東シナ海の海洋石油について莫大

な埋蔵量を推定していることなどを明らかにしながら、海洋資源と日中外交政策の変容について考察していく。

59

20世紀の日米関係という比較的長期スパンにおいて、現代日米関係の連続性と非連続性を検討した。「政

党内閣制とアジア太平洋戦争」「太平洋問題調査会(IPR) とアジア太平洋戦争への道程」「アジア太平洋

戦争後の初期医療保険構想の意義」「占領・講和期の安全保障」「アジア太平洋戦争と日米安保体制」

「戦後の日本における米政府のパブリック・ディプロマシーの意義」という6章で構成されている。

54

国際環境は21世紀に入り、大きく変わった。イデオロギーをめぐる東西対立の図式は解体され、そのイデオロ

ギーの被いによってすべての国際政治事象が解釈される傾向は解消された。ここに、現下の国際政治関係を

分析する手法として地政学が重視されるところとなった。安全保障の骨格は、国家の地政戦略と国際合意に

依拠している。この要請において、地政学的視点に立脚した国際政治分析と国際戦略の構築が不可欠と

なっている。

55

日中国交正常化への道は平坦ではなかった。そこには、当事者たちの努力と両国民の力強い支援があった。

本書は、日中関係の打開を目指した人々による数々のドラマを、特に周恩来など中国側関係者の人間像を

中心に描いている。新たに明らかとなった資料を基に構成されたフィクションであるが、重要事実を裏付けるため

に著者が中国側関係者から直接聴いた貴重な証言が多数収録されている。

56

本書は、中国を代表する知日派の一人である張香山（ちょう・こうざん）氏の著書『中日関係管窺与見証』

を翻訳したものである。主に中日両国の関係、張香山氏と日本の各界の人々との交流を記述している。主に

両国の国交が回復した1972年から1997年までのものだが、日本語版には、張香山氏が2002年1月に開

催された中日民間友好団体責任者会議において行った発言等を追加したため、本書では2002年までのも

のを記載している。

60

グローバル化の時代、「公共外交」と「政府外交」は国家の総体的な外交を構成するものである。公共外交

の参与者は、それぞれの異なる視点から自国の国情を外国の大衆に伝え、自国の政策を説明し、自国に対

する外国の不理解を解明すると同時に、国際交流の中で相手方の考え方を理解する。公共外交を展開す

る目的は、自国に対する外国の大衆の態度を改善することにより、外国政府の自国に対する外交政策形成

に影響を与えることである。
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タラ・スミス【著】　藤原孝　ほか【訳】 KP00047991 三和書籍 199704 PDF ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

権利の限界と政治的自由 9784916037053

石川晃司 KP00045516 三和書籍 201904 PDF ¥5,775 ¥7,216 ¥8,657

国民国家と憲法　改訂版 9784862513748

松浦一夫【編著】 KP00046355 三和書籍 201203 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

憲法入門 9784862511294

寺島俊穂【編】 KP00045486 三和書籍 201711 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

復刻版　戦争放棄編 9784862512840

司法アクセス学会編集委員会【編】 KP00046346 三和書籍 201212 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

司法アクセスの理念と現状 9784862511447

萬年浩雄 KP00047969 三和書籍 201107 PDF ¥4,675 ¥5,841 ¥7,007

熱血弁護士の事件ファイル　１ 9784862511058

行政書士記述式問題研究会【編】 KP00046368 三和書籍 201107 PDF ¥5,225 ¥6,534 ¥7,832

行政書士試験

40字記述式・多肢選択式

対策教室

9784862511041

影山光太郎 KP00047990 三和書籍 201006 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

事業再生の法律知識 9784862510853

松浦一夫 KP00045503 三和書籍 201604 PDF ¥18,700 ¥23,375 ¥28,050

立憲主義と安全保障法制 9784862511966

浦野起央 KP00045512 三和書籍 201506 PDF ¥24,200 ¥30,250 ¥36,300

南シナ海の領土問題 9784862511737

浦野起央 KP00045563 三和書籍 201408 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

地図と年表で見る

日本の領土問題
9784862511591

安藤顯 KP00045530 三和書籍 201912 PDF ¥4,675 ¥5,841 ¥7,007

SDGsとは何か？ 9784862513984

66

本件の負債総額は一六〇億円超という膨大なものであり、債権者の数もかなりのものだった。さらに、パチンコ

企業の再生は、筆者にとって未知の領域であることから、経営者と一緒に悩み、激論を闘わせることになった。

幸い企業再生は成功し、経営者、従業員の笑顔は本物となった。主役であるパチンコ店の経営者兄弟のほ

かに、さまざまな金融機関の担当者が登場し、企業再生に向けた筆者たちの苦闘が綴られている。

61

本書の著者は、ジョンズ・ホプキンス大学で修士及び博士の学位を取得し、現在テキサス大学に準教授として

籍を置く新進の政治・法哲学者である。「権利と自由」の相克を見る著者にとって、権利の原理的考察は、同

時に政治的自由の原理的考察が不可避なものとならざるをえない。第一部に「権利」を、第二部に「自由」を

措定して構成された本書の意図はそこにあった。

62

第1部は、近代の国民国家の形成との関係で、憲法や平和の問題を捉えた論説である。国民国家と憲法は

切り離すことはできないが、国民国家自体が永久不変なものではなく、現在さまざまなところから揺さぶられて

いる以上、憲法も変化をこうむらざるをえない。第2部は、日本国憲法を取り上げている。憲法が私たちの考え

方や生活の中にどのように息づいているのか、現実の政治や社会の運営にどのように反映されているのかにあ

る。それがどのように具体化されているかを見ることが必要である。

63

本書の執筆者は、いずれも大学やロースクールで憲法の講義を担当している研究者である。しかし、各研究

者が持つ高度の専門性をあえて抑えて、一般教養科目あるいは専門基礎科目として日本国憲法を学習す

るのに適した水準をねらって編纂した。説明も、初学者の理解のため、平易な表現を心がけた。大学における

基礎的な憲法教科書として1年間で日本国憲法の全体内容を理解できるよう配慮してある。

64

参議院事務局編『帝国憲法改正審議録　戦争放棄編』（新日本法規出版、一九五二年）を抜粋し、

復刻出版したものである。原本は、序文と目次など冒頭部分だけで二二四頁、審議録（「審議経過及び審

議要録」）と附録で六六四頁、索引は一六頁で、総頁九〇〇頁を超える大著であり、さらに編集を加えな

ければ、現代の読者には読みづらいと思われた。原本の審議録、序文、附録などから重要部分を抜粋し、さら

に解説を付け加えて作成した。

65

正義へのアクセスということは、21世紀日本社会の命運を決する要の一つとなっており、この課題に各方面の

力が結集されて制度改革が進むことは、社会共通の希いである。そこで、われわれは、この問題を多角的に捉

え、各方面におけるその進展をまとめるプログレス・レポート(研究報告)を公表することで、社会的論議を深め

ようと願うものである。

67

本書は、過去の行政書士試験の出題を踏まえて、今後出題が予想される論点（テーマ）を絞って学習して

もらうことを意図しています。特に記述式については、解説を重視した構成になっています。問題と解答例をた

だ暗記するのではなく、予想論点について深く理解してもらうのが、本書の目的だからです。本書記載の解説

を理解することで、本試験の“変化球”にも十分対応することができるでしょう。

68

民事再生法を中心とした再建手続について、申立代理人、監督委員などを多数回行った筆者の経験を踏ま

えて、なるべく実務に役立つように、かつ勉強として学ぶ人にもできるだけ興味を持って読めるように努めた。事

業再生の制度面について述べるにとどまらず、民事再生法を中心とした各種再建制度の関係、再建手続の

実務（実例、留意点）を述べることにより、事業再生の考え方（社会経済関係、人的関係を含む）の理

解が進むよう努めた。

69

本書はこれまでの筆者の研究論文を整理し直すことにより、ドイツ連邦憲法裁判所による冷戦後の防衛憲法

の判例法的形成とこれに基づく安全保障立法の特徴および同盟政策の影響を明らかにしようとしたものであ

る。国の統治機構も所属する同盟の特性も異なるドイツではあるが、日本の憲法と安全保障法制の今後の

展開を考えるうえで、冷戦後のドイツの取り組みには参考になる点が多い。

70

南シナ海紛争分析の集大成！日本に対する中国の尖閣諸島領有主張をはじめとし、北東アジアの安全保

障は、南シナ海における中国の海洋進出と結合している。その中国の行動の本心が、チャイナドリーム実現に

あるからである。わが国も、安全のためには南シナ海の状況を座視しているわけにはいかない。入手困難なもの

を含め、豊富な資料文献にもとづき南シナ海領有紛争の経緯と現状を分析する。

71

南シナ海、琉球諸島、沖縄トラフの領有までもうかがう中国との尖閣諸島問題。いっこうに実現しない北方領

土返還。さらに竹島の領有。日本の領土・領海・領空に関する問題をわかりやすく、地図と年表・図を用いて

ビジュアルに解説。また、日本の防衛体制や特異な国境認識、そして、琉球諸島、沖縄トラフまでも狙う中国

の動向といったことまで網羅したおすすめの１冊です。

72

21世紀に入り、世界の人口はますます増加の一途をたどりつつある。それにともなって、環境汚染、資源枯

渇、貧富差の拡大などをはじめとするいろいろな問題が深刻さを増している。人類の活動が地球のキャパシティ

を超えたまま手をこまねいていれば、早晩、取りかえしのつかない状況に陥ってしまう。その危機から地球、そして

人類を救うのがSDGsである。本書はその成り立ちから現状、今後の課題をていねいに解説する。
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杉田米行【編著】 KP00047987 三和書籍 200804 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

アメリカ社会を動かすマネー：

9つの論考
9784862510334

金煕徳【著】　鈴木英司【訳】 KP00047972 三和書籍 200204 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

徹底検証！日本型ODA 9784916037435

荒木清三郎 KP00047091 三和書籍 201007 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

土地と住宅 9784862510884

早川和宏 KP00046363 三和書籍 201110 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

日本発！ 世界No.1ベンチャー 9784862511171

河野良治 KP00046995 三和書籍 202103 PDF ¥6,325 ¥7,909 ¥9,482

イノベーションを実現する

起業家の育成法
9784862514226

拓殖大学政経学部【編】 KP00047098 三和書籍 200903 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

サステナビリティと本質的CSR 9784862510624

早川和宏 KP00045567 三和書籍 201402 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

日の丸ベンチャー 9784862511621

早川和宏 KP00046347 三和書籍 201210 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

世界でいちばん楽しい会社 9784862511409

桜井道子【編著】 KP00047228 三和書籍 200905 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

いいものいい人いい暮らし 9784862510600

早川和宏 KP00045487 三和書籍 201709 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

