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著者 ISBN

「日本人」は変化しているのか KP00019652
勁草書房 201801 PDF ¥11,000 - ¥16,500

池田謙一【編著】 9784326251247

変わりゆく日本人のネットワーク KP00019662
勁草書房 201802 PDF ¥8,800 - ¥13,200

石黒格【編著】 9784326603015

社会的ネットワークと幸福感 KP00009602
勁草書房 201701 PDF ¥12,430 - ¥18,590

原田謙 9784326602957

情動の社会学 KP00018507
青土社 201710 PDF - ¥7,920 -

伊藤守 9784791770175

受動喫煙の環境学 KP00019096
世界思想社 201212 PDF ¥6,930 - ¥13,860

村田陽平 9784790715740

現代日本の葬送と墓制 KP00019518
吉川弘文館 201807 PDF ¥12,100 - ¥18,150

鈴木岩弓/森謙二【編】 9784642082020

日本のポストフェミニズム KP00019332
大月書店 201902 PDF ¥5,808 - ¥8,712

菊地夏野 9784272350452

「くらし」の時代 KP00019665
勁草書房 201802 PDF ¥8,250 - ¥12,430

米澤泉 9784326654130

孤立の社会学 KP00007285
勁草書房 201112 PDF ¥8,800 - ¥13,200

石田光規 9784326653683

個人化するリスクと社会 KP00007295
勁草書房 201502 PDF ¥10,560 - ¥15,840

鈴木宗徳 9784326653911

日本の夜の公共圏 KP00005537
白水社 201706 PDF ¥4,180 - ¥6,270

谷口功一/スナック研究会【編著】 9784560095478

生活を支える社会のしくみを考える KP00019494
日本経済評論社 201902 PDF ¥6,270 - ¥9,405

門野圭司【編著】 9784818825178

NO 書影

内容紹介

1
本書が取り上げる調査の時期、2010年から2013年の日本社会は、国内では東日本大震災の前後を挟むととも

に、民主党から自民党への政権交代が行われた時期にあたる。対外的には近隣の韓国や中国、ロシアとの間で大

きな摩擦が生じた時期であり、日本人の心理や環境も大きな節目を迎えていた。この国に住む人々の価値観やその

変化を描く。

4
私たちはなぜ、感情に支配されてしまうのか。多様なコミュニケーションツールがあまねく浸透したポストメディア社会。そ

こでは、時として真偽では測れない「情報」によって、社会全体はあらぬ方向へ駆動されていく。SNSなどのメディア・コ

ミュニケーションの状況から、領土問題やオリンピックなどの政治問題まで、私たちの判断や思考を揺さぶる情動の問

題系に、最新のメディア理論で挑む。

5
タバコ規制の国際条約（FCTC）を最初に批准した国の一つでありながら、受動喫煙対策の「後進国」である日本

の現状に警鐘を鳴らし、よりよい社会環境の実現に向けた議論の道筋を示す。第13回人文地理学会賞一般図

書部門受賞。

2
情報通信技術（ICT）は、対人関係や社会集団との関わりの変化の要因の一つと目され、個人のコミュニケーショ

ンの道具として発展、普及した側面が大きい。ICTの普及した日本社会において、社会関係はいかに変化したの

か。1993年と2014年における山形市と朝霞市の2都市の調査により、この約20年の社会関係の変化を実証的

に分析する。

3
「つながり」を増やすべきか、「しがらみ」を減らすべきか？都市とエイジングの社会学の視角から、現代日本の人間関

係を読み解く。

8
人々はなぜ、「着る」ことに対する情熱を失い、「食べる」ことや「くらす」ことに価値を見いだし始めたのか。なぜ、ライフ

スタイルを重視するようになったのか。虚栄に満ちたファッション消費から、一見豊かで上質な「くらし」の消費へ。本書

は人々を表層的にエシカルで正しい消費に導く「くらし」の時代であることを明らかにする。

9
孤立する人は誰なのか。かつてない程の高まりを見せている連帯への不安。私たちのつながりに何が起きているのかを

実証的に読み解く。

6
死者をとりまく状況を考えることは、生きているわたしたちの時代を問う営みである。葬儀・埋葬・造墓などは遺された

者たちの役割だが、社会変動の波を受けて大きくゆらいでいる。イエと個人の関係、墓標や墓制の連続性、祖先祭

祀のあり方、行政の取り組み、慰霊の方法、死生観の変容など、多様な側面から二十一世紀の死者のゆくえを展

望する。

7
【対話と論争を呼び覚すフェミニズムへ】ナンシー・フレイザーのフェミニズム批判を真摯に受けとめ、英米のポストフェミ

ニズム論を参照しつつ、日本社会のジェンダーとセクシュアリティをめぐる状況を、理論的および具体的に考察する。

12
憲法にいう健康で文化的な生活が、どのような理念やしくみに基づいて保障されているのかを多角的に解明する作

業を通じて「日本型ナショナル・ミニマム」の全体像に迫る。

10
「自由な選択」のゆくえとは？「われわれの未来」を切り拓くために、近代にひそむ根源的なパラドクスに挑む。

11
日本の夜に初めて社会科学のメスが入る！　「スナック」についての本邦初の学術的研究。都築響一、苅部直、谷

口功一各氏による座談会も収録。



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

社会保障クライシス KP00007594
東洋経済新報社 201710 EPUBリフロー ¥5,610 ¥7,480 ¥8,415

山田謙次 9784492701454

２０５０老人大国の現実 KP00005352
東洋経済新報社 201210 EPUBリフロー ¥3,960 ¥4,950 ¥5,940

小笠原泰/渡辺智之 9784492395745

都市の老い KP00019654
勁草書房 201801 PDF ¥11,000 - ¥16,500

齊藤誠【編著】 9784326504428

子ども格差の経済学 KP00011453
東洋経済新報社 201707 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

