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B6判製／345頁

現代社会政策論

定価（本体価格3000円+税）
1993年7月刊

小松隆二 著

ISBN978-4-8460-0007-3

四六判上製／296頁

アジアとの対話�第四集

「労働」の視点から社会政策を論じる。資本主義の経済と
相互作用する性格と、組合、差別、社会保障など他国との
比較など、多角な視点からこの国の社会政策を見る。

定価（本体価格2200円+税）

冊

85歳をむかえ、現役を退くことになった経済学者の、記念
文集。

1993年10月刊

板垣與一 著

ISBN978-4-8460-0013-4

四六判上製／344頁

ニュージーランド社会誌

定価（本体価格2800円+税）

�̶̶理想郷の過去・現在・未来

1996年2月刊

小松隆二 著

ISBN978-4-8460-0033-2

B6判製／226頁

インターネット市民スタイル【知的作法編】

定価（本体価格1500円+税）
1997年2月刊

野村一夫 著

定価（本体価格2200円+税）
1998年10月刊

板垣與一 著

ISBN978-4-8460-0052-3

阪南大学叢書56

四六判上製／430頁

サンフランシスコにおける日本人学童隔離問題 定価（本体価格3000円+税）
1999年3月刊

賀川真理 著

冊

わたしたち個人がパソコン通信やインターネットによって
「オンラインでつながる」ということの社会的な意味と具
体的な実践方法について考える。

ISBN978-4-8460-0039-4

四六判上製／259頁

アジアとの対話�第五集

冊

福祉国家は崩壊へと向うのか。日本におけるニュージーラ
ンドの社会福祉研究の跡、「高度福祉国家の父」と呼ばれ
るM.サヴェージに初めて光をあて、近年の福祉―社会保
障・児童福祉・女性雑政権・難民問題等―の動向にも言及
する。

冊

著作活動の傍らに執筆された文章を集成した第５弾。明治、
大正、昭和、平成にわたる時代の転変を背景に、卒寿を迎
えた著者が自分の人生行路や学問遍路を回想した書き下ろ
しの「自分史」。
冊

従来の日米関係史において見逃されがちであった、1906年
にサンフランシスコで起きた日本人学童隔離問題の発生理
由を、当時のサンフランシスコ市政の特殊な政治状況に求
め、研究・考察する。

ISBN978-4-8460-0064-6

四六判並製／207頁

欠陥・自動車業界

定価（本体価格1500円+税）

�̶̶自動車ジャーナリズムの内輪話

2000年7月刊

高齋正 著

ISBN978-4-8460-0175-9

四六判上製／264頁

公益の時代

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶市場原理を超えて

2002年3月刊

小松隆二 著

ISBN978-4-8460-0238-1

四六判上製／282頁

感性と社会

定価（本体価格3000円+税）

�̶̶こころと技術の関係を問いなおす

2004年12月刊

日本感性工学会�感性社会学部会 編

ISBN978-4-8460-0307-4

四六判上製／229頁

第四世代の協同組合論

定価（本体価格2200円+税）

�̶̶理論と方法

2002年9月刊

石見尚 著

ISBN978-4-8460-0368-5

冊

自動車ジャーナリズムにはタブーがある。メーカーの姿勢
に疑問をもっても、それがタブーであったら触れてはなら
ない。自動車評論家とモータージャーナリストが言及しな
かった、クルマ情報のウソホントを収載。
冊

21世紀は「公益の時代」にならなければならない。公益と
は何か。公益学とは何か。多くの課題や事例、その歴史や
現状を考察、検討する。2001年に行った市民講座の内容を
もとにまとめたもの。
冊

〈こころ〉を豊かにする技術とは何か。モード、建築、デ
ザイン、メディア、ライフスタイルなどの諸相から技術社
会における感性の役割を再評価し、21世紀に求められる
「モノづくり」のあり方を探る。感性社会学への誘い。
冊

公益学と地域通貨の理念をふまえ、農協、森林組合、医療
生協、福祉生協、ワーカーズ・コープなどの近年の事例に
基づいた「ポスト資本主義」としての協同社会の原理を考
える。
冊
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社会保険再生への道