空前絶後★

ベンチャー企業は

宇宙的発想で！！

9784862512796

早川和宏 KP00046996 三和書籍 202104 PDF ¥5,225 ¥6,534 ¥7,832

日の丸ベンチャ―　５ 9784862514233

友岡史仁 KP00046345 三和書籍 201212 PDF ¥11,825 ¥14,784 ¥17,732

ネットワーク産業の

規制とその法理
9784862511430

73

お金は資本主義の血液とも言われるほど重要なものである。直接的にはアメリカ経済やビジネスで主要な役

割を果たし、間接的には人の価値観や意識といった非物質的な要素や、アメリカの外交・内政にまで大きな

影響を及ぼす。さまざまなバックグラウンドを持つ9人の研究者・実務家が、「お金とアメリカ社会」という共通

テーマの下、お金がアメリカに及ぼす多面的な影響を論じた論文集である。

74

本書は、第二次大戦後における国際秩序の推移、そのなかにおける日本の外交およびその対外関係、特に

中国との関係の枠組みを大きな背景とし、日本の政府開発援助(ODA) という政治・経済外交における重

要な手段に焦点を当て、理論、歴史、現実を縦軸に、政治と経済の相互作用を横軸にした座標のなかで分

析を展開したものである。

75

本書の内容は、住宅の量と質・所有関係・資産価値の三点と需給をベースに構成し、これに土地関係を交

えている。新たな制度的枠組みの成立過程を克明に記述した基本法の運用は、「公」か「民」のいずれに力

点を置くかで左右される。焦点となる住宅政策については基本法の意図と影響を考察し、土地政策を含めて

課題を抽出した。またその延長として、土地および住宅の“安全”と“市場”に関する事例をもとに総括を試みて

いる。

76

本書には12のベンチャーの成功秘話が書かれている。どの企業家たちも、ただ順風満帆に会社を大きくできた

わけではない。どこかで必ず挫折があり苦悩がある。それを乗り越えた力は何だったのか？　夢を現実にする原

動力となったのは何か？　本書に収録した「知られざる世界No.１」と言えるベンチャーの物語は、わが国のす

べての企業家経営者・ビジネスパーソンに仕事への大いなる意欲と勇気を与えるだろう。

77

グローバルな世界に対応するため、多くの企業は日々激しい競争の中にある。このような現代的な課題に取り

組むため、企業はイノベーションの実現を求められる。本書で提示された調査結果が証拠づけることは、イノ

ベーションを実現させる人材として成長するための後天的な経験による影響の大きさである。すなわち成功を

積み上げ、「自己効力感」を高めることが重要な経験だといえる。こうして高い生産性を発揮できる人材こそ、

企業のイノベーションを推進していき、延いては現代日本の社会的問題を解決していくと期待される。本書に

はこの実現に向けた詳細な調査と具体例が示されている。

78

いまや企業の経済活動には、単なる利潤追求だけでなく、社会的公正性や環境への配慮などの社会貢献を

どれほど行っているのかが問われる。本書ではサステナビリティを念頭におきつつ、環境配慮型社会に向けた本

質的なCSRを解説している。CSRの基礎と本質を学べるとともに、それとサステナビリティとの関わりが理解でき

る新しいCSRのテキストである。

79

本書で紹介するベンチャー12社は、時流に乗って成功することのみを目指しているようなベンチャーとは一味も

二味も違う。「日本のため」「世界のため」、社会のために誰かがやらなければならないことをやるという理念のも

とで、持続的な価値を追求している企業だ。その会社と経営者の物語は、人として企業人として、一人の日

本人として生きる上での多くのヒントや知恵、夢や勇気、そして共感と感動に満ちている。

80

本書で紹介する12社には、「楽しい」というコンセプトが共通している。不況の中、その楽しさを原動力にして、

紆余曲折がありつつも、大きな飛躍をとげているのである。それぞれの企業理念から経営者の生き方、技術な

ど、すべての企業やビジネスパーソンが学ぶべき本来の企業の在り方、発想、ビジネスの原点を考えさせる貴重

なヒントに満ちている。

81

中小企業の会社の歴史は、創業者の歴史そのものです。理念は、経営者の心そのものです。第１章は、宇

宙開発を通して子供たちに夢とロマンを与え続けている植松努氏、第２章は、創業の熱い夢と思いを具現化

する経営者を、第３章では、事業を受け継ぎ、時代の変化に対応しながら新しい道を模索し続ける経営者

を、そして第４章では、女性ならではの柔軟さと包容力でしなやかに時代を切り開いている経営者の方々をご

紹介しています。

82

会員制ビジネス誌『エルネオス』の連載「早川和宏のベンチャー発掘！」から12社をピックアップして、「宇宙から

今日のベンチャーを見る」との大きな視野の下に、世界の中の日本の力、使命などをテーマに掲げ、その持ち

味、特徴、底力をクローズアップする。「世界のビジネスセンター」としての日本の中小企業の役割、底力をいく

つものキーワードによって紹介。日本の少子高齢化、デフレスパイラルからの脱却など世界の「課題先進国」と

しての取り組みを「地方創生モデル」としてクローズアップ。

83

コロナ禍で多くの業界、企業が打撃を受けており、その打開策として効果的なのが「和」のイノベーションの推進

である。従来の業績回復策には限界がある。コロナ禍を乗り越え、今後の発展を見通すには、「和」の感覚や

発想が効果を発揮するだろう。つまり「和」のイノベーションに裏付けられた事業展開が最善といえる。本書に

は、そのように事業を推進している11のベンチャー企業のエピソードを収録した。そこには「和」のイノベーションと

は何か、をはじめにさまざまなヒントが示されている。

84

電力・ガス、電気通信、鉄道、上下水道といった「ネットワーク産業」の諸分野では、「規制改革」や民営化等

を契機に、積極的な競争促進を狙いとした事業者に対する規制の存在が世界的なスタンダードとなっている。

法学に携わる立場から、我が国における制度設計上も参照を不可欠とするイギリス・EU等の諸事例に照らし

ながら、ネットワーク産業における規制の在り方を制度に忠実に検証し、諸課題の解明を試みようとする。
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NPO会計税務専門家ネットワーク【編】 KP00046351 三和書籍 201207 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

事例で学ぶ

認定NPO法人の申請実務
9784862511355

脇坂誠也 KP00047102 三和書籍 200912 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

社会起業家のための

NPO・新公益法人Q&A
9784862510730

田中和秀 KP00047226 三和書籍 201004 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

今すぐあなたを変える！

 ビジネス脳を鍛える

8つの行動習慣

9784862510792

花村邦昭 KP00045559 三和書籍 201409 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

女性管理職のための

〈リーダーシップ〉セミナーQ&A
9784862511683

花村邦昭 KP00045572 三和書籍 201308 PDF ¥6,325 ¥7,909 ¥9,482

働く女性のための

〈リーダーシップ〉講義
9784862511546

ジリムト　山崎扶実子　谷巌　用松節子 KP00047100 三和書籍 200903 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

Compiere入門 9784862510563

増田正二 KP00047986 三和書籍 201001 PDF ¥4,675 ¥5,841 ¥7,007

財務オンチ社長が

会社を倒産させる
9784862510747

鈴木成美【著】　実務経営サービス【編】 KP00047092 三和書籍 201012 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

ひとり2000万円稼ぐ

会計事務所の作り方
9784862510952

実務経営サービス【編】 KP00045483 三和書籍 201803 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

相続に強い

頼れる士業・専門家50選
9784862513137

実務経営サービス【編】 KP00045492 三和書籍 201701 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

お役立ち会計事務所

全国100選　2017年度版
9784862512109

実務経営サービス【編】 KP00046999 三和書籍 202104 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

お役立ち会計事務所

全国100選　2021年度版
9784862514240

増田正二 KP00047975 三和書籍 200701 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

発想の転換で究極の節税を! 9784862510112

女性管理職の割合を2020年までに30％程度にすること、公務員の女性比率拡大など、女性の社会進出

を政府主導で推進している現在、従来の機械論パラダイム・男性性原理にもとづく権力行使的なリーダーシッ

プはもはや通用しない。本書は、生命論パラダイム・女性性原理にもとづくリーダーシップへの転換を、現場に即

した具体的なＱ＆Ａ形式で紐解く。女性だけでなく、女性とともに働く男性にとっても必読の書。

89

本書の狙いは、特に女性の立場に立って、女性がリーダーとなるための主体的条件を探ることにあります。それ

によって従来どちらかと言えば男性性に傾斜した、いわば〈マスキュリニティ・リーダーシップ〉論を、女性性に根ざ

した〈フェミニティ・リーダーシップ〉論でいったん脱構築し、その上で男性性・女性性を超えた人間性に立脚する

〈ヒューマニティ・リーダーシップ〉論を改めて構築しようということです。

90

ERP（統合パッケージソフト）導入は中堅企業にとっても大いに戦力になりますが、大企業のように多額の費

用をかけて導入するわけにはいきません。その解答の1 つとして、このオープンソースERP「Compiere」という製

品があります。この製品がどういうもので、どれくらいの範囲をカバーしているのかという概要をまずつかんでいただ

くために本書を執筆しました。

91

中小企業では、資金繰り難を逸早く予測し、対処できる人は社長です。ですから社長には財務知識が不可

欠です。社長には数字に対する苦手意識を捨てていただきたいし、数字に強い経営者になっていただきたいと

思います。本書は、中小企業の社長の「財務知識習得の一助になる書」、そして社長が起こす行為の「気付

きの書」として執筆されました。なるべくやさしい言葉を使い、やさしい表現にすることを心がけました。

92

「人が未来を切り開く」「人あっての会計事務所」「人を育てる仕組を創る」「人が活きる職場に変える」。ひとり

当たり2500万円以上という驚異的な生産性を実現している税理士法人コスモス。そのトップ自らが、生産性

を高める各種ノウハウを惜しみなく公開。会計事務所の生産性向上の鍵は組織づくりにある。人が育つ組織

を創れば事務所は2年で生まれ変わる。事務所経営に悩む所長税理士必読の書。

94

近年では、会計事務所のサービス内容が高度に発展して多岐にわたるようになりました。その中から、自社に

合った事務所を選ぶのは容易ではありません。専門化、高度化するサービス内容を把握しつつ、ネット検索を

しても数多くの事務所がリストアップされ、どれが最適なのかを判断するのは至難です。このような状況のもと

で、選択の一助となるように地方別に優良な事務所を選抜して紹介した内容となっています。

95

近年では、会計事務所のサービス内容が高度に発展して多岐にわたるようになりました。その中から、自社に

合った事務所を選ぶのは容易ではありません。専門化、高度化するサービス内容を把握しつつ、ネット検索を

しても数多くの事務所がリストアップされ、どれが最適なのかを判断するのは至難です。このような状況のもと

で、選択の一助となるように地方別に優良な事務所を選抜して紹介した内容となっています。

96

本書は、中小企業のオーナ一社長の立場に立って無駄な税金を支払わないこと、少しでも税金を安くすること

を中心に考えました。究極の節税を行なう場合には、発想の転換が必要でしょう。時には従来からやってきた

企業活動のやり方や、社長の頭を切り替えることも必要でしょう。ぜひ、有効な節税をやり、最終的には会社

を成長、発展させていただくために活用してください。

85

認定NPO法人制度とは、寄付金に対する税優遇制度という手法を通じて、NPO法人を社会全体で支える

目的で作られたものです。本書では、認定NPO法人の認定が受けやすくなった平成24年施行の改正NPO

法に沿って、申請書類を数多く掲載し、書き方の実際を手引きしました。実例を挙げながら認定NPO法人の

申請のポイントをわかりやすく解説しています。

86

平成20年12月に社団・財団法人制度が大きく変わりました。またNPO法人については、その仕組みの詳細

を知らない人が大多数でしょう。本書では、NPO法人や新公益法人といった「非営利法人」が株式会社など

の営利法人とどのように違うのか、組織の仕組みから優遇税制面まで理解することができるようになっています。

「社会の役に立ちたい」と思っている人が、組織形態を考える材料にしていただけるのではないでしょうか。

87

健康的な活力、やる気を引き出す雰囲気、働きがいのある風土を作るのはその組織に所属する個人が元気

で頑張れるからであり、それが「伸びる部署」「強い組織」「成長する企業」を支えています。この本に書かれて

いる行動習慣はちょっとした脳の知識であり、それを活かすための生活のコツです。そのコツを知っているかどう

か、行動習慣に落とし込めるかどうか、ちょっとした違いが後になって大きな結果をあなたにもたらします。

93

相続問題の相談は、会計事務所や司法書士事務所などの士業事務所にするのが一般的です。ただし、士

業事務所であればどこに相談してもよいというわけではありません。なぜなら、相続は案件の数が少ないため、

相続分野で豊富な実績をもつ士業事務所の数もまた少ないからです。「相続に強い頼れる士業・専門家50

選」では、相続分野で豊富な実績をもつ会計事務所、司法書士事務所50社を全国から選定し、ご紹介し

ています。

88
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実務経営サービス【編】 KP00048111 三和書籍 202006 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

相続・事業承継に強い！

頼れる士業・専門家50選

2021年度版

9784862514080

ウルリッヒ・クラウゼ【著】 KP00047976 三和書籍 198504 PDF ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

貨幣と抽象的労働 －

水野和夫 KP00045566 三和書籍 201403 PDF ¥3,795 ¥4,752 ¥5,687

年収300万円でも

プチ資産家になれる！
9784862511638

柴生田敦夫 KP00046369 三和書籍 200912 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

日本企業の対中投資 9784862510723

山岸健　浜日出夫　草柳千早【編】 KP00046339 三和書籍 201304 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

希望の社会学 9784862511508

花村邦昭 KP00045521 三和書籍 201907 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

国家公共という生き方 9784862513892

山岸健【編著】 KP00047992 三和書籍 200702 PDF ¥13,200 ¥16,500 ¥19,800

風景の意味 9784862510105

山岸健【編著】 KP00047993 三和書籍 200706 PDF ¥13,200 ¥16,500 ¥19,800

逍遥する記憶 9784862510143

北澤裕 KP00045488 三和書籍 201706 PDF ¥11,550 ¥14,443 ¥17,325

眼差しの世界 9784862512352

ゴードン・マシュ－ズ【著】　宮川陽子【訳】 KP00048112 三和書籍 200107 PDF ¥9,075 ¥11,341 ¥13,607

人生に生きる価値を

与えているものは何か
9784916037343

早川潤一 KP00047754 三和書籍 199912 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

180年間戦争をしてこなかった国 9784916037282

岡野雅雄【編著】 KP00047005 三和書籍 200804 PDF ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

