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図書館の基本を求めてⅨ
『風』『談論風発』2015 ～ 2017 より

田井郁久雄　著

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

総
　
記

情報化時代の今、公共図書館の役割とは
岡山県立図書館の挑戦

菱川廣光　著

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

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

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

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

鶴田一郎　著

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

哲
学
・
心
理
学

大いなる自然を生きる
エチカと正法眼蔵をめぐって

藤本成男　著

■ ISBN978-4-86692-038-2　定価：本体 1,800円 + 税　A5判　170頁　2019年 7月発行

法然上人　赤気の果てに
誕生の地に吹く朱色の風

瀬川久志　著

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

宗
教
・
歴
史

歴史との対話
現代福祉の源流を探る

西尾祐吾・塚口伍喜夫　監・著
川崎順子・辻尾朋子・荻田藍子　編著

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

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

スピノザの「エチカ」と道元の「正法眼
蔵」から両著に共通するキーワードを
設定し、その思想的意義を明確にする。
特に本書では、自然 ,・実体・永遠・必
然・善悪・欲望・完全・生命・身体・無
限・自己という観点から検討を加える。

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

今日の社会福祉学はその歴史の集積であ
り、将来の展望もその延長線上にある。
つまり、社会福祉の歴史は人間の尊重の
近代史であるため、本書では、改めてそ
の歴史を辿ることを試みる。
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山田方谷研究会誌 5
現代に活かす山田方谷の思想
山田方谷研究会　著

■ ISBN978-4-86692-007-8　定価：本体 1,800円＋税　A5判　164頁　2019年 2月発行

宗
教
・
歴
史

マッカーサーと幣原総理
憲法九条の発案者はどちらか

大越哲仁　著

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

米国法適用下における商取引契約書

瀬川一真　著

■ ISBN978-4-86692-003-0　定価：本体 2,000円＋税　194頁　2019年 4月発行

政
治
・
法
律

憲法 9 条 2 項を知っていますか？
“戦力”と“交戦権”のナンセンス

佐々木憲治　著

■ ISBN978-4-86429-998-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　186頁　2019年 3月発行

ASシリーズ第 10巻
Understanding International Relations＊

Second Edition

竹内俊隆　著

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

改訂版 法律学概要＊

大西　斎　著

■ ISBN978-4-86692-023-8　定価：本体 2,000円＋税　A5判　208頁　2019年 5月発行

山田方谷研究会の会誌第 5号。山田方
谷研究会では、山田方谷がかかわった地
域史を紐解き、それを日本史的に検証す
ることで、方谷が 19世紀の世界史的な
視座の中で備中松山藩のあるべき姿を如
何に描き、次世代に何を伝えたかったの
かを明らかする活動をしている。

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

商取引契約書にまつわる米国法上の理解と最先端の
動向について実務的な側面から徹底的に解説する。
米国において研究と実務を重ねた米国弁護士がその
成果を全力で詰め込んだ一冊。日本人がアメリカとの
ビジネス契約でアメリカ企業と自信を持って対等に交
渉できるだけの力をつけ、アメリカ契約法をより実務
的な側面から学習したい方に適した内容である。

9条 2項存置の議論の前に、そもそも
その条項について知っておく必要があ
る。そこで本書では、先ずは 9条の歴
史的背景を論じ、9条 2項の前段（戦力）
と後段（交戦権）について、政府解釈
に焦点をあて、それらの問題点を提示す
る。

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

憲法・民法・刑法を初学者向けにわかり
やすく解説した法律学入門書である。特
に憲法の人権に関わる事柄については、
学説や判例を事例に即して解説し、これ
から本格的に法律の勉強をする方にもお
勧めである。
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テキスト 法学 第 4 版＊

中西俊二　著

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

政
治
・
法
律

中国経済とビジネスがわかる本＊

王　玉　著

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

入門GDP統計と経済波及効果分析 第 2 版＊

李　潔　著

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

経
済
・
経
営

人と組織を活性化させる 46 の強みの活用術

松岡孝敬　著

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

未来をひらくビジネスマナー 第 4 版＊

就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに

長江由美子　著

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

新入職員のための 病院・診療所経営入門＊

ゼロから学ぶレセプトと簿記・経営分析

須藤芳正　監修 
太田佑馬　編著

■ ISBN978-4-86692-017-7　定価：本体 2,000円＋税　B5判　132頁　2019年 4月発行

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

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

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

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

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

本書は、医療経営の知識がゼロの方でも
理解できる医療経営の入門書で、医療経
営を「レセプト」と「簿記・経営分析」
の視点からわかりやすく解説する。医療
経営の会計実務に役立つ「会計処理マ
ニュアル」も掲載。
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金沢象嵌職人の生活世界
都市旧中間層にみる〈民衆的近代〉