定価（本体価格2000円+税）
2003年9月刊

喜多村悦史 著

ISBN978-4-8460-0372-2

四六判上製／189頁

少子高齢社会の未来学

定価（本体価格2500円+税）
2003年12月刊

毎日新聞社人口問題調査会 編

定価（本体価格1500円+税）
2004年2月刊

牛場靖彦 著

定価（本体価格2000円+税）
2004年6月刊

小松隆二 著

定価（本体価格1000円+税）
2002年5月刊

塚本貴胤 著

定価（本体価格2000円+税）
2004年10月刊

高斎正 著

定価（本体価格2500円+税）
2005年12月刊

毎日新聞社人口問題調査会 編

大学地域論

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶大学まちづくりの理論と実践

2006年6月刊

伊藤眞知子、小松隆二� 編著

ISBN978-4-8460-0672-3

四六判上製／286頁

大学地域論のフロンティア

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶大学まちづくりの展開

2007年3月刊

伊藤眞知子、大歳恒彦、小松隆二�編著 その他

ISBN978-4-8460-0675-4

四六判上製／221頁
定価（本体価格2500円+税）
2007年8月刊

毎日新聞社人口問題調査会 編

冊

超高齢化と超少子化の間で人口問題を考える。日本の労働
力の問題、移民の受入れと労働力確保の問題、女性労働の
問題など専門家がデータに基づき、その予測と対応策を示
す。

ISBN978-4-8460-0670-9

四六判上製／347頁

超少子化時代の未来学

冊

トヨタは文化なき田舎会社、三菱自動車は叩かれ放題……。
新型車の詳しい情報をインターネットで伝えられる現在、
自動車メーカーはなぜそうしないのか？ 太鼓持ちとちんど
ん屋を飼い、裏付けゼロで偉がる問題体質を糾弾する。

ISBN978-4-8460-0550-4

四六判上製／224頁

人口減少社会の未来学

冊

アウトローが明かす巨額“手形詐欺“事件の真実。1981年、
恐喝及び恐喝未遂事件の容疑者として逮捕された山崎正友
の悪行を、証拠隠滅に荷担した本人である著者が自身の懺
悔も込めて告白する。

ISBN978-4-8460-0531-3

四六判上製／272頁

ここまで堕ちた自動車業界

冊

非営利活動の新地平へ 新しい学問「公益学」の提唱者が
つづる啓発の書。公益の概念規定から、非営利活動の歴史、
現状にいたるまで、超領域的な視点に基づきつつ独自の論
評を展開する。

ISBN978-4-8460-0387-6

四六判並製／183頁

私は山崎正友を詐欺罪から救った!!

冊

数取り（工夫は成功の元）、百川（思い込みでリスク増
大）、てれすこ（交渉時の機転）といった落語に潜む危機
管理のヒントから、リスクをどう養うか、リスクに強くな
る自分づくり、危機管理の鉄則などを学ぶ。

ISBN978-4-8460-0382-1

四六判上製／328頁

公益とは何か

冊

少子高齢化の問題を経済学・社会学・保健医療など各分野
の第一人者が豊富なデータを基に議論する試み。来るべき
人口減少と日本社会との関わりを検討する。2002年4月と
2003年6月の定例研究会の発表要旨を収録。

ISBN978-4-8460-0378-4

四六判並製／269頁

落語に学ぶ危機管理

社会保険の将来は本当のところ、いったいどうなるのか。
現職の内閣府・総括政策研究官が、少子高齢・成熟経済下
の日本において、危機に瀕する社会保険制度を再生すべく、
「統合・一元化」改革を提言する。

ISBN978-4-8460-0680-8

冊

日本最初の「大学まちづくり」論。東北公益文科大学(山形
県庄内地域)の教職員・学生が五年間にわたり、地域と一丸
となって取り組んできた大学と地域再生のための貴重な実
践記録を含む試み。
冊

「大学まちづくり」に先駆的に取り組んできた東北公益文
科大学(山形県庄内地域)の教職員による、大学地域論の
「理論化作業」と、地域を活性化させてきた数々の「実践
記録」の報告。
冊

人口減少の理由は何か? 出生率の回復はあり得るか? 少子
化がもたらすものは何か? 2006年2月から2007年1月にか
けて毎日新聞社人口問題調査会で発表された、6人の専門
家による報告と質疑応答を収録する。
冊
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就職氷河期応援歌