橘木俊詔 9784492314999

生きたかった KP00005459
大月書店 201612 PDF ¥3,388 - ¥5,082

藤井克徳/池上洋通/石川満/

井上英夫【編】
9784272360888

流入外国人と日本 KP00016515
海青社 201803 PDF ¥6,518 - ¥9,777

石川義孝 9784860993368

正規の世界・非正規の世界 KP00016112
慶應義塾大学出版会 201711 PDF ¥14,850 - ¥22,330

神林龍 9784766424829

収縮経済下の公共政策 KP00019218
慶應義塾大学出版会 201803 PDF ¥12,980 - ¥19,470

四方理人/宮﨑雅人/

田中聡一郎【編著】
9784766425017

日本政治とカウンター・デモクラシー KP00019648
勁草書房 201711 PDF ¥11,550 - ¥17,270

岩井奉信/岩崎正洋【編著】 9784326302611

現代日本経済の論点 KP00004834
文眞堂 201602 PDF ¥6,160 - ¥9,240

馬田啓一/大川昌利【編著】 9784830948909

2025年の日本 KP00009703
勁草書房 201609 PDF ¥8,800 - ¥13,090

駒村康平【編著】 9784326550746

対立する国家と学問 KP00010908
勉誠出版 201801 PDF ¥5,940 - ¥8,910

福井憲彦【編】 9784585230618

13

2025年、「団塊の世代」800万人が後期高齢者（75歳以上）となることで、日本の後期高齢者の数は2200

万人になる。しかも、それを支える40-50代の中核世代は「就職氷河期」世代であり、高齢者を支えるどころか、自

らの生活基盤に不安を抱える者も少なくない。膨れあがった高齢者と、それを支えきれない若者世代＆日本の財政

により、日本の社会保障は危機に瀕している。「いまそこにある危機」である2025年問題から、日本の社会保障に

おける問題点を鋭く解説する。

16
日本の子どもたちはどんな塾、習い事に通い、いくらお金をかけているのか？なぜ日本の中学生の約半数が塾通いを

しているのか？スポーツや芸術でプロの道に進むための条件は何か？子どもが習い事をやめたいと言ったらどうすべき

か？なぜ幼児期の教育が大切なのか？格差研究の第一人者による徹底分析とアドバイス。最新のデータと研究結

果から、親と社会ができることを提言する。

17
重度障害者のみを狙った史上最悪の殺傷事件を私たちはどう受け止めるべきか。福祉・医療制度の盲点、自治体

と国の責任、そして社会に根深く残る差別と優生思想。各分野の専門家と当事者・支援者たちの声を編んで緊急

出版する。

14
2025年には団塊の世代が後期高齢期に入り終える。2050年には団塊ジュニアの世代が後期高齢期に入り終え

る。このままでは、その時、実質GDPは現在より4割落ち込み、国税収入のほとんどを貧しい高齢者の生活保護で

使い切る。国家の役割を限定し、国が提供するサービス、国家と個人の関係を見直さなければ、社会保障制度の