青木秀男・近藤敏夫　編著

■ ISBN978-4-86429-997-8　定価：本体 2,900円＋税　A5判　294頁　2019年 1月発行

社
　
会

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

川村匡由　著

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

老活・終活のウソ、ホント 70
データや研究実践、経験からみた実像

川村匡由　著

■ ISBN978-4-86692-019-1　定価：本体 1,800円＋税　A5判　212頁　2019年 5月発行

大都市災害と防災福祉コミュニティ
東京圏、大阪圏、名古屋圏

川村匡由　著

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

1992 年の「精神薄弱」用語問題

鶴田一郎　著

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

国際地域研究Ⅰ

北海道教育大学函館校 
国際地域研究編集委員会　編著

■ ISBN978-4-86692-006-1　定価：本体 2,200円＋税　A5判　212頁　2019年 3月発行

本書は、明治～昭和を金沢で生きた象嵌
職人の日記を、使用言語・仕事・家族・
地域・政治意識について分析し、一つの
「闘わない」民衆像を示し、〈民衆的近代〉
をめぐる理論的諸課題を考究した歴史社
会学的研究書である。

浅間山大噴火の被災地の生存者に伝わる
教訓をもとに、被災地の復興のために
は、如何に公助をベースとした自助・互
助・共助に取り組むかとした、防災福祉
コミュニティの形成のために役立つ実践
編である。

10年以内に 65歳以上の高齢者が 30％
以上となる、世界一高齢国のわが国で、
「確かで後悔しない老活」のためのポイ
ントを 70に絞り、公的なデータや筆者
の長年の調査研究を踏まえ、その善後策
を紹介する。

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

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

世界と地域社会が分かちがたく結びつく
グローバリーゼーションの時代に、国際
地域研究という新たな学問領域が生まれ
た。国際地域学科を創設した北海道教育
大学函館校が、最新の研究と公開シンポ
ジウムの成果をまとめて一つの視座を提
供する。
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日本とフィンランドの出会いとつながり

ユハ・サウナワーラ／鈴木大路郎　編

■ ISBN978-4-86692-035-1　定価：本体 2,800円＋税　A5判　300頁　2019年 6月発行

社
　
会

ASシリーズ第 12巻
カウンターカルチャーのアメリカ 第 2 版＊

竹林修一　著

■ ISBN978-4-86692-041-2　定価：本体 2,000円　A5判　214頁　2019年 10月発行

Social Innovation Scaling Process in East Asia:
Bridging the gaps between stakeholders

青尾　謙　著

■ ISBN978-4-86692-025-2　定価：本体 2,500円＋税　A5判　254頁　2019年 5月発行

地域福祉への挑戦者たち

塚口伍喜夫・坂下達男・小林良守　監修

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

改訂増補版 地域社会の変動と文化

中藤康俊　著

■ ISBN978-4-86692-018-4　定価：本体 1,800円＋税　四六判　240頁　2019年 4月発行

地域マネジメント草書＊

岡山の地域づくりに学ぶ

白井信雄・中村聡志・松尾純廣　著

■ ISBN978-4-86692-042-9　定価：本体 1,800円 + 税　A5判　176頁　2019年 9月発行

フィンランドと日本は、2019年に国交
樹立 100周年を迎える。これにあたり、
フィンランドと日本を中心に各分野の研
究者・専門家が集まり、政治、経済、文
化といった様々な側面から、両国の 100
年間の交流の歴史を振り返る。

セックス、ドラッグ、ロックンロールだけがカウンターカル
チャーではなかった。カウンターカルチャーは、権力に対峙す
るというよりは、アメリカのメインストリームと同調しながら
も，「反抗」というイメージを大衆化した。本書は、アメリカ
社会に広範な影響を与えたカウンターカルチャーについて、多
角的に考察した。第二版では「大衆の反逆化　カウンターカ
ルチャー前史としてのビート・ジェネレーション」を追加した。

本書は近年用いられるようになったソー
シャル・イノベーションの政策と理論に
ついて、海外の展開と日本・中国・韓
国・インドネシアにおけるケーススタ
ディを通じて、個別の事例が社会に定着
していく過程とその理論的枠組を提示す
る。

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

各地域の伝統芸能、スポーツ、祭り等を
文化の重層性、地域性、まちづくり等か
ら追究するとともに、「創造空間」を目
指した、金沢 21世紀美術館、瀬戸内国
際芸術祭等による地方の活性化と「イン
バウンド」の取り込みを紹介する。

地域産業の発展と地域づくりの実践課題
の解決を通じた教育のためのテキストで
あるとともに、行政・企業・市民による
地域の見直しと地域づくりの実践をもと
に地域貢献と全国へも実践を提起する。
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女性の健康とライフスタイル
ビジネス目線と学際的な視座から

並木幸久・三池秀敏　編著

■ ISBN978-4-86692-011-5　定価：本体 1,500円＋税　A5判　162頁　2019年 4月発行

社
　
会

フェイクニュースに震撼する民主主義
日米韓の国際比較研究

清原聖子　編著

■ ISBN978-4-86692-040-5　定価：本体 2,000円 + 税　A5判　216頁　2019年 10月発行

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

■ ISBN978-4-86692-031-3　定価：本体 1,600円＋税　A5判　168頁　2019年 6月発行

実証的教育研究の技法 第 3 版
これでできる教育研究

西川　純　著

■ ISBN978-4-86692-034-4　定価：本体 1,500円＋税　A5判　157頁　2019年 6月発行

教
　
育

新版 教職概論＊

ワークシートを用いた実践的理解

新潟医療福祉大学教職実践研究会　編

■ ISBN978-4-86692-032-0　定価：本体 2,500円＋税　A4判　224頁　2019年 5月発行

新しい視点から見た教職入門＊

中田正浩　編著 
住本克彦・長井勘治 
藤田英治・森　一弘　他　著

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

学際的な視点とビジネス的な視点で女性
の健康についてまとめた。物理、経済、
ICT、人工知能、高精度医療、デジタル
ヘルスのような専門的なテーマや最先端
トピックも盛り込んだ一冊。