定価（本体価格1500円+税）

�̶̶1万本の「添削」から見えたもの

2009年1月刊

西垣戸勝 著

ISBN978-4-8460-0699-0

四六判並製／305頁

争議屋

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶戦後労働運動の原点

2009年7月刊

平沢栄一 著

ISBN978-4-8460-0862-8

四六判並製／286頁

いのちを守る労働運動

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶最前線9人の証言

2010年7月刊

設楽清嗣・高井晃 編著

ISBN978-4-8460-0874-1

四六判上製／272頁

共創のまちづくり原論

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶環境革命の時代

2011年2月刊

小松隆二�白�迎玖�小林�丈一 著

ISBN978-4-8460-0883-3

四六判上製／232頁

父子家庭が男を救う

定価（本体価格1800円+税）
2012年5月刊

重川治樹 著

恋する★シュウカツ

定価（本体価格1200円+税）

�̶̶「フェイスブック就活」時代の創職論

2012年12月刊

赤羽良剛 著

ISBN978-4-8460-1198-7

四六判並製／208頁

東京農場

定価（本体価格1200円+税）

�̶̶坂本多旦いのちの都づくり

2013年3月刊

松瀬学 著

ISBN978-4-8460-1222-9

四六判上製／320頁
定価（本体価格3000円+税）
2013年3月刊
都留文科大学ジェンダー研究プログラム七周年記念出版編集委員会 編

定価（本体価格2200円+税）
2015年6月刊

石見尚 著

定価（本体価格3800円+税）
2016年11月刊

松浦寛 著

冊

ゆたかな共創のまちづくりとはなにか。まちづくりと環境
革命・脱温暖化/街路樹の意義/大学・学生の役割、最初の
まちづくり思想家等について、理論と活動の両面から考察
する。
冊

男女の解放と父子家庭。新聞記者の仕事につきながら、二
児を育てた著者は、「育児」が「育自」であることを発見
し、今日の社会をより豊かにするために、全ての男性が
「父子家庭」を体験せよと提唱する。
冊

フェイスブック就活時代の《51の法則》 本当は皆さんも、
うすうす気がついているのではありませんか。「こんなや
り方はおかしい、むなしい」と。今までの「就活」への先
入観を捨て、胸を張って「就活」へ立ち向かうための《51
の法則》
冊

大都市にこそ農場を！ 山口県で「船方総合農場」を成功
させた農業経営のカリスマ “坂本多旦” が、東京湾の「夢の
島」に農場をつくり、地球再生への道筋を示す。

冊

歴史的に形成された社会的、文化的性としてのジェンダー。
性別役割や両性の関係、価値・規範の形成過程を検証しつ
つ、社会的マイノリティ・差別人種についても考察する。
今日のジェンダー研究の先駆を担う本格論集。
冊

「協同社会」概念を『都市に村をつくる』で提示した著者
が、グローバル化を視野に入れ、長野県坂城町・山形県長
井市・東広島市小田地区の協同組合運動を独自の視点で紹
介する。

ISBN978-4-8460-1434-6

A5判上製／328頁

日本人の〈ユダヤ人観〉変遷史

冊

京品ホテル闘争・年越し派遣村・スカイラーク過労死、大
企業労組の非正規労働者圧殺等々の問題を軸に、「企業別
労働組合」の変貌と再生への道を、最先端で闘う9名の証
言で徹底検証する。

ISBN978-4-8460-1232-8

四六判上製／224頁

日本型協同社会論事始め

冊

「争議屋」の異名をとる著者が、総同盟書記時代(1946年)
から1980年までの労働運動の体験の数々を、指導してきた
争議―目黒製作所争議、般若鉄工所争議、川岸仙台の争議
など―を中心に縦横に語り尽す。

ISBN978-4-8460-1146-8

四六判並製／160頁

ジェンダーが拓く共生社会

金融危機の勃発で、就職戦線は〈売り手市場〉から〈買い
手市場〉へと変貌し、「内定辞退」や「内定取り消し」の
通知が飛び交っている。これまで、多くのES・論作文の添
削を行ってきた著者が、若者たちの挫折とその再生を活写
する。

ISBN978-4-8460-1490-2

冊

明治時代に始まる「日ユ同祖論」のバリエーションである
昭和・平成のユダヤ人論の系譜を明らかにしつつ、「日ユ
同祖論」の陥穽を、斬新なキリスト教理解のもとに抉り出
す！
冊
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川柳でよむ世相あれこれ�2013~2014