わかりやすい

コミュニケーション学　改訂版
9784862510310

108

コミュニケーションという総合的な活動・現象には、言語・身体・文化・社会・産業・技術その他の多くの側面が

ある。本書は、それぞれの分野の研究・教育に携わっている専門家によって分担執筆されており、できるだけわ

かりやすく、内容はコミュニケーション学の現在を示すような清新なものであることを願ってつくられた。この分野の

基礎を理解し、さらにコミュニケーション学の発展的な研究状況も知ることができるであろう。

103

今日にいたるまで社会学には、さまざまな道が見られたのである。一筋の道である社会学には、多岐にわたっ

て、さまざまな道が見出されるのである。〝社会学の饗宴〟のふたつのタイトル、『風景の意味』　そして『逍遥

する記憶』─このそれぞれのタイトルは、人間と世界、人間と社会、人間と文化、時代と人間、人間の条件、

多元的現実……などといういくつものモチーフと結ばれているのである。

104

古代ギリシアからの哲学、思想、文学、諸科学などのさまざまな流れに、ある時、姿を現した独自のアプロー

チ、方法、視点とパースペクティヴ、それが、社会学である。このエセーのコレクション、〝社会学の饗宴〟にお

いては、執筆者の自由なモチーフやテーマとともに、さまざまなリズムが、さまざまなスタイルで人びとそれぞれに

よって体験されるのではないかと思う。

105

〝見る〟ことが人や社会などをどのように作り上げていくのか。〝見る〟ことの意義を社会学的に明らかにす

る。見ることは自己、社会、世界を相互に浸透、内属させて共に同時に同一のものとして構成することを示し、

全体の内容の補強を行っている。ヴァーチャルな世界を含めながら、より幅広く至高の現実の世界を眺め、見

ることと人間や社会との構成的な関係を中心に論を進めている。

106

日本語で「生きがい」を論じた著書が数多く出版されているが、原書はおそらく「生きがい」について英語で書か

れた唯一の本である。既存の「生きがい論」と違うのは、本書が「生きがい」という日本の文化的な概念を、日

本とアメリカ両社会を理解するための手段として用いていることである。さらに、「生きがい」を、「人は何のために

生きるのか」という哲学的問題を究明する足掛りとして、人類学的調査方法によって探究した点にも、本書の

ユニークさがある。

107

第一次・二次大戦を含め戦争を回避し、結果として180年間平和を継続させてきたスウェーデンは、素晴らし

い理念の数々を実現させようとしている国である。未知なる二十一世紀の人聞社会のあり方の一つを提示し

てくれている。現在のスウェーデンを築きあげた政治とリーダー達の能力には驚嘆するしかない。日本を含めた世

界が学習すべきことであろう。

102

これまで男性は概して「組織生活圏」に軸足を置き、「個」・「国家」サイドに傾斜した生き方を強いられ、ある

いはそれを自己選択してきた。一方、女性は各「生活圏」の「間」で、また、「個」・「国家」～「個人」・「公共」

の「間」で巧みにバランスをとりながら生きてきたという歴史的経緯がある。その「間」を生きることで女性はそれぞ

れ「公共的英知」を輝かせ、その「間」で「国家公共」という生き方を体得・体現してきた。これからの社会では、

いわば＜「間」的生き方＞がむしろ主流となる。

97

相続や事業の承継には、税金をはじめとしてさまざまな問題があり、素人には手に負えないのが現状です。会

計事務所や法律事務所などに相談するのが一般的です。しかし、士業事務所であればどこでもよいわけでは

ありません。相続・事業承継に関して豊富な実績のある士業事務所の数も少なく、十分なサポートを受けられ

るかどうかが問題です。そこで、相続・事業承継に強い全国50の会計事務所や法律事務所を選抜して紹介

しました。

98

本書は、同値関係としての価値関係が成立する条件を明らかにし、貨幣の構造的側面に光をあて、社会的

分業体制による生産を具体的労働の集合体として定式化した。そのもとで交換曲線がいかなる形で設定さ

れるかを示し、貨幣関係を媒介にして具体的労働が抽象的労働に還元されうることを論定した。労働力商

品の特殊性を「再生産度」という新しい概念を用いて特定化して剰余価値率均等化の条件を明らかにし、理

論的意義を説くという構成になっている。

99

ゆる～くわかる投資・資産形成のキホン。２０代～３０代の読者ターゲットに、知識ゼロでも、オモシロおかし

く読めて、その気になれる本を作りました。マンガチックなイラストも豊富な会話形式なので、スラスラ読めます。

２部構成の第１部は「お金にかかわる知識と感性」を、第２部は投資法のなかでも一番おすすめの賃貸マン

ション投資の実践シミュレーションを、やさしくわかりやすく紹介します。

100

本書は、中国における日本企業の投資活動やそれに関連する中国社会の状況についてまとめたものである。

第1部では日中の経済関係を直接投資の観点から考察し、第2部では日系企業が中国での実際の事業活

動の際に考慮すべき個別の各要素につき、現状をトピックスとしてわかりやく概観し、さらに中国で事業活動を

行うに際してぜひ理解しておくべき中国社会のいろいろな動向や各側面について考察している。

101

〈社会学〉は離島でもなければ孤島でもない。〈社会学〉はさまざまな領域や分野の科学、哲学、文学、歴史

学、芸術の諸領域、精神科学、人間科学、社会科学、などとさまざまな状態でつながり合っている。人生をど

のようにしてより広くより深く生きるのか。生きがいや楽しみをどこに見い出すのか。どのようにして希望に満ちあふ

れた日々を築いていくのか─。本書は、人間の生と希望を考える、全く新しい社会学のテキストである。
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王敏【編著】 KP00047973 三和書籍 200803 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

日中文化の交差点 9784862510358

ヘルムート・ラインアルター【著】 KP00045502 三和書籍 201605 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

フリーメイソンの歴史と思想 9784862511959

祖田修 KP00045523 三和書籍 201908 PDF ¥5,225 ¥6,534 ¥7,832

失われた居場所を求めて 9784862513915

榎本恵一　渡辺峰男　吉田幸司　林允之　柳綾子 KP00045546 三和書籍 202011 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

知って得する

年金・税金・雇用・健康保険の

基礎知識　2021年度版

9784862514158

林和彦【編著】　神尾真知子　新谷眞人

【著】
KP00048113 三和書籍 201305 PDF ¥9,350 ¥11,693 ¥14,025

労働法　第2版 9784862510815

花村邦昭 KP00045507 三和書籍 201511 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

「働く」とはどういうことか 9784862511881

花村邦昭 KP00045485 三和書籍 201712 PDF ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

“やまとをみな”の女性学 9784862513106

アラン・ラブルース　ミカエル・コウトゥジス【著】 KP00046989 三和書籍 200202 PDF ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

麻薬と紛争 9784916037428

浜谷英博　松浦一夫【編著】 KP00046356 三和書籍 201203 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

災害と住民保護 9784862511300

東京弁護士会法友会東日本大震災復興支援特別委員会【編】 KP00046370 三和書籍 201106 PDF ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

「3.11」震災法務Q&A 9784862511027

ジャン・ピアジェ【著】 KP00047753 三和書籍 200512 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

ピアジェの教育学 9784916037893

ダニエル・アムリン　ジャック・ヴォネッシュ【編】 KP00045550 三和書籍 202101 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

ピアジェ入門 9784862514165
120

ジャン・ピアジェは20世紀屈指の偉大な心理学者である。発達心理学・発生的認識論で画期的な研究を

行い、ピアジェの提示した基礎概念や研究法は、根本的に重要なものであり続けている。ピアジェの生誕100

年を祝して、1996年にジュネーブで展示会が開催された。展示会は、ピアジェの生涯と業績について、明確で

簡潔な展望を試みるものであった。この展示会の内容と、さらに読者がピアジェについての知識を深めてゆく手

引きとなるように作成されたのが、本書である。

本書は、東日本大震災に関して考えられる法律問題についてＱ＆Ａ形式でまとめたものであり、法律相談を

受ける弁護士、各種士業の方のみならず、一般の方にも理解しやすいように、最初に端的な回答を示す体

裁とし、また解説における言葉や表現もできるだけ分かり易いものを用いるように努めています。さらに、関係法

令や通達などを掲載したCD─ROMを付けて、法律相談の回答の根拠も確認できるようにしました。

119

教師の役割とは何だろうか?　そして、教師は、子どもが世界を理解できるようにするための手段や方法を、その

心の中に作り上げてゆくべきなのか?　活動をどのように提示したら、子どもがそれを取り入れることができるのか?

“教育の方法”、“授業の役割”、“子どもの自律性”というテーマは、ピアジェが生涯にわたって論じ続けたもので

ある。今まで一般にほとんど知られていいなかった、ピアジェによる教育に関する研究結果を、はじめて一貫した

形でまとめたものである。

114

「働く」ことに性差はない。なのになぜサブタイトルに「女性が輝く時代」とあるのか？それはこれからの時代は女

性こそが働く意味と価値を真に体現してほしいという著者の願いからである。本書では、女性が働くということを

生命論パラダイムで解説している。この生命論パラダイムによって、「働く」という人間的営為を包括的に捉え直

すならどういう世界が新たに見えてくるか、それを本書では考察している。

115

たおやかで逞しい日本女性の系譜を歴史上にたどりながら、〝やまとをみな〟の現代的意味を良妻賢母論

（広くはジェンダー論）の観点を踏まえつつ考えます。社会有用の存在として職業生活を立派に営みながら

同時に家政も見事に宰領している女性たちに焦点化した現代社会論がここでの主眼です。要素還元主義に

立脚する“機械論パラダイム”の行き詰まりを超克するパラダイムとして包括生成主義に拠る“生命論パラダイ

ム”がそれに理論的根拠を与えます。

116

本書の著者アラン・ラブルースは麻薬社会学の専門家で、世界の麻薬ネットワークに対する対抗ネットワークの

麻薬地政学監視機構（OGD）の創設者である。共著者のミカエル・コウトゥジスは、民族学者で『麻薬世

界地図』の共同執筆者で、バルカン・コーカサス地帯の麻薬状況に詳しい。麻薬問題をめぐる分析は、戦略

地政学の領域である。本書は、戦略地政学の視点から麻薬と紛争問題を分析している。

非正規雇用37％、一人世帯35％が生む貧困・格差・孤独。日本は戦後復興を果たして高度成長を謳歌

し、世界第２位の経済大国にまで登りつめましたが、いつの間にか深刻な社会状況に陥ってしまいました。産

業形態の変化が、農村から都市への大規模な人口移動をひきおこし、農村、都市ともにそこで生活する人々

の縁と絆を変容させたのが大きな原因の一つです。そこから派生するさまざまな事象を精緻に検証、考察して

人々の居場所が今後どうあるべきかを示します。

112

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり……。そういった「生涯損失

金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、古い法律知識のままだったりすることで発生する。家庭全体のラ

イフプランを立てられるように、年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。暮

らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

113

本書は、通説・判例にしたがってオーソドックスに書かれた労働法のテキストである。労働法を初めて学ぶ学生

や社会人はもちろん、司法試験を目指す者にとっても、現在の通説・判例の正確な理解が不可欠である。労

働法を学ぶすべての者に、本書は、ゆるぎない基礎を提供するはずである。労働契約法、高年齢者雇用安

定法、改正労働者派遣法など近時の法改正に対応した待望の第2版。

109

本書は、日本留学を経験した中国人研究者と、中国留学を経験した日本人研究者の注目成果を収録し

た。それぞれの論文を総合すれば多角的な日中両文化の映像が浮き彫りになるはずである。そこから相互理

解としての研究の可能性を見出し、日中双方向による比較文化と比較精神の継承を昇華させるための手助

けとなる参考資料となればと願う。日中相互学習の新時代の到来を心から期待したい。

110

本書の著者、ラインアルター氏は「フリーメイソン運動は現在も世界的な“反メイソン主義”や誹謗中傷、様々

な陰謀理論の攻撃の中心的標的となっている」と認識している。そうした攻撃に対してフリーメイソン運動の真

の目的、歴史を明らかにし、特にフリーメイソンに加えられてきた陰謀論がどのように成立してきたかを詳細に分

析しているのが本書である。

117

本書は２部で構成されている。第Ⅰ部「日本の危機管理体制の課題」では、実態面と法制面からの徹底し

た現状分析と対処措置の是非が論じられ、わが国が抱える制度的課題が浮き彫りにされている。第Ⅱ部「諸

外国の災害対処・危機管理法制とその最近の動向」では、各国の特徴を詳細に追いながら論じられている。

各章を担当する著者が、それぞれ専門とする諸外国の具体的制度を紹介しつつ、各国の理念と実践が示さ

れている。

111

118
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ジャン・ピアジェ【著】 KP00047977 三和書籍 198604 PDF ¥16,500 ¥20,625 ¥24,750

矛盾の研究 －

ジャン・ピアジェ　ローランド・ガルシア【著】 KP00045554 三和書籍 199811 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

意味の論理 9784916037244

森田勇造 KP00045491 三和書籍 201703 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

日本人が気づかない心のDNA 9784862512123

森田勇造 KP00045561 三和書籍 201409 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

ガンコ親父の教育論 9784862511676

森田勇造 KP00047097 三和書籍 201002 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

野外文化教育としての体験活動 9784862510754

森田勇造 KP00046365 三和書籍 201108 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

写真で見るアジアの少数民族　1 9784862511119

森田勇造 KP00046362 三和書籍 201110 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

写真で見るアジアの少数民族　2 9784862511188

森田勇造 KP00046358 三和書籍 201201 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

写真で見るアジアの少数民族　3 9784862511249

森田勇造 KP00046352 三和書籍 201204 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

写真で見るアジアの少数民族　4 9784862511317

森田勇造 KP00046350 三和書籍 201208 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

写真で見るアジアの少数民族　5 9784862511379

森康晃【編著】 KP00047088 三和書籍 201002 PDF ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