フェイクニュース拡散問題の発生源となったアメリカの状況と比
較して、韓国、日本での選挙に関わるフェイクニュースの拡散状
況とそれに対する有権者の認知について論究する。さらに、比較
政治学の視点から、その現象の構造的な要因について、分極化
をキーワードに、メディア環境と政治環境の特徴から検討する。
また、フェイクニュースの渦から完全に逃れることができない中
で、我々はどのような対策を講じることが可能かを展望する。

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。

現場教師の修士論文作成に携わってきた
著者が、彼らが最もつまずくのは、「研
究のとっかかり」、「データの定義」、「具
体的な論文の記述」の 3つについてであ
るとの認識から、院生のための論文の書
き方について解説。

最新のデータに更新し、新教職課程にお
けるコア・カリキュラムに対応した「教
職入門」「教職概論」のテキストで、教
科書としてはもちろん、自学資料そして
実践的な理解を促すワークシート付きの
機能的な一冊である。

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

中田正浩　編著 
中村正巳・住本克彦 
久田　孝・山口裕毅　他　著

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

教
　
育

基礎基本シリーズ 4
教員の在り方と資質向上＊

田邊昭雄・原田恵理子・森山賢一　著

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

基礎基本シリーズ 3
最新 特別活動論 改訂版＊

原田恵理子・高橋知己・森山賢一　編著

■ ISBN978-4-86692-015-3　定価：本体 1,800円＋税　A5判　190頁　2019年 5月発行

福祉職・保育者養成教育における
ICT活用への挑戦
より深い学びと質の高い支援スキル獲得を目指して

坂本毅啓・佐藤貴之・中原大介　著

■ ISBN978-4-86692-033-5　定価：本体 1,800円＋税　A5判　162頁　2019年 6月発行

情報教育ジャーナル 第 1 巻第 1号

日本情報教育学会　発行

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

基本を大切にした国語科授業づくり＊

赤木雅宣　著

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

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

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

子どもたちの「生きぬく力」を育むため
に、特別活動が重視されている。本書
は、特別活動の基本的事項から新たな展
開までを取り上げ、教職課程の学生・現
場の教師に、実現可能で教育効果の高い
特別活動を構想するためのエッセンスを
提示する。新学習指導要領対応。

福祉職・保育者養成教育における ICT活
用を活用した教材作成、教育実践など踏
まえて、考え方から具体的な教材設計ま
で紹介する。また、福祉関係の実習や演
習担当教員に対して、より効果的な教育
の展開を支援できるように解説する。

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

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

理科教育法 第 3 版＊

秋吉博之　編著

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

教
　
育

はじめての人のための
中学校理科の『学び合い』＊

三崎　隆　編著

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

はじめての人のための
小学校理科の『学び合い』＊

三崎　隆　編著

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

科学的リテラシーを育成する
理科教育の創造
鶴岡義彦　著

■ ISBN978-4-86692-043-6　定価：本体 3,200円 + 税　A5判　324頁　2019年 9月発行

実践的指導力をつける家庭科教育法＊

多々納道子・伊藤圭子　編著

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

アクティブ・ラーニングで学ぶ
小学校体育の授業づくり＊

鈴木直樹・成家篤史・石塚　諭 
大熊誠二・石井幸司　編著

■ ISBN978-4-86692-012-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　196頁　2019年 4月発行

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

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

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

近年注目される「科学的リテラシー」概
念の意味を起源から探り、その観点から
理科教育の現状分析を行って、科学に関
する豊かで深い理解と社会参画力を育成
する理科教育の創造を目指した書。

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

本書は、読書することを通したアクティ
ブラーニングで、未来の体育授業づくり
を学ぶために、企画されたものである。
各章は知識を身につけるために使うのでは
なく、知識をベースとして問題に向かい、
その問題解決を通して生きて働く知恵を
学ぶことができる革新的な書籍である。
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武道をたずねて＊

武道教育への活用

出口達也・金　炫勇・瀬川　洋　編著

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

教
　
育

特別支援学校における
重度・重複障害児の教育 第 4 版＊

姉崎　弘　著

■ ISBN978-4-86692-021-4　定価：本体 2,400円＋税　A5判　238頁　2019年 4月発行

バドミントンの理論と実技＊

初歩から基本技術の指導まで

岸　一弘　著

■ ISBN978-4-86429-999-2　定価：本体 1,800円＋税　A5判　165頁　2019年 2月発行

健康を科学する実践研究＊

読めばできる！養護教諭の研究ガイド

大野泰子・川又俊則　編著

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

道徳教育の理論と実践＊

石村秀登・末次弘幸　編著

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

道徳科 初めての授業づくり＊

ねらいの 8類型による分析と探究

吉田　誠・木原一彰　編著

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

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

障害児教育において、教師は基礎理論だ
けでなく、実践体験の中からより多くの
事柄を学び取る姿勢が重要である。本書
は、特別支援学校における重度・重複障
害児の教育を理論と実践の両面から基礎
的・基本的事項を平易に解説した新学習
指導要領準拠版で第 4版刊行。