定価（本体価格1500円+税）
2015年12月刊

原田誠治 著

ISBN978-4-8460-1491-9

四六判上製／240頁

人間力とは何か

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶3・11を超えて

2016年6月刊

東日本国際大学東洋思想研究所�編 編

ISBN978-4-8460-1541-1

四六判並製／200頁

ラスベガスを創った男たち

定価（本体価格1500円+税）
2016年6月刊

烏賀陽正弘 著

ISBN978-4-8460-1542-8

四六判並製／112頁

「0歳児保育」は国を滅ぼす

定価（本体価格1000円+税）
2016年8月刊

網谷由香利 著

定価（本体価格1500円+税）
2016年8月刊

中島隆 著

定価（本体価格1600円+税）
2017年3月刊

吉村作治 著

定価（本体価格2500円+税）
2017年5月刊

小田光雄 著

定価（本体価格5800円+税）
2017年5月刊

小田光雄 著

定価（本体価格2600円+税）
2018年5月刊

金子晋右 著

ISBN978-4-8460-1703-3

四六判並製／324頁

危機の時代と「知」の挑戦（上）

定価（本体価格2500円+税）
2018年4月刊

照屋寛之�萩野寛雄�中野晃一 編著

冊

古代エジプトと儒教の知恵に学ぶ、人間力回復の道とは。
ほんとうの人間力をつけたいと思っているすべての人に勧
める。古代エジプトと儒教の知恵が21世紀に甦る。──佐
藤 優（作家・元外務省主任分析官）
冊

〈郊外〉論の原点の復刊。ロードサイドビジネスの経験か
ら、〈郊外〉を戦後社会のキーワードとし、統計資料で
1960〜90年代を俯瞰する一方、文学作品の解析を通して日
本的〈郊外〉を活写する！
冊

郊外／混住社会〉を巡る物語。郊外論の嚆矢である『〈郊
外〉の誕生と死』（1997年）から20年。21世紀における
〈郊外／混住社会〉の行末を、欧米と日本の小説・コミッ
ク・映画を自在に横断して読み解く大著！

ISBN978-4-8460-1623-4

四六判上製／280頁

グローバリズムの終焉と日本の成長戦略

冊

ニッカポッカたちの社会貢献 とある会合で出会ったペン
キ屋同士がはじめたボランティア活動は、瞬く間に日本全
国のペンキ屋を巻き込み、国内のみならず世界を股にかけ
た活動にまで発展する。−−その軌跡と心意気に迫る！

ISBN978-4-8460-1610-4

A5判上製／776頁

郊外の果てへの旅／混住社会論

冊

0歳児と「母子同一化」の理論。赤ちゃんと母親が離れる
「0歳児保育」は危険がいっぱい！ 多くの心の病気の原
因が乳幼児期の母子分離にあることを、豊富な臨床経験か
ら説く。

ISBN978-4-8460-1600-5

四六判上製／280頁

〈郊外〉の誕生と死

冊

ラスベガスのパイオニアともいえる〈バグジー〉・シーゲ
ル、彼を影から支えていたM.ランスキー、その2人を配下
に暗躍していた〈ラッキー〉・ルチアーノ。旧知の中であ
る3人のマフィアの生涯をたどり、カジノ一大都市ラスベ
ガスの実態に迫る！

ISBN978-4-8460-1560-2

四六判上製／248頁

人間力回復宣言

冊

【昌平黌出版会発行】東日本大震災から満５年。心の復興
と共に、いま人間力の深化が求められている。第一級の識
者８名の熱きメッセージ！ 山脇直司、森田実、中野信子、
玄侑宗久、孔垂長、小島康敬、片岡龍、二宮清純著。

ISBN978-4-8460-1555-8

四六判並製／264頁

塗魂

現代日本をコラムと川柳で読む！元静岡新聞主筆でコラム
「大自在」などを20年余り執筆した筆者は、退職後、B5版
一枚の『ひだまり』（週刊）を自ら発行し、3.11以降の政
治・教育・文化を鋭く風刺し続ける！

ISBN978-4-8460-1708-8

冊

混迷を深める世界、閉塞感が強まる日本。
しかし、希望ある未来は切り拓ける。
反グローバリズムが強まる21世紀、日本は再び高度成長を
実現することができる。市場原理主義により荒廃した世界
に、平和と安定を築く戦略を提示する。
冊

日本の戦後社会が歩んできた道が大きく方向転換しようと
している現在、社会科学を専門とする学者たち10名がさま
ざまな国内的課題について「知」の取り組みを行う。中野
晃一、高良鉄美、萩野寛雄ほか。
冊