バイオ知財入門 9784862510716

森岡一 KP00047099 三和書籍 201105 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

バイオサイエンスの光と影 9784862511010

少年期の体験的教育としての〝体験活動〟について、新しい教育観による野外文化教育学的な見地から

記述した。ここで言う〝体験活動〟は、これまでのような野外レクリエーション的なキャンプ活動や、林間・臨海

学校および近代的なスポーツ、職業訓練的なことではない。一般的社会人の基礎・基本を培う野外文化教

育としての〝体験活動〟である。著者の講演や大学での講義、発表した資料を集めて、一冊の本にまとめ

た。

121

ピアジェの「発生的認識論」は、I. プリゴジンやH.フォン=フェルスター、S.パパートといった人々から異口同音に

共感を寄せられ、関心を集めている。本書はジュネーヴの「国際発生的認識論センター」紀要第31・32巻の

全訳であり、『認知構造の均衡化』（同紀要33巻）と並んで、発生的認識論の基本概念である「均衡化」

の理解に欠かせない重要文献である。

122

本書は2部に分かれている。第1部はビアジェの原文から構成されており、ピアジェがガルシアの研究結果と統

合することによって完成することを望んでいたものである。ピアジェは統合を自分で進める時間がなかったので、ガ

ルシアが本書の「全体的結論」 の中でそのことを実行してくれた。論理学者、認識論者、心理学者、そして意

味についての新しいアプローチに対して開かれたどんな研究者にも興味あるものとなるだろう。

バイオテクノロジーの発達によって生命現象が発明とみなされるようになり特許として権利化されたが、これは生

命の「囲い込み」に他ならない。本書では、生命の囲い込みによる弊害、すなわち研究活動の阻害や途上国

の医薬品価格への影響、遺伝子組み換え植物を販売する企業が農民に与える苦悩など、さまざまな問題を

多くの事例で紹介する。それを通して、科学の発展のありかたと産学連携、オープンイノベーションを論じる。

アラビア半島のような自然環境の厳しい乾燥した砂漠や荒野に生きる人々は、自然を征服し、他部族との戦

いに勝ち、常に戦闘的態勢が必要であった。湿潤な日本の社会の自然環境とは異なった、大陸性気候で乾

燥の厳しいアラブ諸国の人々は、今もイスラム教の戒律に従って、伝統的な共同体の規則を守っている。日本

ではまだあまり紹介されていない西アジアの厳しい自然と人々の生活文化の一端を写真と文で紹介する。

129

中央アジアの大地は、草や木がほとんどなく、見わたす限り灰褐色で、乾燥した大変厳しい自然環境だ。有史

以来、民族戦争や侵略行為の絶えることがなかった、民族と文化の坩堝と化した地域でもある。中央アジアの

厳しい環境下で逞しく生きている人々の風俗習慣等の生活文化と、「ユーラシア大陸横断鉄道の旅」を、写

真と文で紹介する。

128

本書では、豊かな科学的文明社会で見失いかけている安全・安心・満足な生活のあり方を確かめるために、

南アジアの自然と共に生きる母系的社会の人々の風俗習慣や衣食住などの生活文化を紹介する。ナガラン

ド州（東インド）、メガラヤ州（東インド）、アルナーチャル・プラデシュ（東インド）、シッキム（東インド）、

ブータン、ネパール、北パキスタン、西北インドの少数民族。

127

東南アジアの少数民族の大半が、いろいろな事情でやむなく移動や移住を重ねて、今日の土地に住み着い

た。移動するたびに大きな犠牲を払わざるを得なかったので、社会的安全と安心を得るには常に大きな努力と

工夫が必要であった。インドネシア、ブルネイ、ベトナム、カンボジア、ミャンマーなどの東南アジアの少数民族の

信仰、儀式、衣装、祭礼、踊り、食事などの生活文化を、著者自らが取材し撮影した写真と文章で浮き彫り

にする。

126

筆者は、1964年以来の四十数年間に、日本の民族的、文化的源流を求めて、アジアをくまなく歩いて、多く

の民族の生活を踏査してきた。筆者自身が撮影した、貴重な写真とその記録を掲載。第一弾は、アジアの少

数民族の中でも、まず最も日本に近く、生活文化の類似する東アジアのモンゴル、中国、チベット、ウイグル、

台湾の少数民族を紹介する。

123

治維新後のめざましい近代化、世界が驚いた戦後の復興そして経済成長は、どうして可能だったのか？その

根底には日本人が潜在的にもつ道徳心がある。利己的な精神が強い欧米の国々とは違い、社会秩序を保

つための善を促し、利他的な精神が強い日本は、他国とは段違いに道徳心の篤い国となった。日本人に脈々

と受け継がれてきた素晴らしい心の遺伝子・道徳心を再認識、再評価する。

124

日本の若者は元気がない、責任感がない、意欲がない、忍耐力がない、協力・協調の社会性が弱いなどと言

われています。しかし、それは社会的・人間的成長過程で、親・大人が役目を十分に果たしていないせい、そし

て、戦後の教育のあり方に問題があるからです。長年、青少年育成活動を続ける著者が、親や小中高等学

校の先生、教育者のために、「日本のよさ」を継承し、たくましく生きることのできる青少年の育成論をまとめまし

た。

131

バイオテクノロジーを開発し、産業社会に活用していくためには、技術とともに特許を中心とする知的財産権を

学んでいくことが不可欠になってきている。本書では、バイオと知財が交錯する部分の基礎的な論点はほぼ網

羅し、わかりやすく解説してある。各項目で知識を深めるための「コラム」、専門用語を説明する「キーワード」な

ど、理解を助ける工夫もなされている。

132

130

125
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森岡一 KP00047089 三和書籍 200902 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

生物遺伝資源のゆくえ 9784862510532

西村甲 KP00045490 三和書籍 201704 PDF ¥24,750 ¥30,943 ¥37,125

東洋医学序説　温故定礎 9784862512000

水嶋丈雄 KP00046349 三和書籍 201208 PDF ¥12,650 ¥15,818 ¥18,975

漢方治療の診断と実践 9784862511362

淺野周【訳】 KP00046992 三和書籍 202103 PDF ¥15,950 ¥19,932 ¥23,925

全文ふりがな付き・

素問　現代語訳
9784862514202

西村甲 KP00047752 三和書籍 202103 PDF ¥66,000 ¥82,500 ¥99,000

随訓釈訳　黄帝内経素問序説 9784862514219

安保徹【著】 KP00046343 三和書籍 201302 PDF ¥17,875 ¥22,341 ¥26,807

安保徹の原著論文を読む 9784862511478

安保徹 KP00046373 三和書籍 201602 PDF ¥17,875 ¥22,341 ¥26,807

自律神経と免疫の法則 9784916037664

安保徹 KP00046374 三和書籍 201012 PDF ¥17,875 ¥22,341 ¥26,807

安保徹の免疫学講義 9784862510945

持田奈緒美【編】 KP00045565 三和書籍 201405 PDF ¥6,325 ¥7,909 ¥9,482

若杉文吉 9784862511645

藤井裕文 KP00045524 三和書籍 201909 PDF ¥22,000 ¥27,500 ¥33,000

よくわかる超音波療法 9784862513694

淺野周 KP00045495 三和書籍 201611 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

超初心者用・

鍼灸院治療マニュアル
9784862512031

上田隆勇 KP00045520 三和書籍 201907 PDF ¥18,700 ¥23,375 ¥28,050

鍼灸師・エステティシャンのための

よくわかる美容鍼灸　改訂版
9784862513885

143

北京堂の鍼治療理論に始まり、治療に関するテクニックを余すところなく紹介している。そして、36種の疾患別

治療法である。いずれも即効性のある北京堂式テクニックである。最後には、テクニックをマスターした後の、開

業を維持していくポイントや更にスキルアップしていくための勉強方法など、著者の実体験を元にわかりやすく書

かれている。

144

「顔を体調や心、体全体の経絡の変調を映し出す鏡としてとらえ、肌の悩みの原因となっている体の全身治療

（本治）を行い、しわ、たるみ、ニキビや肌荒れなど局所の治療（標治）を行い、悩みを改善していく鍼灸

治療である美容鍼灸」を習得できることを主眼とした。本書は、こうした考えの下にまとめられた一般財団法人

日本美容鍼灸マッサージ協会の公式テキストの改訂版である。

133

ライフサイエンス分野は医薬品、食品、健康食品、化粧品等と生物遺伝資源と関連性が高い事業分野であ

り、産業界は常に生物多様性条約関連の取り組みを余儀なくされ、解決の努力を続けている。現状を分析

し、課題を解決することにより、方針、政策が形成されると確信している。日本の確固たる戦略を形成するため

ライフサイエンス分野の実態を収集、分析し、いくつかの提言を行うのが本書の趣旨である。

140

今までの免疫学の教科書では、アレルギー疾患や自己免疫疾患や腫瘍免疫学の分野に弱点があり、臨床

の先生方に新しい知見を伝えていないという問題もあります。実際、医療の現場で免疫学者の考えが役立

ち、これらの病気が治っているということはあまりないのです。新潟大学に来てからの講義期間は20年になりま

す。この本が、臨床に少しでも役立つ免疫学を提示できていれば幸いです。

137

134

漢方医学は中国の伝統医学を起源とし日本独自に発展したものである。診察者の直感で患者の具体的な

症状・症候を取捨選択し、治療法を決定する。一方、中医学は複雑な理論が特徴で、その診断治療体系

により弁証論治とも表現される。両医学には一長一短があり、それぞれの長所を活かし、短所を排除すること

で、よりよい伝統医学の確率を目指す指針となる必読書。東洋医学全般を理解することを前提としながらも、

『黄帝内経』を学ぶことに比重を高くした内容となっている。

135

臨床に携わる医師向けの漢方塾の講義録である。漢方といっても日本漢方の流派や中医学のやりかたなど、

さまざまな方法論がある。現代医学からみた漢方のとらえ方と、日本や中国のそれぞれのやり方について、その

長所と短所を網羅して解説。東洋医学的な脈診、腹診、舌診のやり方から自律神経のバランスと漢方製剤

の関係、ヘルパーT細胞の比率と漢方製剤の関係など、東洋医学と西洋医学を統合した診断法と治療のや

り方がわかる本。

136

日本の鍼の技法は、『素問』と『霊枢』が原点で、『素問』は『霊枢』の単語を詳しく解説している。『素問』は、

養生法から始まり、脈、そして鍼の内容になるので、鍼灸師としては上巻だけで足りる。下巻は、年度による気

候と病、漢方薬、問診法で終わる。『素問』の内容は医学にかぎらず、易学、天候学、星座学、気学、薬

学、運命学と広くさまざまな分野に及んでいる。全文にふりがなを付け、『素問』や『霊枢』を途中で放棄するし

かなかった人たちに、最後まで読み進めることができるようにした。

141

日本初のペインクリニックを開設した医師・若杉文吉の足跡をたどる。某総理の顔面神経マヒを治した星状神

経節ブロック療法をはじめ、花粉症の治療、医療器具の開発でも活躍！本書では、若杉先生と日本のペイ

ンクリニックの歴史を理解するうえで大変貴重なものであり、先生のペインクリニック以外の領域の医学会への

多大なる貢献も記載されている。また他科の医師や一般の方々も読めるように工夫が凝らしてある。

142

本書は、著者が四半世紀以上かけて培ってきた技術を余すところなく収載した、超音波治療器を使用した解

説書です。著者は、これまで数年に渡り全国でセミナーを開催してきました。そのセミナーでの内容を網羅した

ものが本書です。多くの受講者から「本を出版して各疾患別で解説してほしい」との声が寄せられ、実現しまし

た。超音波治療器を使用した「FIT療法」の基本的な考え方、導子の持ち方、動かし方、各疾患別の治療

方法、照射ポイントなど、オールカラーでわかりやすく解説しています。

『随訓釈訳 黄帝内経素問序説』は、東洋医学における古典中の古典である『黄帝内経』を理解するために

叙述された。本書では翻訳に関して従来の解説書にはない工夫を施し、また、従来の解説書における不十

分な解説に対して著者の研究を通して新たな説明を加えた。工夫として、読み下しの文中に解説を挿入して

ある。また、解説に関して直接的説明と補充的説明を区別した。本書を通して、東洋医学の基本概念におけ

る『黄帝内経』の位置づけを捉えることも、本書を執筆した目的である。

138

ストレスによって、交感神経支配下にある顆粒球増多の現象がわかると、炎症性腸疾患のメカニズムも解明

できる。ストレス→交感神経刺激→顆粒球増多→粘膜破壊の連鎖である。このようにして、歯周病、胃炎、

胃潰瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎、痔疾、卵巣嚢腫、突発性難聴などの発症メカニズムが次々と明らかに

なる。「ストレスの正体」や「ガンの発症メカニズム」も現象の理解をかさねることで解明できる。

139

多くの病気はストレスを受けて免疫抑制状態になって発症するが、ストレスをもっとも早く感知するのは免疫系

である。末梢血のリンパ球比率やリンパ球総数は敏感にストレスに反応している。しかし、ストレスとリンパ球数

の相関を教育現場で学ぶことは少ない。本書は、リンパ球数/顆粒球数が多くの病気の発症メカニズムに関

わっていることを詳細に説明するとともに、消炎鎮痛剤の害やそのほかの薬剤の副作用についても解説してい

る。
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長田裕 KP00045551 三和書籍 201505 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