新小学校学習指導要領解説体育編でバド
ミントンが初めて例示された。本書では
理論と実技を解説すると共に、学習指導
内容の系統性を踏まえた授業の単元計画
等を紹介する。指導者や学校教師、教師
を目指す学生のための必携書。

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

道徳教育を理論編と実践編に分けて解
説。理論編では、主に教育哲学の研究者
が道徳や倫理の基本的な思想、道徳的発
達や道徳の歴史を取り扱い、実践編で
は、主に経験豊富な学校教諭が初等中等
教育における道徳教育の実際と課題を示
す。

教員を目指す大学生と若手教員を主な対
象に、大学の道徳教育の授業や初任者研
修等に使えるテキスト。道徳授業方法を
類型化してそれぞれの長所・短所を示す
ことで、自分の授業スタイルを確立し、
改善し続けていくためのガイドブック。
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社会教育と福祉と地域づくりをつなぐ
日本・アジア・欧米の社会教育職員と地域リーダー

松田武雄　編著

■ ISBN978-4-86692-020-7　定価：本体 2,500円＋税　A5判　204頁　2019年 3月発行

教
　
育

高校・大学等における 
進路指導・就職支援マニュアル 改訂版＊

渡部昌平　著

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

社会教育における防災教育の展開

野元弘幸　編著

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

受験と就活を勝ち抜く力
イノベーションを余儀なくされる大学と企業

村岡哲也　著

■ ISBN978-4-86692-027-6　定価：本体 1,800円 + 税　A5判　184頁　2019年 7月発行

子育ては生涯学習の原点
親キャリアをアップする支援

中野由美子　著

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

障がい者アート
「展覧会」と「制作活動」の在り方

成田　孝　著

■ ISBN978-4-86692-039-9　定価：本体 1,800円 + 税　四六判　222頁　2019年 8月発行

地域において社会教育と福祉は密接な関
わりがあり、両者が融合・統合して実践
が展開されることにより豊かな地域づく
り可能となる。本書は、その実践を担う
社会教育関係職員と地域リーダーに視点
を置き、日本をはじめ各国の諸相を描い
ている。

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

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

生涯設計は、大学受験、大学４年間の学
修および就職活動によって決定づけられ
る。そこで著者は、長い大学教員生活で
蓄積してきた知識や体験をもとに、大学
受験の心得から卒業後に社会人として活
躍するための課題までを、分かりやすく
紹介する。

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

障がい者アートの展覧会が盛んになって
きている。これらの取り組みに長く関
わってきた著者は、この展覧会のあり方
のみならず制作活動のあり方についても
提言し、学校教育・社会のあり方そして
人間のあり方まで視野にいれた提言をす
る。
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幼児体育＊

理論と実践［初級］第 6版

日本幼児体育学会　編

■ ISBN978-4-86692-016-0　定価：本体 2,500円＋税　B5判　250頁　2019年 4月発行

教
　
育

幼児体育指導ガイド

日本幼児体育学会　編 
前橋　明　編著

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

乳幼児の健康 第 3 版＊

前橋　明　編著 
石井浩子・岩城淳子 
佐野裕子・泉　秀生　他　著

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

幼児体育指導ガイド 2

前橋　明　編著
池谷仁志・藤田倫子・五味葉子　著

■ ISBN978-4-86692-001-6　定価：本体 1,800円＋税　四六判　2019年 4月発行

ライフブック
子どもたちの笑顔が、私たちの活力源です

公益財団法人ライフスポーツ財団　編者

■ ISBN978-4-86692-029-0　定価：本体 1,200円＋税　A4判　90頁　2019年 5月発行

環境にお金を払う仕組み
PES（生態系サービスへの支払い）が分かる本

柴田晋吾　著

■ ISBN978-4-86692-024-5　定価：本体 2,200円＋税　A5判　226頁　2019年 5月発行

環
　
境

日本幼児体育学会認定、幼児体育指導員
養成テキストの初級編。幼児のかかえる
様々な健康問題や指導者養成における
ニーズを考慮し、幼児体育のあり方や基
本理念、体育指導の計画と指導方法や内
容の基本を解説。

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

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

本書では、幼児に対する体育の指導上の
留意事項を中心に紹介し、近年の子ども
たちが抱える健康管理上の問題点の改善
方法にも寄与できるアイデアを数多く掲
載したシリーズ第 2弾。幼稚園・保育
士の先生方、幼児体育指導者の必携書。

公益財団法人ライフスポーツ財団は、「地域」「親
子」「ライフ」をキーワードに、幼少児の基礎
体力づくりや地域活動に対して、主に助成金交
付事業を行っている。このライフブックは、各
事業の紹介と、推進事業として実施しているラ
イフキッズスポーツクラブ (親子体操教室 )で使
用しているプログラムをまとめている。