■社会・教育 ≫ 社会
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四六判並製／344頁

危機の時代と「知」の挑戦（下）

定価（本体価格2500円+税）
2018年4月刊

長谷川雄一�吉次公介�スヴェン・サーラ 編著

ISBN978-4-8460-1709-5

四六判上製／256頁

人間力を磨く

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶東日本国際大学講演集Ⅱ

2018年3月刊

東日本国際大学東洋思想研究所�編 編

ISBN978-4-8460-1717-0

地域学叢書1

四六判並製／312頁

小平学・まちづくり研究のフロンティア

定価（本体価格2500円+税）
2018年10月刊

白梅学園大学小平学・まちづくり研究所 編／山路憲夫ほか 著

日本の戦後社会が歩んできた道が大きく方向転換しようと
している現在、社会科学を専門とする学者たち9名がさま
ざまな国際的課題について「知」の取り組みを行う。吉次
公介、比屋定泰治、サーラ・スヴェンほか。

ISBN978-4-8460-1749-1

冊

現代の歴史的・文明的課題を直視し、人間力をいかに磨き
深めるか。著名人・八名のメッセージ。柳美里、西園寺一
晃、森田実ほか。

冊

〈総合知〉としてのまちづくりとは？ 研究者、医師、市
民活動家、市職員、司書、社会福祉士ら総勢16名の著者が
歴史と伝統、生活と文化、自然と環境、住民活動、医療・
介護・福祉等さまざまな側面から「まちづくり」について
検証し、小平市の実像を明らかにする。
冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊
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冊

四六判上製／200頁

検証�大学改革

定価（本体価格1500円+税）

大学「冬の時代」における大学改革のカギを、大学改革の
現状の具体例を挙げつつ検討するレポート。これから生き
残る大学になるための方策がここにある。

1994年7月刊

黒木比呂史 著

ISBN978-4-8460-0018-9

B6判製／203頁

迷走する大学

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶「大学全入」のXデー

1999年6月刊

黒木比呂史 著

ISBN978-4-8460-0067-7

A5判上製／180頁

教師と子供のポートフォリオ評価

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶総合的学習・科学編

1999年5月刊

エスメ・グロワート 著／鈴木秀幸 訳

ISBN978-4-8460-0071-4

四六判上製／205頁

り・すたーと

定価（本体価格1200円+税）

�̶̶高校を中退した若者への応援歌

1999年8月刊

久保治雄 著

ISBN978-4-8460-0073-8

下村式・国語教室1

四六判上製／250頁

わかってる先生のことば講義

定価（本体価格2000円+税）

冊

目前に迫った「大学合格率１００％」は大学をどう変える
か？ 教育現場から各種資料を蒐集・分析して、生き残り
のための大学像を模索する。

冊

ポートフォリオを科学や総合的学習の評価に用いるにはど
うすればよいか。イギリスにおけるナショナル・カリキュ
ラムの改訂に伴い、評価計画の作成段階から学年末の記録
に至るまで評価の一連の実施過程を具体的に、わかりやす
く述べる。
冊

挫折は誰にでもある。心配ご無用。全員高卒か大検資格を
取得、カナダ短期留学へ。熱血校長前川篤を通して描く“奇
跡の学校”のすべて。

冊

具体的な質問に、丁寧にやさしく答えながら〈ことば〉の
もつ面白さを発見する一冊 !

1999年6月刊

下村昇 著

ISBN978-4-8460-0189-6

下村式・国語教室2

四六判上製／230頁

わかってる先生の漢字講義

定価（本体価格2000円+税）

冊

漢字はすばらしき「メルヘン」だとして、その〈成り立
ち〉を説きながら漢字学習の面白さについて語る一冊！
シリーズ第２弾。

1999年6月刊

下村昇 著

ISBN978-4-8460-0190-2

下村式・国語教室3

四六判上製／271頁

わかってる先生の読みとり講義

定価（本体価格2000円+税）

冊

文章を理解する〈要約力〉を身につけて、主語と述語、こ
とばの掛かり受けなど読みとりの面白さに迫る一冊!