チクチク療法の臨床 9784862511751

長田裕 KP00045555 三和書籍 201503 PDF ¥3,575 ¥4,466 ¥5,357

自分でできるチクチク療法 9784862511744

永野剛造 KP00045564 三和書籍 201406 PDF ¥4,675 ¥5,841 ¥7,007

命をひらく頭皮針 9784862511652

淺野周 KP00045571 三和書籍 201309 PDF ¥8,800 ¥11,000 ¥13,200

火鍼マニュアル 9784862511560

加藤直哉【著】　山元敏勝【監修】 KP00046366 三和書籍 201108 PDF ¥9,075 ¥11,341 ¥13,607

慢性疼痛・脳神経疾患

からの回復
9784862511126

長田裕 KP00046367 三和書籍 201108 PDF ¥24,750 ¥30,943 ¥37,125

無血刺絡の臨床 9784862511102

張仁【編著】　淺野周【訳】 KP00046371 三和書籍 200705 PDF ¥17,050 ¥21,318 ¥25,575

最新鍼灸治療165病 9784862510198

張仁【編著】　淺野周【訳】 KP00046977 三和書籍 200902 PDF ¥10,945 ¥13,684 ¥16,412

美容と健康の鍼灸 9784862510549

淺野周【訳】 KP00046978 三和書籍 200506 PDF ¥39,270 ¥49,093 ¥58,905

完訳 鍼灸大成 9784916037756

山元敏勝【監修】　加藤直哉　冨田祥史

【著】
KP00046979 三和書籍 201901 PDF ¥9,900 ¥12,375 ¥14,850

医師、歯科医師、鍼灸師

（医療従事者）のための

山元式新頭鍼療法の実践

9784862513250

劉玉書【編】　淺野周【訳】 KP00047000 三和書籍 200605 PDF ¥9,350 ¥11,693 ¥14,025

刺鍼事故 9784916037961

淺野周 KP00047222 三和書籍 201103 PDF ¥11,550 ¥14,443 ¥17,325

頭皮鍼治療のすべて 9784862510990

155

中国で1998年11月に出版された『針刺事故・救治与預防』（中医古籍出版社）の翻訳本。神経系、呼

吸器系、循環器系、消火器系、泌尿生殖器系、視聴覚器官に対する間違った刺鍼例を列挙し、それによっ

てもたらさせる症状、ミスをした時の処置方法、重要な臓器を刺鍼してしまった時の症状などが述べられてい

る。ミスや誤刺をした場合どのようなことが起るかを知り、現場での治療に役立ててもらいたい。

156

頭鍼では生物全息学説や経絡学説に基づき、すべての経絡が達する頭部の頭穴を刺激することで、前身各

部の疾患を治療する。その疾患に関係する部位がわかれば、対応する頭穴へ刺鍼することで、誰でも的確な

治療効果を得られる。内科・外科・婦人科・小児科・皮膚科・耳鼻咽喉科・眼科など、135の疾患に対する

各種「頭鍼システム」を使った治療処方を掲載しており、頭鍼治療の幅の広さを教えている。

152

本書は、禁煙、禁酒、禁麻薬、さらに美容、健康維持、病気の予防を内容としている。ハゲ、白髪、ニキビ、

ソバカス、肝斑、シミ、老人斑、いぼ、しわの治療などに加えて、ダイエットや病気予防も書かれている。健康な

身体であってこそ、美しく感じるスタイルを保つことが出来、便秘がないからこそ美しい素肌が保てるのである。だ

から美しくなるためには、まず健康でなければならない。

153

『鍼灸大成』（1602年）は、明代の楊継洲により編纂された鍼灸書。 この『鍼灸大成』を、日本で初めて

完訳した。楊継洲は、鍼・灸・薬をいずれも重視した治療家として知られており、さらに選穴・取穴・手法にお

いて独特の見解をもっていたとされる。当時行われていた鍼灸の経験を広く収集するだけでなく、楊家家伝の

内容も盛り込まれている。古典でありながらも、現代医療においても、まったく遜色のない内容となっている。

154

2011年に、YNSAの初めての一般向け書籍として発売された『慢性疼痛・脳神経疾患からの回復』から7年

が経過し、上腕診断点、Iソマトトープなどその間に新たに発見された診断、治療点を今回追記した。また、今

まであまり触れられることのなかった山元先生のYNSAの論文の解説や、要望の多かった難治性疾患の症例

報告と、実際に使った治療点などを追加した。さらに、痛みについての新しい医学的知見などを加えている。

149

世界で1万人以上の医師が実践する驚異の頭鍼治療法YNSAは、山元敏勝医師が1973年に確立した治

療法である。すべての痛み、神経症状、不定愁訴などに即効性がある他、リハビリ以外に治療法がないとされ

る脳梗塞などにも顕著な効果を発揮する。その治療効果の高さから、補完代替療法に関心の強い欧米で早

い時期から注目を集め、各国でセミナーが頻繁に行われてきた。本書は、YNSAを学ぶための入門書である。

150

経絡（ツボ）を鍼や針で刺す鍼灸治療と異なり、鍼や針を使わない治療法としての無血刺絡法を考案し、

また西洋医学の神経解剖学でいうデルマトームに東洋医学の経絡をミックスさせた髄節刺激理論による新し

い治療法を長田裕医師が創案した。無血刺絡は皮膚を押圧することにより、自律神経調整法を人体に最

小限度の刺激で最大効果を得ることのできる点が従来法と異なるところである。

151

本書では165種の疾患に対する鍼灸治療を紹介しているが、その約半数は、例えば腎症候性出血熱（流

行性出血熱）、ライム病、トゥレット症候群、骨折など80年代の後半になってから鍼灸治療が試みられたり、

多量の報告や成果が得られるようになったものである。残りの半数は、例えば脳血管障害や気管支喘息な

ど、早くから鍼灸適応症とされていたが、この10年余りで治療法はもちろん、治療効果でも大きく向上した疾

患である。

口コミだけで５万人超の患者が押し寄せた驚くべき治療法！チクチク療法は、西洋医学とも東洋医学とも違

うメイド・イン・ジャパンの治療体系である。脳・脊髄につながる神経走行に着目した「デルマトーム理論」にもと

づいた治療ポイントに、副交感反応を呼び起こし自律神経を調整するチクチク刺激を加えるという、今まで限

られた医療者にしか伝授されなかった治療法を、家庭で誰でもできるように、わかりやすく公開する。

147

頭皮針治療は一般的には知られていないが、実は、頭皮にあるツボは健康になるための万能のツボである。そ

こに鍼（はり）を刺すと、通常の西洋医療では治らない難病が、たちまち治る場合もある。本書は、難病に悩

む方だけでなく、一般の方にも読んでいただけるように、植物状態などの状態から頭皮針治療で復活した方の

症例や、医療において東洋医学・頭皮針が置かれている現状等、治療の全貌を詳細に伝えている。

148

先端を炎で熱して施術する「火鍼」は、直接灸の効果を併せ持ち、調節経気、温通経脈などの治療作用が

ある。経穴や部位に温熱刺激することで、身体の陽気を高め、正気を元気づけ、臓腑を調整し経気を激発

し、経脈を温通させ、活気行気する。本書は火鍼による治療法を疾患別に、病因、治療(ツボの位置と火鍼

の操作法)、文献(中国の参考文献の和訳)、カルテ(症例)、および備考(その他の注意点)に端的に整理し

た。

145

一般向けの入門実用書として刊行した『自分でできるチクチク療法』よりワンランク上の知見を求める読者のた

めに、本書は専門家のニーズにも応えられる内容として、難病を含む広汎な疾患に効果のあるこの治療法の

治療症例を疾患別に数多く紹介。また、その治療理論を解説した。脳外科医が考案した、西洋医学の神経

解剖と東洋医学の経絡の考えを融合させた新しい治療体系である。

146
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長田裕 KP00047229 三和書籍 200906 PDF ¥16,500 ¥20,625 ¥24,750

無血刺絡手技書 9784862510617

皇甫謐【著】　年吉康雄【訳】 KP00047751 三和書籍 201607 PDF ¥45,375 ¥56,716 ¥68,057

完訳　鍼灸甲乙経　上下 9784862511997

淺野周 KP00047756 三和書籍 201808 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

図説・霊枢 現代語訳（鍼経） 9784862513182

淺野周 KP00047757 三和書籍 201809 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

霊枢 原文（鍼経） 9784862513199

水嶋丈雄 KP00046353 三和書籍 200509 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

鍼灸医療への科学的アプローチ 9784862511324

杉浦啓太 KP00047004 三和書籍 200904 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

僕の神経細胞 9784862510570

渡辺洋一 KP00046341 三和書籍 201303 PDF ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950

新しい医療への挑戦 9784862511485

秋広良昭 KP00048114 三和書籍 200410 PDF ¥3,025 ¥3,784 ¥4,532

立ち読みでわかる

前頭葉のきたえ方
9784916037671

戸部廣康 KP00045519 三和書籍 201906 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

ガンとアルツハイマー病は

コインの裏表
9784862513809

田中二仁 KP00045568 三和書籍 201402 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

癌　死病に非ず　されどガン 9784862511577

橋爪長三 KP00045501 三和書籍 201604 PDF ¥24,750 ¥30,943 ¥37,125

腱移行術による

麻痺手の再建とその応用
9784862511935

井出智子　中村昭治　笹原茂儀 KP00045497 三和書籍 201610 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

どうして私のアトピーは治ったか？ 9784862512062

167

本書は、著者が12年間にわたりハンセン病患者の治療に従事してきた経験と知識と技術のすべてが詰まった

貴重な一冊です。また、50年にわたり著者が取り組んできた、他ではあまり見られない麻痺手の腱移行術に

よる再建の具体例を挙げて説明しているのが本書の特徴です。これから、この分野の治療・研究に携わる医

師には必携書です。

168

本書ではアトピー性皮膚炎の原因の多くは、筋膜や筋肉が硬くなることで血行不良に至り、それがもたらす新

陳代謝の異常こそがアトピー性皮膚炎の主因であるとしている。著者らの勤務するなかむら鍼灸接骨院で行

う筋・筋膜伸長療法は、硬く縮んだ筋肉を本来の状態に伸ばす治療法である。ステロイド剤、保湿剤を使わ

ない治療により、アトピー性皮膚炎が完治した元患者の喜びの声も多数掲載している。

164

口唇筋ストレッチグッズ「パタカラ」を使うと、前頭葉が活性化されて脳細胞に刺激を与える。表情筋の不活化

と痴呆との関係を解き明かし、唇の働きと脳細胞との密接な関係に着目した「パタカラ」の絶大な効果を歯科

医師が解説する。痴呆症と口唇閉鎖力との関係、イビキ・無呼吸と痴果症との関係、痴果症と脳血流シン

チ、口唇閉鎖力と知的活動との関係、病院でのパタカラ使用とその結果などのデータをもとに、「パタカラ」の効

果を検証した。

165

ガンとアルツハイマー病の関係を、図と「コラム」でわかりやすく解説。また、ビール醸造の原料であるホップ成分が

多種多用な薬理作用を有していることが様々な研究で明らかになった。その薬理作用についての研究報告が

されている。全体像の解明には多くの時間が必要と思われるが、ガン及びアルツハイマー病の発症メカニズムを

明らかにすると共に、ガンやアルツハイマー病の予防・治療薬の開発に大きなヒントを与える可能性のある研究

である。

166

X線検査、ワクチン予防、切除手術、抗ガン剤・放射線治療等一般的な診察・治療法が、体の免疫力を弱

め、ガンで死ぬ原因となっているのではないか。著者の行う「正樹堂方式」の診療は、西洋医学と東洋医学を

統合した診察・治療を行い、多くの完治例を得てきた。ガンの正体を、暴走を始めたおのれの細胞組織だと正

確にとらえ、全身病・生活習慣病であるという認識のもとに免疫力を高めれば、予防も治療もできる。

161

鍼灸治療の極意は、自律神経の変化にこそあるのです。昔から、鍼灸には瀉法と補法という概念があり、これ

はまさしく自律神経の変化を念頭に置いたものなのです。では今、鍼灸治療に携わる者として、何をしなくては

いけないのか？自律神経の変化から鍼灸治療を理解し、自分の意のままにそれを変化させる技術を身につけ

ること。これこそが、患者さんがもっとも病気の治りやすい状態を作ってあげることにつながるのです。

162

本書は、現在我々が相対している超高齢社会で増えつつある進行性の難病、パーキンソン病の実情、患者

生活などについて、実際に患者でもある筆者がまとめたものである。39歳でパーキンソン病と判定された著者

は、現在、60歳。患者は医師に治療一切をまる投げするのでなく、特に自分の生活の質の確保などに関して

は、自分でデザインしてみることが必要だと著者は語る。

163

本書は、治りにくい肺の病気の治療に用いる新しい医療機器「EWS」を著者が開発し、普及に努力してきた

経緯と裏話をわかりやすく解説したものである。受けたい治療を一日も早く受けられる社会を実現することは、

医師としての著者の夢であり、またすべての医療職の方々に共通する夢でもあるはずである。「EWS」は、日

本呼吸器内視鏡学会の「池田賞」「大畑賞」を受賞している。

158

『鍼灸甲乙経』は三国時代（二五六年頃）に成立した、現存する最古の鍼灸書です。日本の大宝律令

（七〇一年）にも医師必携の書として名前が上がる古典中の古典であり、現在に至るまで鍼灸の基礎であ

り続ける名著です。その内容は陰陽五行説などの古代思想から、経穴や経絡に関する論説などに至るまで多

岐にわたります。現存する最古の鍼灸古典といわれ、後の鍼灸理論に大きな影響を与えてきました。

159

筆者は北京堂という鍼灸院をやっているが、その治療は『霊枢』に基づいたものだという。『霊枢』は昔の解剖

書である。経絡学とは現代の脈管学であり、筋肉には索と呼ぶ凝固した部分があり、血管には横絡と呼ばれ

る滞った脈があるので、それを目標に刺鍼すると書かれている。刺鍼法や治療回数の目安も書かれている。鍼

灸と表題にある『鍼灸甲乙経』や、『霊枢』こそが最初の鍼の専門書であり、治療で役に立つ。

160

『霊枢』の翻訳書は、日本にも存在する。しかし原文は少ない。『霊枢』の現代語訳を出したからには、その原

文も出さねばならない。そうしなければ翻訳文が正しいのか、それとも創作なのかが判断できない。日本人は漢

字が読めるので、漢文ならば意味がだいたい取れる。筆者が訳した『霊枢』の参考となるだけでなく、他の人が

訳した『霊枢』を持っている人のためにも、原文を別にして出版することにした。

157

本書は、手技書といっても単なる方法論を解説したものではなく、蓄積された臨床経験を基に、より広い視野

から新しい治験も加えて執筆された力作である。自然治癒力をできるだけ生かそうという考えで、心身に負担

を与えず、医の本来の立場を追及する姿勢に意味がある。経絡の考え方も取り入れ、督脈上の経穴や経穴

間も治療点として両側の神経根性ニューロパシーの治療に効果を見出している。
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秋広良昭　細川壮平 KP00046983 三和書籍 200407 PDF ¥3,025 ¥3,784 ¥4,532

立ち読みでわかるイビキの本 9784916037657

安保徹 KP00045511 三和書籍 201507 PDF ¥3,707 ¥4,642 ¥5,566

病気にならない生き方 9784862511836

辻内琢也　田中乙菜【編著】 KP00046372 三和書籍 201212 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

生活習慣病の人間科学　2 9784862511911

小林以郁心 KP00045538 三和書籍 202007 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

腸が変われば人生が変わる！ 9784862514097

スウェーデン建築研究評議会

スウェーデン国立住宅・建築計画委員会【著】　早川潤一【訳】 KP00047989 三和書籍 199805 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

住宅と健康 9784916037220

鶴見隆史　神崎夢風 KP00045570 三和書籍 201311 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

食事を変えれば病気は治る 9784862511584

水嶋丈雄 KP00046976 三和書籍 200607 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

現代医学における

漢方製剤の使い方
9784862510013

鮎川ゆりか KP00045513 三和書籍 201504 PDF ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

これからの環境エネルギー 9784862511812

本間政憲【著】　佐倉豪【監修】 KP00046364 三和書籍 201110 PDF ¥6,325 ¥7,909 ¥9,482

マンガで学ぶ

知的財産管理技能検定2級

最短マスター

9784862511195

佐倉豪【著】　本間政憲【監修】 KP00045548 三和書籍 202010 PDF ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