環境を守りつつ、同時に持続可能な発展
を実現するための革新的な取り組みと
して注目されているPES(生態系サービ
スへの支払い )の台頭の背景と世界各地
での取り組み状況を分かりやすく解説す
る。
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スヌーズレンの理論と実践方法＊

スヌーズレン実践入門

姉崎　弘　監修 
高橋眞琴・井上和久・桃井克将　編著

■ ISBN978-4-86692-009-2　定価：本体 2,600円＋税　A5判　230頁　2019年 4月発行

福
祉
（
社
会
福
祉
・
医
療
福
祉
）

NIE家庭支援論演習＊

松井圭三・小倉　毅・今井慶宗　編著

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

NIE介護の基本演習＊

松井圭三・小倉　毅・今井慶宗　編著

■ ISBN978-4-86692-004-7　定価：本体 2,200円＋税　A4判　154頁　2019年 4月発行

温度と熱のはなし
科学の目で見る日常の疑問

稲場秀明　著

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

数
学
・
物
理
学

改訂第 6版 基礎化学実験＊

広島大学総合科学部化学系　編

■ ISBN978-4-86692-014-6　定価：本体 1,200円＋税　B5判　138頁　2019年 4月発行

化
学
・
生
物
学

サイトオルガニズム発生説 第 3 巻
人工細胞（自己再生）誕生の軌跡

猪岡尚志　著

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

本書は ISNA日本スヌーズレン総合研究
所の研究者や実践者が主にまとめた、わ
が国初のスヌーズレン理論の実践テキス
トである。学校や施設、病院などでス
ヌーズレンの実践を行う上で必須となる
基礎理論と豊富な実践例を紹介する。

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

NIE（教育に新聞を）の手法を借りて、
新聞記事の中から高齢者に関する法制度
の現状、課題、事例や介護の環境等をひ
もとき、自分なりの意見、感想をワーク
ブックに記入することにより、「介護の
基本」を学ぶ。

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

大学 1・2年生を対象とした基礎化学実
験のテキスト。学生が将来、様々な研究
を行う上で必須と思われる基礎的な実験
項目を分析化学、無機化学、有機化学、
物理化学の各分野から厳選し、短期間で
ひと通りの修得をめざす。

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

長谷川宏司・広瀬克利・井上　進　編著

■ ISBN978-4-86429-993-0　定価：本体 2,600円＋税　A5判　270頁　2019年 5月発行

化
学
・
生
物
学

痛みの存在意義＊

臨床哲学と理学療法学の視座

堀　寛史　著

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

看護学生のための 精神看護学概論 第 2 版＊

東中須恵子　編著 
阿部由香・後藤満津子 
五十嵐愛子・本田優子　著

■ ISBN978-4-86692-013-9　定価：本体 2,000円＋税　A5判　180頁　2019年 4月発行

医
学
・
医
療
・
看
護

情報科学部学生のための C言語の基礎 第 4 版＊

島　和之　編著

■ ISBN978-4-86692-022-1　定価：本体 1,500円＋税　A4判　164頁　2019年 4月発行

情
報
・
工
学

デジタル動画像処理 理論と実践

三池秀敏・古賀和利　編著

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

非線形制御工学 第 2 版

竹内義之　著

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

人間をはじめ多くの生物は、植物の存在
なしでは生きていけない。本書は、植物
と自然環境・人間以外の生物そして人間
の命や心との間で交わされるコミュニ
ケーションについて、植物サイドから解
説したものである。

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

精神看護学の対象は拡大され、精神に障
害がある人だけではなく、精神の健康保
持・増進、疾病の予防を中心に精神保健
看護の看護実践が求められている。本書
は、看護学生が総合的に精神看護を学習
するためのテキストの改訂版。

C言語は、OS、言語処理系、アプリケー
ション、組込みシステムの制御など、さ
まざまな分野で利用されている実用的な
プログラミング言語である。本書では、
初学者を対象とし、基礎よりも応用を先
に教えることで興味を持たせるよう構成
し、第 4版刊行。

AI技術が各分野を席巻しようとしてい
る現代において、動画像処理の新たな可
能性と脳の視覚情報処理の視点から技術
開発の指針を示す。

本書では多項式形非線形制御系の設計理
論と非線形制御系の設計理論の二部構成
で、アフィン非線形写像による線形化法
と安定化制御法を提案している。ここ
に、アフィン非線形写像とは、アフィン
写像型の滑らかな非線形写像を意味す
る。
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農ある世界と地方の眼力
平成末期漫筆集

小松泰信　著

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

産
　
業

改訂版 テキスト韓国語＊

金　河　著

■ ISBN978-4-86692-010-8　定価：本体 1,800円＋税　B5判　140頁　2019年 4月発行

デニス英語に挑む！＊

さらば！お勉強英語

中村義実・Simon J. H. Elderton　著

■ ISBN978-4-86692-030-6　定価：本体 1,500円＋税　A5判　122頁　2019年 5月発行

言
語
・
語
学

歴史言語学 第 7 号

日本歴史言語学会　発行

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

物語の力＊

物語の内容分析と表現分析

高田明典・竹野真帆・津久井めぐみ　著

■ ISBN978-4-86692-028-3　定価：本体 2,000円＋税　A5判　204頁　2019年 5月発行

文
学
・
芸
術
・
随
筆現象学的スポーツ運動観察論

佐藤　徹　著

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

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

韓国語の初学者を対象としたテキスト。
韓国語の特徴を踏まえた上で、読み書き
だけでなく簡単な会話ができるようにな
ることを目指す。隣国である韓国に対す
る理解が深まるよう、コラムで文化や風
習についても解説している。