破たんは避けられない。そのような大改革を、国民は英断しなければならない。

15

本書が提示する政策対応の論点は、①都市計画を都市縮小の方向へどのように転換させていくのか、②そのために

必要となってくる具体的な政策ツールはどのようなものか、③都市のどの範囲を政策対象とするのか、④どのような大

都市圏ガバナンスを構築するのか、⑤新たに構築される大都市圏ガバナンスと既存基礎自治体の間での役割・機

能分担をどのように進めるのか、⑥現在の日本の広域行政が都市縮小への対応という方向性に整合的なものに

なっているのか、である。

20
日本経済が「収縮」に向かうなか、格差と貧困、人口減少と地方経済の衰退、社会保障の限界と財政運営の困

難など、喫緊の政策課題が表面化している。緻密なデータ・歴史分析ならびに国際比較に基づいた14本の論考に

より、日本の新たな政策課題を提示する。

21
原発・安保法制・沖縄基地問題・憲法改正といった論点と、カウンター・デモクラシーをめぐる国内外の潮流やその担

い手の動向を軸に、民主主義とは何かを改めて問いなおす。現在の日本においてみられる「国会内民主主義」と

「国会外民主主義」の相克を多角的に描き、カウンター・デモクラシーの現在と今後の可能性を検討する。

18
現代日本における、国際結婚や景気変動に伴う国内外への人口移動を論じ、さらに人口減少にまつわる諸問題

への解決方法のひとつとして、流入外国人の地方圏への誘導政策の可能性を人口地理学の視点から提言する。

19
働き方改革の根底に潜む問題を壮大なスケールで展望！著者は現代の労働市場で最も顕著な問題を「正規の

世界と非正規の世界の不釣合いな関係」と捉え、富国強兵からシャッター商店街に至る1世紀余りを労働経済学・

数量経済史・法と経済学など多彩なアプローチ・分析手法を用いて概観。現在から未来へとつながるわが国の働き

方のトレンドを展望する渾身の力作！

24
本書では6人の各分野の識者が、それぞれの視野から人文社会科学の危機を論ずる。これまでの一連の「文学部

廃止論」の実相を大学論や制度論を絡めて取り上げ、さらに人文社会科学の本来の知のあり方や未来像の提示

にまで進む。この人文社会科学の危機の時代を乗り越え、さらに新たな可能性を見出すための思考の武器となるも

のを目指す。

22
日本経済は岐路に立たされている。期待と不安が交錯するアベノミクスもいよいよ正念場、第2ステージに移った。追

加金融緩和の是非、増税と社会保障の憂鬱、円安神話の崩壊、的外れの「第３の矢」、ポストTPPの農政改

革、メガFTA時代の通商戦略、日米中関係の将来など、日本経済が直面する焦眉の課題を取り上げ、問題の核

心に鋭く切り込んだ。

23
本書は、読者に将来直面する日本社会の深刻さや恐怖を煽り、一点突破の「抜本改革」、「規制緩和」、「破綻

処理」などといった刺激的な解決策を提示するものではない。生活をめぐるさまざまな保障面についてどのような社会

づくりを進めていくのか、これからの日本社会および地域社会を構想し、政策を体系的に描き出すものである。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