マンガで学ぶ

知的財産管理技能検定3級

最短マスター　第3版

9784862514141

依久井祐 KP00045574 三和書籍 201308 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

もうひとつのチャイナリスク 9784862511539

梅原潤一【編著】 KP00047103 三和書籍 200703 PDF ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

知財紛争トラブル100選 9784862510136

177

本書は、人気の国家試験「知的財産管理技能検定2級」試験のための合格教本です。「ナナ」や「千代部

長」など可愛らしいキャラクターのマンガをベースに、合格に必要な知識を最短で学べるように工夫されていま

す。解説部分は、ナナと「六平先生」との会話形式になっていて、とても楽しく学習できます。企業の知財教育

テキストとしても最適です。

180

知的財産に関連する重要な判例を100 程度に厳選し、各判例のポイントがわかりやすく、しかも、知的財産

検定などの試験対策のみでなく、ビジネスの実務にすぐ活用できる、判例解説の本です。現在、企業実務に

携わっている知財の専門家が中心となり、特許権・実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止

法の全分野にわたって重要な判例を取り上げ、わかりやすく実務に役立つことに重点を置いて本にまとめまし

た。

176

本書では、福島原発事故後の検証として、当時とその後のエネルギー問題を取り上げる。エネルギーと環境、

特に地球温暖化問題を見据え、化石燃料と原子力をどう考えるかを解き明かす。次に、徹底した省エネル

ギーの世界、再生可能な自然エネルギー、これらをどう使い回していけば、環境と共存できる社会が成り立ちう

るか、と展開していく。最後に、目指す方向として、地球温暖化対策にも直結する小規模分散型社会の提案

を行う。

178

知的財産について学び始めた初学者向けに，なるべく簡単な表現になることを心がけて作成されている。必

要な知識を短期間で効率よく整理できるように，テーマごとにマンガなどの教材を活用。言葉だけではイメージ

をつかみにくいテーマも、漫画を併用することで印象に残りやすい。企業の知財教育テキストとしても最適。可

愛らしいキャラクターのマンガをベースに、合格に必要な知識を最短で学べるよう工夫。解説部分は、著者と聞

き手（みる君）との会話形式で楽しく学習できる。

179

もはや中国は、陳腐な模倣品が横行する「困った国」ではない。特許・実用新案権・商標権を攻撃手段に変

え、日本と世界からカネをしぼり取る「恐怖の国家」へ変貌したのだ。中国の憲法、法令を読めば、その戦略と

対応策が手に取るように見えてくる。有名電気機器メーカー幹部が匿名でなければ書けなかった、中国進出

で目の当たりにした日本企業のビジネス展開の危機、そして対応策を惜し気もなく公開する。

173

本書の特徴を一言で述べるなら、建築と健康についての視野の大きさと国家的取り組みであるといえよう。

「シックハウス」への関心はわが国でも急速に高まりつつあるが、スウェーデンでは住宅のみならず、老人ホーム、

保育所、学校、オフィスビルその他人々が住み働くあらゆる種類の建物の居住環境、職場環境と健康の関係

に関心を払っている。建築の全過程にわたる広い視野から問題をとりあげ調査し、改善のありかたを提言して

いる。

174

鶴見先生は「病気の原因は酵素の浪費と酵素不足の食生活にある」との考えから、酵素栄養学を用いて難

治性疾患の治療を行っています。食医食理念の提唱者である神崎先生は、「万病のもと、老化の原因」とい

われる活性酸素を除去する料理を開発。アトピーやメタボをはじめとした悩みを、食を通して改善してきました。

お二人の先生が「活性酸素除去＋酵素力アップ」という体質改善・疾患治療をはかる上での、食事療法をお

伝えします。

175

科学的な考え方を漢方医学に導入できないか常々考えてきた。その中でたくさんの先達に教えを請いながら、

一応の考え方をまとめてみた。現代医学の先生方からは、臨床の科学的データが足りぬと批判を受け、また漢

方の先生方からは、漢方の奥義を損ねていると批判を受けているのであるが、あくまでもこれは漢方を導入す

るときの1つの考え方であると理解していただきたい。

170

免疫学の世界的権威安保博士 がついにたどり着いたミトコンドリアの世界！最新の安保理論を学べば健康

と長寿の秘密が見えてくる。解糖系からミトコンドリア系へ！加齢とともに体質は変化する。無理を重ねてスト

レスにさらされると、体の内部環境は低体温・低酸素・高血糖となる。この環境がつづくとミトコンドリアの生成

が不利になり、人は疲れやすく、やつれてくる。これが病気のはじまりだ。

171

「生活習慣病」をキーワードにして、内科学・心身医学・公衆衛生学・医療社会学・医療人類学といった

様々な学際的・学融的観点から、現代における医学・医療の特徴・問題点について考察し、今後の医学・医

療のあり方を探索する。一般的な「生活習慣病」の教科書で扱われている医療者の視点や行政の視点だけ

ではなく、病者一人ひとりの苦悩にどれだけ向き合ってゆけるのかを究極の目標として構成されている。

172

薬剤師や臨床検査技師として長年積み重ねてきたキャリアを生かし、健康講座や講演会を開催している著

者が、単なる「健康本」ではなく「人生のヒントになる本」をめざしたものです。著者の人生経験から、特に〝腸

〟に関する知見を中心に、ストレスを軽減して元気になる方法を伝授しています。さまざまなエピソードが織りま

ぜられていて、人生を豊かにし、生き方が楽になるヒントが満載されています。

169

イビキはたんに人に迷惑をかけている程度のものではなかった。歯科医師が、イビキのメカニズム、イビキの弊

害、イビキの解消法を紹介する。イビキは口呼吸の人に多い。口呼吸から鼻呼吸に変えるだけで、イビキが小

さくなったり解消したりするだけでなく、生活習慣病をの予防や改善につながることが多い。すでに15万人が利

用しているイビキ解消グッズ「パタカラ」で唇の筋肉をストレッチし、健康体を作る方法を解説する。
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影山光太郎 KP00047980 三和書籍 200909 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

知的資産経営の法律知識 9784862510655

溝邉大介 KP00047090 三和書籍 200711 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

図解 特許用語事典 9784862510266

阿部寧 KP00045494 三和書籍 201612 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

階上都市 9784862512093

安藤顕　鈴木啓允　瀬名敏夫 KP00045562 三和書籍 201407 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

人類はこの危機を

いかに克服するか
9784862511669

地球環境を考える会 KP00047981 三和書籍 200904 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

環境問題アクションプラン42 9784862510587

永野秀雄　岡松暁子【編著】 KP00047224 三和書籍 201005 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

環境と法 9784862510839

STOCKYARD編集室 KP00048118 三和書籍 199911 PDF ¥3,927 ¥4,906 ¥5,885

STOCKYARD　1 9784916037275

STOCKYARD編集室 KP00048117 三和書籍 200004 PDF ¥3,927 ¥4,906 ¥5,885

STOCKYARD　2 9784916037299

STOCKYARD編集室 KP00048116 三和書籍 200109 PDF ¥2,618 ¥3,278 ¥3,927

STOCKYARD　3 9784916037374

石山祐二 KP00045484 三和書籍 201804 PDF ¥11,550 ¥14,443 ¥17,325

建築構造を知るための基礎知識

耐震規定と構造動力学　新版
9784862513144

石山祐二 KP00045557 三和書籍 201501 PDF ¥13,200 ¥16,500 ¥19,800

建築基準法の耐震・構造規定と

構造力学　第2版
9784862511775

高齢者住環境研究所　バリアフリーデザイン研究会　伊藤勝規 KP00045506 三和書籍 201601 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

バリアフリー住宅読本　改訂新版 9784862511904

日本の耐震規定は、建築基準法と同施行令と建設省告示・国土交通省告示などによって詳細に規定され

ています。しかし、法令や告示の条文を読んで理解したつもりでも、建築物に対する耐震規定を含む構造規

定は、なかなか分かりにくいのが実状です。そこで本書では、耐震規定の全体像を分かりやすくまとめ、さらに法

令・告示にどのように対応しているかを示しています。初学者にも理解しやすい定番書です。

192

高齢者が終の住処として心安く暮らすためには、災害にも強い家が安心。防災とバリアフリー機能、そして高品

位な利便性を兼ね備えた住宅の事例を紹介。また住宅内事故の傾向分析から、特に転倒を防ぐための改修

のポイントと、「転んでもケガをしない」という発想転換のもと、そのトレーニング法も紹介。更にはバリアフリー改

修の費用計画を立てるための、国や自治体の助成制度とその手続き法も紹介しています。

190

改正建築基準法に対応！構造の「どうしてそうなるのか」を知るための本。数式の誘導を丁寧に解説！「第8

章　海外の耐震規定」は全面的に書き換えた。その他の章については、近年の地震被害や建築構造上の話

題となっている点について書き加えている。最新の知見が取り込まれている規定を理解しておくことは技術者に

も学生にも必要がある。構造設計に関係する基本的な章の他に地震荷重・耐震設計に関連するいくつかの

章を要約し、わかりやすく説明も加えた。

185

宇宙船地球号は、空調システムが変調をきたして温暖化が進んでいるだけでなく、積み込まれていた資源や

船内で生産可能な資源、たとえば水、食糧、エネルギー、金属などは供給を大きく上回る消費により減少し涸

渇しつつある。さらに、人口増加によって乗組員の数は大幅に増えつつある。乗組員である皆さんが、このよう

な状況を真剣に捉えて、一人ひとりが自分のできるアクションを考え、それを実行される助けとなる本。

186

今日の環境問題は、自国の環境規制だけで解決できるものではない。他国からの影響を考慮することや、地

球規模での問題にも目を向ける必要がある。特に重要な問題を選び出し、各法律分野の専門家が正面から

取り組んだ論考を集積した。宇宙環境問題、海洋生物遺伝資源、武力紛争による環境破壊、EU環境

法、国際環境法、海洋哺乳動物の保護、大気・水・土壌保全、地下水管理制度、中国における環境権論

などについて検証した。

187

飛行場と航空機の建築・デザインをはじめとして、飛行場にまつわる興味深い話題を提供する。「特集：飛行

場をつくる」「巻頭エッセイ：柳田邦男『着陸侵入』」「機内食と食文化：『究極のキッチンを求めて』」「海外ス

チュワーデスの魅力のコスチューム」「対談：空港ターミナルビル新事情」「空港を設計した建築家たち」「注目

のスペシャル力ラー大図鑑」「世界のエアライングッズ」など、写真とイラストと文章で「飛行場」の魅力を紹介す

る。

182

特許や実用新案の出願に必要な明細書等に用いられる技術用語や、特許申請に特有の専門用語など、

特許関連の基礎知識を分類し、収録。図解やトピック別で、見やすく、やさしく解説。確認したい事項が、必

要な時にすぐ参照できる。機械加工方法、IT、パソコン用語、普通名称と間違われやすい登録商標一覧

や、記号・罫線の一覧など、書類作成において必要な情報も多数掲載。初心者でも困難なく、特許明細書

が作成できるようになる。

183

本書は、これまでの常識を覆す提案。横（水平）に逃げずに縦（垂直）に逃げることをコンセプトにして、津

波に耐えうる階上都市を構想した。序章の「階上都市の実現に向けて」から最終章のⅦ章「街（都市）再

生の条件」まで、各章ごとに詳細に分析し、過去の津波被災の歴史にも学び、新しい街づくりを提案してい

る。復興のための構造物としての考え方を模索した基本論（概念）である。

184

増え続ける人口、環境の悪化、水の汚染、食糧・エネルギー資源問題など、地球は存続の危機にある。そし

て紛争・テロ・殺人など人類社会のゆがみも拡大。現在、ＧＤＰを国や社会の発展の基準に据え、国益を

優先させ、問題に当たろうとしているが、解決の出口は見えない。本書ではＧＤＰに代わる新たな人類発展

の基準を幸福指数「ＧＧＨ」とし、地球のサステイナビリティー（持続可能性）を高める提案をしている。

181

この本の目的は、特許制度について興味を持ってもらい、かつ理解の補助にしてもらいたいということである。筆

者の経歴・経験から、特許発明にかかわる技術者・研究者、企業の知財部員の方々、知的財産法に取り組

もうと考えている弁護士・弁理士、これらを目指す人達、そして経営者、特にある分野においては大企業に対

抗するために中小企業の経営者に、法制度の概略を理解して経営に役立ててもらいたい。

188

駅と列車の建築・デザインをはじめとして、駅にまつわる興味深い話題を提供する。「特集：東京駅ふしぎ探

訪『駅であそぼ！』」「巻頭エッセイ：松本零士『未来鉄道999』」「車両デザインの方法」「JR6社 自慢の新

型車体」「ペイント電車大集合」「やっぱりSLがすき！」「制服Watching 電車編」「わが心の無人駅」「ローマ

『終着駅』のなぞ」「列島縦断駅めぐり」など、写真とイラストと文章で「駅」の魅力を紹介する。

189

サッカースタジアムの建築・デザインをはじめとして、サッカーにまつわる興味深い話題を提供する。「特集：W杯

日本代表の戦いはここから始まる！」「対談：いいスタジアムの条件」「SOCCERの常識編」「ワールドカップ観

戦の達人」「1930ー1998 ワールドカップポスター」「世界のスタジアム見て歩き」「全国スタジアムガイド」「世

界のユニフォーム図鑑」など、写真とイラストと文章で「サッカー」の魅力を紹介する。

191
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バリアフリー・デザイン・ガイドブック編集部【編】 KP00045560 三和書籍 201410 PDF ¥9,350 ¥11,693 ¥14,025