1950年代にアメリカで生まれ、世界
48ヵ国、1000紙以上の新聞に連載が拡
散した人気漫画『デニス・ザ・メナス』
から 70作品あまり選り抜き、英語・
キャスト・文化等の解説を加え、本場英
語の魅力を鑑賞する。

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

これまでの物語論や物語分析は、内容分
析か表現分析かどちらか一方のものが多
いが、小説やコミック・映画・CM等も
物語と捉え、それらを表現分析と内容分
析の双方から総合的に解説する。

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

林[1]-2019年新刊案内.indd   15 19/08/20   20:19



16

記憶の薄暮
17 世紀英国と伝記

齊藤美和　著

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

文
学
・
芸
術
・
随
筆

木下メソッド・コンポジションレッスン
平面コンポジション＊

木下　武　著

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

広島女学院大学叢書第 7号
画家の旅
日本画家中庭煖華の日記にみる旅と日常

福田道宏　著

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

土木職公務員試験 専門問題と解答
［必修科目編］第 4版

米田昌弘　著

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

資
格
試
験

土木職公務員試験 専門問題と解答
［物理編］第 3版

米田昌弘　著

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

建築職公務員試験 専門問題と解答
［計画・環境ほか編］第 4版

米田昌弘　著

■ ISBN978-4-86692-000-9　定価：本体 2,000円＋税　B5判　174頁　2019年 1月発行

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

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

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

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

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

国家公務員Ⅱ種試験（建築職公務員試
験）に出題される環境工学・建築計画各
論・建築設備・建築史等に関する内容を
まとめた 1冊。第 4版刊行。重要ポイ
ントの整理と演習を通して問題を解く能
力を養い、合格ライン突破をめざす。

林[1]-2019年新刊案内.indd   16 19/08/20   20:19



17

2019年  新刊案内

アメリカ歴代大統領大全 ［第 1 シリーズ］建国期のアメリカ大統領　全 5 巻

アメリカ大統領は時代の鏡であり、アメリカ史の中で政治のみならず社会に広く影響を及ぼしてき
た重要な存在である。本シリーズは、研究上または一般の深い関心に応え、多くの手がかりを与え
るレファレンス・ブックの役割を果たすことができる期待の書である。

第 1巻
ジョージ・ワシントン伝記事典

西川秀和　著

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

第 2巻
ジョン・アダムズ伝記事典

西川秀和　著

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

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

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

第 3巻
トマス・ジェファソン伝記事典
西川秀和　著

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

第 4巻
ジェームズ・マディソン伝記事典

西川秀和　著

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

第 5巻
ジェームズ・モンロー伝記事典 
ジョン・クインジー・アダムズ伝記事典

西川秀和　著

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

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

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

モンローとアダムズは、「モンロー・ドクトリ
ン」に関することは日本でもよく知られている
が、その他の点についてはあまり知られていな
い。本書は、これまでほとんど紹介されてこな
かった両者の経歴や政治思想を紹介する。
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ラプラスの天体力学論　全 5 巻

フランスの数学者ピエール＝シモン・ラプラスの『天体力学』は 5巻 16編からなり、1799年から
1825年にわたって出版された大著である。本書は、わが国はじめての完訳である。

第 1巻
ラプラスの天体力学論�

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-120-0　定価：本体 3,800円＋税　B5判　302頁　2012年 2月発行   

第 2巻
ラプラスの天体力学論�

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-121-7　定価：本体 3,800円＋税　B5判　300頁　2012年 6月発行   

第 1巻では、ニュートンやケプラーの運動法
則を解析的に説明する。

第 2巻では 2次曲面をもった均質な楕円体の
引力の問題から、有名なラプラスの 2階偏微
分方程式を発見し、また、海の潮汐の解析と実
測との比較の結果も報告する。

第 3巻
ラプラスの天体力学論�

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-122-4　定価：本体 3,800円＋税　B5判　288頁　2012年 9月発行   

第 4巻
ラプラスの天体力学論�

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-123-1　定価：本体 3,800円＋税　B5判　380頁　2012年 12月発行   

第 5巻
ラプラスの天体力学論�

ピエール＝シモン・ラプラス　著
竹下貞雄　訳

■ ISBN978-4-86429-124-8　定価：本体 3,800円＋税　B5判　344頁　2013年 5月発行   

第 3巻では、惑星が不規則運動をする原因と
して、太陽の扁平率や惑星の軌道の離心率や傾
斜角などを挙げ、また、惑星の運動の解析と実
測から、エーテルの存在を否定している。

第 4巻では、衛星の不規則運動の原因のほか
に、液体の毛管作用についての解析結果と実測
結果との比較を報告する。

全 5巻の最終巻。第 5巻では、音の速度式の
ほかに、流体や水蒸気の運動法則を提示してい
る。
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語学シリーズ

第 3巻
ボイス・オブ・アメリカ（VOA）ニュースで学ぶ英語＊�

レベル 1
佐藤晶子　著

■ ISBN978-4-86429-272-6　定価：本体 1,800円＋税　B5判　118頁　2014年 11月発行   

第 1巻
15 週間で英語力倍増＊

山西敏博・杉田米行　著
■ ISBN978-4-86429-264-1　定価：本体 2,000円＋税　B5判　132頁　2014年 5月発行   

第 4巻
ボイス・オブ・アメリカ（VOA）ニュースで学ぶ英語＊�

レベル 2
杉田米行　監修／佐藤晶子・山西敏博・竹林修一・奈須　健　著

■ ISBN978-4-86429-451-5　定価：本体 2,000円＋税　B5判　148頁　2017年 4月発行   

第 2巻
アメリカ合衆国の連邦休日を英語で学ぼう＊�

杉田米行　編 
M. Scott Brooks・伊藤孝治　著

■ ISBN978-4-86429-291-7　定価：本体 1,500円＋税　B5判　100頁　2014年 10月発行   

米国政府運営のVOA Leaning English: We are American Eng-
lishで取り上げられたニュースにより、アメリカの概略を把
握するとともにTOEIC､ TOEFLの出題形式に合わせた例題
を解くことによって、実践的英語力の習得をめざす。

長年英語教育に携わってきた 2人の著者が、英語の基礎力
を確実なものにし、応用力をつけるため重要事項を厳選して
コンパクトに集約。1学期（15週間）で英語力を倍増をめざ
す。

米国政府運営のVOA Leaning English: We are American Eng-
lishで取り上げられたニュースにより、アメリカの概略を把
握するとともにTOEIC､ TOEFLの出題形式に合わせた例題
を解くことによって、実践的英語力の習得をめざす。

本書は、大学等における 1学期（15週間）で楽しみながら
アメリカに関する知識を身につけ、英語力を高めることを目
的としている。アメリカの主要な休日についてのエッセイを
もとに、さまざまな角度からの問題を解く。
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全訂増補版メダカ学全書
岩松鷹司　著

Ｂ５判　カラー　上製本　700頁
定価〔本体12,000円+税〕

　　本書は、メダカの飼育・分類から生殖・発生・遺伝・行動などを総合的
視点に立って著した世界に誇る成書であり、かつメダカに関する国内外の新
しい文献を補追したものである。特に、図説が豊富で、生命科学や魚類学の
勉強の助けになる。一人の研究者によって単独種の生き物をこれほど詳細に
著わした書は、比類なき存在である。興味・親愛をもってメダカを学習・
研究するアマチュアから研究者までが座右に置きたい書である。

主な内容

第 １ 章　分類と地理的分布
第 ２ 章　飼育と管理
第 ３ 章　実験のための技術
第 ４ 章　形態と生理
第 ５ 章　体表と内部形態
第 ６ 章　生殖
第 ７ 章　発生
第 ８ 章　遺伝
第 ９ 章　行動
第10章　環境と適応性
第11章　心臓の活動と呼吸
第12章　寿命と放射線の影響
第13章　理科教育の教材

―GHQカメラマン ボリアが撮った日本の風景―

戦後日本の復興の記録
杉田米行　編著 変型 A４判　カラー　上製本　144頁

定価〔4,200円+税〕

　The MacArthur Memorial は、連合国軍による日本占領などマッカーサーに関
連する研究をする人なら、必ず一度は訪れる場所である。その文書館 (Library & 
Archives) にある占領期の多くの写真の中で、当時のカラー写真の臨場感は特別
である。
　GHQ カメラマン、ディミトリー・ボリアが、14 年間（1947 ～ 1961）の日
本滞在の中で撮った日本各地の風景を収録。それは、この米国マッカーサー・メ
モリアルに４万点にのぼる写真「ボリア・コレクション」として保存されている。
　それらには、全国の破壊された都市部の再建だけでなく、わが国の変わらぬ自
然と継承される伝統の様子が記録されている。それは、貧しいながらも、戦過か
ら解放され、平和と自由を享受し、着実に、力強く復興していく日本人の底力を
鮮やかに表している。本書では、その中から当時では珍しいカラー写真 310 枚ほ
どを厳選して掲載し、資料的価値も高い。
　本書は 2007 年に刊行された『GHQ カメラマンが撮った戦後ニッポン』『続
GHQ カメラマンが撮った戦後ニッポン』（ともにアーカイブ出版）を復刻し、改
訂版として刊行したものである。

上巻 下巻

ISBN978‒4‒86429‒515-4　C0021　¥ 4200E ISBN978‒4‒86429‒516-1　C0021　¥ 4200E

上巻
下巻変型 A４判　カラー　上製本　144頁

定価〔4,200円+税〕
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オンライン教材の紹介	 https://www.kyoiku.co.jp

◉オンライン英語学習システムLinc English
英語 4技能集中トレーニング
Listening Speaking Reading Writing

・Windows ／ Macintosh ／スマートフォン（アンドロイド／ iPhone）／ iPad の幅広いプラッ
トフォームでいつでもどこでも学べ、英語に触れ合う学習時間が格段に増えます。