バリアフリー・

デザイン・ガイドブック

2015-2016年

9784862511690

三沢浩 KP00047085 三和書籍 201105 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

住まいのいろは 9784862511072

加島守 KP00045536 三和書籍 202006 PDF ¥7,150 ¥8,943 ¥10,725

住宅改修アセスメントのすべて

改訂版
9784862514103

川口淳一郎【監修】　はやぶさPS編集部【編】 KP00046359 三和書籍 201201 PDF ¥4,620 ¥5,775 ¥6,930

はやぶさパワースポット50 9784862511232

早川和宏 KP00045509 三和書籍 201508 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

天略 9784862511799

早川和宏 KP00045553 三和書籍 200101 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

魔法の経営 9784916037336

安藤顯 KP00045496 三和書籍 201610 PDF ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950

これからどうする原発問題 9784862512055

安藤顯 KP00046982 三和書籍 201811 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

こうするしかない原発問題 9784862513229

永野秀雄 KP00047101 三和書籍 200802 PDF ¥9,900 ¥12,375 ¥14,850

電磁波訴訟の判例と理論 9784862510297

倉田大嗣 KP00047003 三和書籍 200810 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

水を燃やす技術 9784862510440

厲無畏【著】　王敏【編・監修】 KP00046340 三和書籍 201304 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

創意は中国を変える 9784862511515

祖田修 KP00047086 三和書籍 201009 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

食の危機と農の再生 9784862510891

200

危険性がより明確になり経済性が低下した原発はもう時代遅れ。人の手で制御しきれず、廃棄もままならな

い原子力に別れを告げ、安全で無尽蔵な自然エネルギーに軸足を移すときです。世界は、太陽光や風力を

はじめとする再生可能エネルギーへと足早に進んでいます。原発による汚染・内部被爆の悩みも続いていま

す。脱原発がベストチョイスであるという、その根拠と必要性を詳細に解説しています。

201

本書は、電磁波訴訟というテーマに関するわが国初の書籍である。本書では、米国における電磁波訴訟の現

状と争点を分析するとともに、そこで適用されている法理論を明らかにすることに重点を置いている。また、米国

における電磁波訴訟の類型を踏まえて、わが国で同じような訴訟が起きた場合に、どのような法理論上の問

題が生じ、どのような結論に至ることが予想されるのかについても検討した。

202

処理できない廃油やオイルサンド、廃プラスチックを軽油などの使える油に変え、水や海水そのものを燃やす資

源化装置が完成している。日本量子波動科学研究所は、独創的な科学・技術によって、戦争の危機、飢

餓の恐怖のない、安全で平和な世界を作るため、エネルギーと食糧を実質的にタダにしたいとの思いで、研究

開発に取り組んできた。本書は、日本が実はエネルギー大国になりうることを示すもので、大きな希望を与えて

くれる。

199

2011年3月11日に発生した福島第一原発の事故は過酷でその被害は今にも及び、残念ながら将来にも

厳しい後遺症を残す。被災者の苦悩のみならず、事故現場での対処の厳しい作業も今後数十年続く。また

原子炉の廃炉作業は、通常30年ぐらいの時間を要する。放射性廃棄物の処理方法は確立されていない。

原子力発電が抱えるさまざまな問題について解説。

203

需要の変化・技術の進歩に伴い、創造的産業の勃興は世界経済発展の必然的趨勢であり、中国経済の

発展もこれを避けて通ることはできない。著者は、香港・台湾・上海・深セン・杭州・広州・成都・重慶・武漢・

西安・南京など主要区域の創造的産業発展の戦略・特色・競争などを総括して、創造的産業が中国におい

て未来を広げていくことを示している。創造的産業の発展は、国際都市の現代化にとって重要な措置である。

204

21世紀最大の課題といえる地球温暖化問題や生活・文化の問題を考えるとき、大農圏諸国による市場原

理優先の論理でなく、小農圏農業への深い理解が不可欠である。本書では、世界を見据えつつ、日本の食

と農業・農村、農政の未来を考える。『農学原論』（岩波書店）から10年。農学研究一筋の著者の到達し

た理論・政策を、平易に説いたものである。

198

多くの製造業をはじめとした日本企業が、売上げは上がっても利益は微々たるものという経営環境を余儀なく

される時代。小松電機が21世紀を見据えた事業を強力に推進できるのは、それだけの蓄積と、実績に裏打

ちされた余裕があるからだ。小松の経営を称して「魔法の経営」と呼ぶのは、そうした通常は不可能と思えるも

のを可能にする政略・計略・戦略が備わっているからである。本書はそれを紹介している。

197

世界のフィランソロピスト20人に、ビル・ゲイツとともに選ばれた小松昭夫。小松社長の「出雲の地から小泉八

雲のオープンマインド『開かれた精神』に基づく新しいカルチャーを会社の中、さらには取引先、そして社会全体

に広めることによって、みんながハッピーになる社会構造、世界をつくりたい」という熱い思い（想念）が、その

20余年の平和事業のベースにはある。

196

日本全国、また世界の随所に、小惑星探査機「はやぶさ」を成功に導いた鍵となる場所が存在する。「はやぶ

さ」を実現させ、成功に導いた数々のゆかりの場所。そこはいわば、「はやぶさ」パワースポットと言える。本書で

は、それらのパワースポットを詳細に案内している。加えて、宇宙研・JAXAを応援し、またともに歩んだ地元自

治体や商工会議所の協力により、地域のゆかりの名品・名産も折りに触れて紹介した。

193

高齢者の自立を支援する住環境デザインブックの2015-16版です。一般住宅のバリアフリー改修のために、

６つの生活ゾーン別に、主要製品・最新製品を紹介した「ゾーン別商品総覧」に加え、各都道府県・県庁所

在地・政令指定都市および東京23区の融資・貸付・助成制度を紹介した「情報編」、そして、防災・住宅内

事故対策とバリアフリーをテーマとした巻頭特集と、盛りだくさんの内容です。

194

本書は、多数の建築物の設計を手がけてきた日本を代表する建築家である筆者が、建築や住宅デザインに

必要な知識について「いろは」順に並べて解説している。軽妙洒脱な文章の中に、重要な建築/設計用語の

勘所はほとんど網羅されている。著者の設計した住宅の解説も加えて、全体で71項目となっている。まさに

「住まいづくり」に関する理論と経験のエッセンスが凝縮された教養書であり、かつ実務に役立つ座右の書ともな

ろう。

195

「住宅改修が必要な理由書」の書き方から、「理由書」を使用した住宅改修アセスメントの方法まで、 住宅

改修に必要な知識を詳細に解説した。豊富な改修事例写真、「理由書」フォーマット記入例など、すぐに役

立つ情報が満載。理学療法士である著者が、改修事例から見た動作を解説。 本書で、動作別のアセスメン

ト方法が理解できる。住宅改修とは何か、住宅改修を行う上で考慮しなければならないことは何か、などにつ

いて理解できる本。
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安田節子 KP00045544 三和書籍 202010 PDF ¥4,675 ¥5,841 ¥7,007

食卓の危機 9784862514127

田崎裕史　伊澤真由美 KP00045499 三和書籍 201609 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

ゼロから開業して1億円を目指す

美容室経営術
9784862511980

樋爪克好　河合明弘　武藤洋善 KP00045505 三和書籍 201604 PDF ¥4,125 ¥5,159 ¥6,182

大家さんのための

空き部屋対策はこれで万全!!
9784862511942

大場茂 KP00045533 三和書籍 202002 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

スマホ＆IT活用

宅建士50日攻略本　2020
9784862513991

大場茂 KP00046993 三和書籍 202101 PDF ¥8,250 ¥10,318 ¥12,375

スマホ＆IT活用

宅建士50日攻略本　2021
9784862514189

湯淺正敏【編著】 KP00047104 三和書籍 201109 PDF ¥6,875 ¥8,591 ¥10,307

広告をキャリアにする人の超入門 9784862511164

山岸健 KP00047982 三和書籍 200703 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

レオナルド・ダ・ヴィンチへの誘い 9784862510150

三和書籍【編】 KP00046980 三和書籍 201812 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

メロディに咲いた花たち 9784862513212

松田武 KP00045529 三和書籍 201911 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

Why English Now? 9784862513953

茫淑文 KP00046357 三和書籍 201203 PDF ¥10,450 ¥13,068 ¥15,675

文人の系譜 9784862511287

葵秀次 KP00048115 三和書籍 200410 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

虹の架け橋 9784916037688

デイヴィッド・G・ラヌー【著】　湊圭史【訳】 KP00047001 三和書籍 200905 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

ハイク・ガイ 9784862510464
216

「俳句小説」と名付けられたこの作品は、俳文と現代小説を融合したものであり、『笑う大仏』に続く、ラヌー氏

の小説作品第二作目である。ラヌー氏にとって一茶は俳句の師であり、研究対象であり、フィクション創作の源

泉でもある。本書は、句作マニュアルでもあり、俳人の師や弟子との出会いを踏まえた研究評伝であり、自らが

登場するフィクションであり、また、それらが渾然一体となったものである。

212

童謡・唱歌・民謡・歌謡曲などの懐かしい歌からフォーク・ロック・ニューミュージック・J-POPまで、ジャンルを越え

た456の花の名曲を厳選して収載しました。そのうち、歌詞を掲載した曲は162。あなたは何曲くらい口ずさむ

ことができるでしょうか。花のイメージをきわ立たせるように趣ある情景や花の写真を盛り込んで綴っています。作

詞家、作曲家の氏名、発表の年も記載しています。

213

京都外国語大学学長が書いた、自身の体験に基づく英語の学び方の本。小・中学生時代の英語塾にはじ

まり、高校時代のアメリカ人夫妻や、退役米軍人との交流、大学時代のESS活動などを経て独自に編み出し

た「ブルドーザー式英語学習法」。この成果によってアメリカ留学の機会を獲得した著者が、滞米生活の体験

を通して身につけた英語を学ぶことの真髄を余すところなく伝えている。元ＮＨＫ解説委員の柳澤秀夫氏が、

「そうか！と思わず膝を打つ英語学習の道標」と推薦の言葉を述べている。

214

漢詩及び文人画の考察を通して、陶淵明・王維・田能村竹田・正岡子規・漱石という日中の文人系譜で、

漱石はそれらの文人の芸術性や文人精神を如何に継承し、また再構築したかなどの問題について、結論をま

とめ、その継承されなかった部分、あるいはあらたに生成した部分などの背後にある文化的な理由やそうした結

果の持つ意味を考える。

211

レオナルド・ダ・ヴィンチは、画家である。一貫して画家である。だが、彼は、画家にすぎないわけではない。画

家、科学者、技師、文筆家、演出家、思想家、哲学者……さらに音楽家、きわめて多様で多彩な人間像

が、ヴィンチ村出身のレオナルドにおいて浮かび上がってくる。レオナルドのトポスと道に注目しながら、あらためて

彼の感性と理性（知性）と想像力などに注意をはらいながら、人間、レオナルドにアプローチしたい。

206

本書には美容院を軌道に乗せるために必要なこと、さらには将来を見据えた多店舗展開まで、新規出店から

多店舗展開に至るノウハウが満載されています。物件の選定、資金調達、事業計画のつくり方、集客、マーケ

ティング、リピート対策、売れるウェブサイトのつくり方、人材教育、2店舗目の開設、採用など、1億円を突破

する美容室オーナーになるための経営方法を紹介。

207

本書には、筆者が父から家業を引き継いだときに直面したできごとや、その後、家業を手がけるなかで向き合わ

ねばならなかった多くの問題と、その解決策が示されています。大家さんとひとくちに言っても、経営の規模、目

的から現状に至る経緯、所有物件の立地による違いなどさまざまですが、「きっと必要な話」が詰まっているのが

本書です。

208

ＩＴを活用したシステム教材「スマホ活用宅建士攻略システム」の全教材を凝縮した、印刷物教材です。単

に覚える項目を並べただけにとどまらず、端的に立法理由を解説し、併せて過去問題の重要記述肢も紹介し

ています。レジュメ・注釈書、過去問題集のすべてを含むオールラウンド教材です。さらに、合格十分条件の模

試10回分を収録しています。勉強の時間があまり取れない方や費用をあまりかけたくない方には、特にお勧め

の教材です。

215

人間にとって不可欠の食文化をめぐる各国の葛藤と、そこに彩なす人間模様を、韓国を舞台に展開してみた。

困難に敢然と立ち向かう日本人ビジネスマンと、戒厳令の夜に助けた悲劇のヒロインとの出会いと友情、韓国

カルビ経済の復興をはかる実力者とのプロジェクトの推進。そして、日韓共同プロジェクトに暗雲をもたらすヨー

ロッパでの大事件。さらに在日朝鮮・韓国人との協力と家族との幹などを描いてみた。

205

アメリカをはじめとした世界各地から輸入されてくる食糧は、安全かどうかという検証と議論が十分になされない

まま、私たちの食卓に上がっているのが現状です。安全性を阻害する大きな要素として、農産物の遺伝子組

み換えの弊害と、農薬汚染があげられます。日本では、この問題に関する情報が乏しいため一般の認識が薄

く、政府の対応は安全性の担保とは逆行しているといえます。本書では、日本国民の健康に直結する食の危

機に警鐘を鳴らすことを趣旨としています。

209

ＩＴを活用したシステム教材「スマホ活用宅建士攻略システム」の全教材を凝縮した、印刷物教材です。単

に覚える項目を並べただけにとどまらず、端的に立法理由を解説し、併せて過去問題の重要記述肢も紹介し

ています。レジュメ・注釈書、過去問題集のすべてを含むオールラウンド教材です。さらに、合格十分条件の模

試10回分を収録しています。勉強の時間があまり取れない方や費用をあまりかけたくない方には、特にお勧め

の教材です。

210

メディア、コミュニケーション、市場、生活者の構造変化の中で変化する広告。そのために、広告教育も従来の

理論の踏襲では通用しない時代を迎えている。本書は、できるかぎり最新の理論や発想法を取り入れ、広告

の変化とその将来の方向性を示唆している。実務者および実務経験者によって書かれた本書は、これから広

告や広報を学ぶ大学生向けの入門書であるが、若い社会人で広告に携わっている方にも、ぜひ読んでもらい

たい本である。
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黒川正弘 KP00045482 三和書籍 201609 PDF ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

留目弁理士奮闘記！

『男前マスク』と『王女のマスク』
9784862513168

黒川正弘 KP00045498 三和書籍 201805 PDF ¥4,950 ¥6,193 ¥7,425

留目弁理士奮闘記！

雪花の逆襲　2
9784862512017

宮沢賢治 KP00045535 三和書籍 202004 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

春と修羅 9784862513861

宮沢賢治 KP00045525 三和書籍 201910 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

銀河鉄道の夜 9784862513816

宮沢賢治 KP00045527 三和書籍 201911 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

セロ弾きのゴーシュ 9784862513823

宮沢賢治 KP00045528 三和書籍 201912 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

風の又三郎 9784862513854

宮沢賢治 KP00045531 三和書籍 202001 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

注文の多い料理店 9784862513830

宮沢賢治 KP00045532 三和書籍 202002 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

十力の金剛石 9784862513977

宮沢賢治 KP00045534 三和書籍 202003 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

雨ニモマケズ 9784862513847

芥川龍之介 KP00045537 三和書籍 202007 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

蜘蛛の糸 9784862514004

芥川龍之介 KP00045539 三和書籍 202008 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

蜜柑 9784862514011

芥川龍之介 KP00045540 三和書籍 202009 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

羅生門 9784862514028

225

宮沢賢治大活字本シリーズの第6巻。「雨ニモマケズ」「どんぐりと山猫」「虔十公園林」「なめとこ山の熊」「イギ

リス海岸」「フランドン農学校の豚」「耕耘部の時計」「農民芸術概論綱要」「貝の火」「ざしき童子のはなし」の

10作を大活字、読み仮名付きで収載。「雨ニモマケズ」は、賢治の代表作のひとつである。「雨ニモマケズ　風

ニモマケズ」のフレーズは有名で広く知られている。他の作品もファンタジーの中に賢治の思いが詰まった作品と

なっている。

226

本書『蜘蛛の糸』には、芥川龍之介大活字本シリーズの第１巻として、「蜘蛛の糸」「神神の微笑」「酒虫」

「夢」「妖婆」「追憶」「魔術」の７篇を大活字、読み仮名付きで収載しています。国語の教材としても有名な

「蜘蛛の糸」をはじめ、切支丹物のひとつである「神神の微笑」、中国の短編集に登場する「酒虫」など、夢幻

譚や現代的なミステリーの味わいも備えた魅力的な１冊です。

227

芥川龍之介大活字本シリーズの第2巻として「蜜柑」「トロッコ」「あばばばば」「少年」「葱」「玄鶴山房」「影」

「片恋」「ひょっとこ」の9作を大活字、読み仮名付きで収載。「蜜柑」は、横須賀線を利用していた芥川の体

験をもとに描いている。「トロッコ」は、少年が大人の世界を垣間見る体験を綴った短編小説である。他にも実

生活を取材した私小説など、多岐に渡る作品が揃っている。

224

宮沢賢治大活字本シリーズの第5巻。「十力の金剛石（虹の絵具皿）」「めくらぶどうと虹」「烏の北斗七星」

「双子の星」「猫の事務所」「やまなし」「気のいい火山弾」「雪渡り」「カイロ団長」の9作を大活字、読み仮名

付きで収載。「十力の金剛石（虹の絵具皿）」の「十力」とは？　「金剛石」とは何か？　「烏の北斗七星」と

は何？　など、タイトルから不思議なファンタジーでありながら、「烏の北斗七星」は戦争問題、「猫の事務所」

は「いじめ」などが描かれ、内容は現代にも通じる考えさせられる内容となっている。

219

宮沢賢治大活字本シリーズの第7巻。「春と修羅」「星めぐりの歌」の2作を大活字、読み仮名付きで収載。

「春と修羅」は、賢治の生前に唯一刊行された詩集として知られている。詩の多くは「心象スケッチ」という賢治

が名付けた手法により書かれ、彼自身の内面を映し出した表現が独特な文章で綴られている。「星めぐりの

歌」は、賢治作詞作曲の歌で「双子の星」「銀河鉄道の夜」に登場している。

220

『宮沢賢治大活字本 シリーズ全7巻』は、宮沢賢治の物語を7つの虹色で、色分けしました。藍は銀河、紫

は芸術、青は賢治ブルー、緑は自然、黄は光、橙は人生、赤は愛です。第1巻は「銀河鉄道の夜」「グスコー

ブドリの伝記」の2作を大活字、読み仮名付きで収載。「銀河鉄道の夜」は、孤独な少年ジョバンニが、友人

のカムパネルラと銀河鉄道の旅をする物語で、宮沢賢治の代表作のひとつです。「グスコーブドリの伝記」も代

表的な作品で、生前発表された数少ない童話のひとつでもあります。

221

宮沢賢治大活字本シリーズの第2巻。「セロ弾きのゴーシュ」「よだかの星」「水仙月の四日」「鹿踊りのはじま

り」「ガドルフの百合」「かしわばやしの夜」の6作を大活字、読み仮名付きで収載。「セロ弾きのゴーシュ」「よだ

かの星」は最も有名な童話であり、愛され続けている作品。「水仙月の四日」は春先の吹雪がモチーフ。岩手

県に伝わる「鹿踊り」をモチーフにした「鹿踊りのはじまり」。「ガドルフの百合」は、賢治の自伝風作品。「かしわ

ばやしの夜」は、木が歌い出す、不思議なファンタジーの世界。

228

芥川龍之介大活字本シリーズの第3巻として「羅生門」「藪の中」「地獄変」「邪宗門」の4作を大活字、読み

仮名付きで収載。「羅生門」は、生きるための悪という人間のエゴイズムを克明に描き出した小説。「藪の中」

は、今昔物語を下敷きにした短編小説。「地獄変」は説話集『宇治拾遺物語』の「絵仏師良秀」を基に、芥

川が独自に創作した短編小説。「邪宗門」は「地獄変」に登場する大殿様の息子、若殿様が主人公である。

218

一流の特許事務所を辞めて下町にオンボロの特許句事務所を開設した弁理士の留目茂先生と、福田マスク

製作所後継者の福田優介が、雪花（中国人女性実業家）の福田マスク製作所乗っ取りを何とか阻止した

のが、前巻（『男前マスク』と『王女のマスク』）のストーリー。本巻では、雪花が新たな策をめぐらして逆襲を開

始する。窮地に立たされた留目先生たちは、どう立ち向かうのか。意外な展開の連続で、知財ビジネスの世界

に一気に引き込まれます。

222

宮沢賢治大活字本シリーズの第3巻。「風の又三郎」「楢ノ木大学士の野宿」「種山ヶ原」「いちょうの実」の4

作を大活字、読み仮名付きで収載。「風の又三郎」は、不思議な転校生が地元の子供たちと交流していく様

子を描いている。「楢ノ木大学士の野宿」は、野宿した宝石学者が、まわりの岩頸（がんけい）や鉱石たちが

言い合いをする夢を見る話。「種山ヶ原」は、賢治のお気に入りの場所のひとつで、数々の作品の舞台となって

いる。「いちょうの実」は、いちょうの木と実を親子に見立てた旅立ちの物語。

223

宮沢賢治大活字本シリーズの第4巻。「注文の多い料理店」「ポラーノの広場」「オツベルと象」「ビジテリアン大

祭」「ひのきとひなげし」の5作を大活字、読み仮名付きで収載。「注文の多い料理店」は、賢治の代表作とし

て知られる。「ポラーノの広場」は、少年たちが理想の広場を実現するまでを描いた作品。「オツベルと象」は、

数少ない生前発表童話の一つ。「ビジテリアン大祭」は、菜食主義に対する偏見や誤解を宗教になぞらえた

童話。「ひのきとひなげし」は、ひなげしたちの願いにつけこむ悪魔とひなげしたちを守ろうとするひのきの物語。

217

本書は本物の弁理士が長年培ってきた経験を生かし、ついに書き下ろした下町工場の再建ストーリー。小説

ながら、経営のケーススタディを学べるビジネス書でもある。とりわけ「特許」関連にありがちなコピー商品の対応

も本ストーリーでは１つのケーススタディとして取り上げており、詳しい専門用語が物語をよりドキュメント風に描

き、読者を飽きさせないリアルなフィクションストーリーに仕上がっている。
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芥川龍之介 KP00045543 三和書籍 202010 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

鼻 9784862514035

芥川龍之介 KP00045545 三和書籍 202011 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

杜子春 9784862514042

芥川龍之介 KP00045547 三和書籍 202012 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

河童 9784862514059

芥川龍之介 KP00045549 三和書籍 202101 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

舞踏会 9784862514066

夏目漱石 KP00046997 三和書籍 202106 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

坊っちゃん 9784862514264

夏目漱石 KP00047230 三和書籍 202107 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

草枕 9784862514271

夏目漱石 KP00048859 三和書籍 202108 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

こころ　上・中 9784862514288

夏目漱石 KP00048860 三和書籍 202108 PDF ¥9,625 ¥12,034 ¥14,432

こころ　下 9784862514295
236

シリーズ第3巻『こころ』は、夏目漱石の長編小説。漱石の代表作の一つ。「上　先生と私」「中　両親と私」

「下　先生と遺書」の三部構成となっている。下巻は、「下　先生と遺書」を大活字、読み仮名付きで収載して

いる。私が故郷に帰省中に届いた封書は、先生の遺書だった。遺書には、先生の過去、死に至るまでの過程

が書かれていた。エゴイズムと人間の心の機微を丁寧に描き、今でも多くの人々に読み継がれている名作。

231

シリーズ第6巻は「河童」「桃太郎」「猿蟹合戦」「かちかち山」「犬と笛」「仙人」「三つの宝」「貉」の8作を大活

字、読み仮名付きで収載している。「河童」は芥川龍之介の晩年に書かれた小説。人間の世界と河童の国

を描くことで当時の人間社会を風刺した作品。「桃太郎」「猿蟹合戦」は、誰もが知っているお伽話のその後を

芥川流に描いている。他ファンタジー的な作品もあり、多彩な作品が揃っている。

232

芥川龍之介大活字本シリーズの第7巻として、「舞踏会」「蜃気楼」「奉教人の死」「素戔嗚尊」「或る阿呆の

一生」の5作を大活字、読み仮名付きで収載している。「舞踏会」は芥川中期に書かれた短編小説。鹿鳴館

を舞台にした淡い恋の物語。「蜃気楼」は晩年の短編小説。湘南鵠沼を舞台に、ある平凡な一日の様子を

淡々と描いている。「或る阿呆の一生」は、芥川自殺後に見つかった作品。他作品も宗教や神話を題材にし

た多岐に渡る作品が揃っている。

233

シリーズ第1巻は「坊っちゃん」を大活字、読み仮名付きで収載した。「坊っちゃん」は漱石初期に書かれた中

編小説。「親譲りの無鉄砲」で江戸っ子気質の坊っちゃんが赴任先の四国の中学校（旧制中学校）で起こ

す様々な出来事を中心にストーリーが展開される。清や山嵐、うらなり、赤シャツ、野だいこなど魅力的な登場

人物にあふれる。彼（女）らを巻き込んで繰り広げられる物語は、現代の私たちが読んでも痛快であり、どこ

か暖かさも感じられる。数ある漱石の小説の中でも屈指の人気作品である。

デジタル情報営業部　TEL：03-6910-0518　FAX：03-6420-1359

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

230

芥川龍之介大活字本シリーズの第5巻として、「杜子春」「侏儒の言葉」「アグニの神」「南京の基督」の4作を

大活字、読み仮名付きで収載。「杜子春」は中国古典を題材にした、子供から大人まで親しまれている名

作。「侏儒の言葉」は随筆・警句集である。ほとんどが小文であるため、内容も理解し易く読み進められる。「ア

グニの神」はヒンズー教、「南京の基督」はキリスト教を題材にした作品である。

234

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」と続く有名

な冒頭部分から始まる漱石初期の名作。主人公は人の世を生き抜くための「非人情」を追い求め思索に耽

る。そこに温泉場の謎めいた女・那美と出会いが加わり、思索は深みを増していく。「小説も非人情で読むか

ら、筋なんかどうでもいいんです」と言い切る主人公。小説を最初から読むことにこだわらない「非人情」の世界

とは？ 漱石の難解な芸術論を大活字、読み仮名付きで十二分に堪能できるシリーズ第2巻。

235

シリーズ第3巻『こころ』は、夏目漱石の長編小説。漱石の代表作の一つ。「上　先生と私」「中　両親と私」

「下　先生と遺書」の三部構成となっている。上巻は、「上　先生と私」「中　両親と私」を大活字、読み仮名

付きで収載している。学生だった私が、鎌倉の海岸で一人の男性と知り合う。その男性を〝先生〟と慕うが、

なかなか先生はこころを開いてくれない。ある日、私が故郷に帰省中、一通の封書が届く・・・。エゴイズムと人

間の心の機微が丁寧に描かれ、今でも多くの人々に読み継がれている名作。

229

芥川龍之介大活字本シリーズの第4巻として「鼻」「芋粥」「或る日の大石内蔵助」「枯野抄」「戯作三昧」

「鼠小僧次郎吉」「おぎん」の7作を大活字、読み仮名付きで収載。「鼻」は、「人の幸福をねたみ、不幸を笑

う」と言う人間の心理を捉えた作品。「芋粥」は、「鼻」と並ぶ古典翻案ものの一つと位置付けられている。「枯

野抄」は、松尾芭蕉の死に際に弟子たちは何を思うのか。弟子たちの心持ちを細かに巧みに描いている。

KinoDenのメリット 

＊上記はカタログ作成時の情報です(2021年9月上旬現在） 

  価格等は予告なく変更となる場合がございます。  