・オンラインシステムで、いつも最新で豊富なコンテンツで学べる。
・校内利用で必要な生徒・学生の学習状況を把握する「学習マネジメントシステム（LMS）」を

備えています。
・TOEIC ／ TOEFL 対策としても最適。

コース 学習者のめやす

Pre BronzeⅠ,Ⅱ,Ⅲ 中学生 1・2 年生 
（初級）

TOEIC: 50 〜 150（TOEIC ブリッジ：20 〜 180）／ 
TOEFL: PBT 300 〜 350　CBT 20 〜 63 ／英検：5 級・4 級

BronzeⅠ,Ⅱ,Ⅲ 中学 3 年生・高校生 
（初級）

TOEIC: 200 〜 300 ／ TOEFL: PBT 350 〜 400 
CBT 63 〜 97 ／英検：3 級・準 2 級

SilverⅠ,Ⅱ,Ⅲ 高校 3 年生・大学生 
（中級）

TOEIC: 300 〜 450 ／ TOEFL: PBT 400 〜 460 
CBT 97 〜 140 ／英検：準 2 級・2 級

GoldⅠ,Ⅱ,Ⅲ 大学生（中級） TOEIC: 450 〜 600 ／ TOEFL: PBT 460 〜 500 
CBT 140 〜 173 ／英検：2 級・準 1 級

Platinum AⅠ,Ⅱ,Ⅲ 大学生・一般・ 
ビジネスマン（上級）

TOEIC: 600 〜 800 ／ TOEFL: PBT 500 〜 570 
CBT 173 〜 230 ／英検：準 1 級

Platinum BⅠ,Ⅱ,Ⅲ 大学生・英語教育者 
（上級）

TOEIC: 800 〜 990 ／ TOEFL: PBT 570 〜 677 
CBT 173 〜 300 ／英検：1 級

※「Speaking」と「Writing」については、「中学英文法」「高校英文法」「検定試験対策」「日常英会話」「ビ
ジネス英会話」「一般常識」等の大きなカテゴリーに分け、それぞれについて必要なパターン別に細分化
しています。100 分の 1 秒を意識させる「時間との競争」というコンセプトで集中力を高める、画期的な

「英語表現ドリル学習システム」です。
※詳しくは小社 HP をご覧ください。授業でのご採用プランをご用意しています。

導入校 期　間 導入校 期　間

東北大学 2008 年〜現在 近畿大学付属高等学校 2014 年〜現在

東邦大学 2019 年 12 月〜 立命館高等学校 2012 年〜現在

大阪大学 2009 年〜現在 初芝立命館高等学校 2012 年〜現在

神戸大学 2018 年 4 月〜 広島女学院高等学校 2018 年 7 月〜

同志社大学 2019 年 4 月〜 精華学園 2011 年〜現在

大阪成蹊短期大学 2013 年〜現在 尚絅学院大学 2014 年〜現在

大阪成蹊大学 2016 年〜現在 尚絅学院高等学校 2008 年〜現在

びわこ成蹊スポーツ大学 2018 年 4 月〜 市原中央高等学校 2018 年 4 月〜

宮城学院中学・高等学校 2014 年〜現在
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L istening

S peaking

G rammar and Vocabulary

R eading

W riting

Topへ

I did it !

Go ！

Menu へ

Power up Speaking

■自己評価しましょう。
　A･B･Cいずれかのボタン
　を押してください。

❶   必要なものは全部そろった？

       Have you got everything you need?

A B C

Topへ

I did it !

Go ！

Menu へ

Power up Writing

■自己評価しましょう。
　A･B･Cいずれかのボタン
　を押してください。

❶   必要なものは全部そろった？
   Have you got anything you want?
   Have you got everything you need?

A B C

Image Listening

Speed Paragraph Reading

Error Recognition Incomplete Sentences

Power up Speaking

Power up Writing

Reading Comprehension

Sentence Insertion

Question and Response Short Talks

写真についての4つの描写文を聞き、そ
の写真を最も的確に表す文を1つ選ぶ。

質問を聞き、それに対する最も適切な応
答を1つ選ぶ。

ひとまとまりの文章を聞き、それに関する設
問に最も適切な答えを1つ選ぶ。

制限時間内にひとまとまりの文章を読み、そ
れに関する設問に最も適切な答えを1つ選ぶ。

やや長めの文章を読み、空いている箇所に当てはまる
文を1つ選ぶ。

Short Conversation

会話を聞き、それに関する設問に最も適
切な答えを1つ選ぶ。

やや長めの文章を読み、それに
関する設問に最も適切な答えを
1つ選ぶ。

与えられた和文を瞬時に英訳。時間
計測とセルフチェックによる自主ト
レプログラム。

文法的に誤って使われている単語や語句を1つ選ぶ。 空欄に入る最も適切な単語や語句を1つ選ぶ。

与えられた和文を瞬時に英訳し
キーボードで入力。時間計測とセ
ルフチェックによる自主トレプ
ログラム。

飽きさせないバラエティに富んだ学習プログラム

g p

3

SWSWシス
テム

2018年4月スタート
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