1999年6月刊

下村昇 著

ISBN978-4-8460-0191-9

四六判上製／284頁

アラン教育随筆

定価（本体価格2500円+税）
1999年1月刊

アラン 著／橋田和道 訳

冊

「よく生きる」ための教育とは何か。生涯を一教師として、
フランス各界に多くの優れた知性を送り出した哲人・アラ
ンによる実践的人間教育論79編。混迷を続ける現代の教育
の根幹を問う大きな指針となる本。

ISBN978-4-8460-0281-7

A5判上製／288頁

新しい評価を求めて

定価（本体価格3500円+税）

�̶̶テスト教育の終焉

2001年7月刊

キャロライン・V・ギップス 著／鈴木秀幸 訳

ISBN978-4-8460-0286-2

冊

教師が生徒を評価する際、基準となるものは何か。1980年
代以降、英国において飛躍的な進歩を遂げた学習理論研究
の成果を説き明かし、パフォーマンス評価、クライテリオ
ン準拠評価等、時代に即した様々な評価方法を提示する。
冊
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四六判並製／224頁

私立大学のクライシス・マネジメント

定価（本体価格2300円+税）

�̶̶経営・組織管理の視点から

2003年6月刊

小日向 允 著

ISBN978-4-8460-0371-5

四六判並製／256頁

21世紀の大学

定価（本体価格1500円+税）

�̶̶開かれた知の拠点へ

2004年5月刊

中嶋嶺雄 著

ISBN978-4-8460-0503-0

四六判上製／368頁

授業空間論

定価（本体価格2500円+税）

�̶̶高校における文学教育

2005年5月刊

関直彦 著

ISBN978-4-8460-0506-1

四六判上製／280頁

教育問題の答

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶アメリカの実践と日本の現実

2007年11月刊

阿部憲仁 著

ISBN978-4-8460-0507-8

四六判上製／168頁

大学版PISAの脅威

定価（本体価格1800円+税）

�̶̶グローバリゼーションと大学偏差値

2008年11月刊

黒木比呂史 著

ISBN978-4-8460-0509-2

四六判上製／312頁

子育て未来地図

定価（本体価格1600円+税）

�̶̶みんなで子育てするために母親たちがとりくんだこと

2004年10月刊

渡辺寛 著

ISBN978-4-8460-0551-1

四六判上製／240頁

百万母力

定価（本体価格1500円+税）

�̶̶『お母さん業界新聞』コラム集

2010年2月刊

藤本裕子 著

ISBN978-4-8460-0869-7

四六判上製／176頁

「奇跡の進学塾」リトルジーニアスの挑戦

定価（本体価格1500円+税）
2014年2月刊

仲戸川智 著

近大はマグロだけじゃない！

定価（本体価格1600円+税）

�̶̶Alternative KINDAI

2016年2月刊

西堂行人 TOPs 著

ISBN978-4-8460-1505-3

四六判並製／264頁
定価（本体価格1800円+税）
2017年4月刊

西山千恵子・柘植あづみ�編著 編著

冊

激動する国際環境の中で、日本の大学は生き残れるか。多
年、教育行政に関わり、今また日本初の公立大学法人「国
際教養大学」を立ち上げた著者による待望の大学改革論。

冊

教師・生徒・テキストをめぐる葛藤。高校国語教師として
40余年のキャリアを持つ著者が石川啄木「煙一」、森鷗外
『舞姫』、芥川龍之介『羅生門』、中島敦『山月記』、安
部公房『赤い繭』等を俎上に載せ、自己の体験を踏まえて
その構造に迫る。
冊

高校、大学、アメリカ現地等で移民たちに英語を指導した
多彩な経歴を持つ著者が、日本の教育が抱え込んでいるい
じめや授業崩壊といった教育の根本問題の解決策を示唆す
る！
冊

OECDによる大学版PISA＝学習到達度調査が「外圧」とし
て日本の大学にショックをあたえる。「大学版PISA」の特
徴とその対策を、綿密な取材に基づいて検証する。

冊

本当にほしいものは、みんな「子育て」からみつかる。ひ
とりをまるごと大切に、いのちのケアの新しいコミュニ
ティへ。母親たちの呼びかけで始まった、ある子育てネッ
トワーク活動のケースを報告し、その理念を綴る。
冊

情報紙『お母さん業界新聞』の名編集長・藤本裕子の辛口
コラム「八面六臂」が本になった! 悩んでいるお母さん、
もっともっと子育てを楽しみたいお母さん、すべてのお母
さんたちにおくる、熱いメッセージ。
冊

家族的情味があって、そのうえに親からは伝えにくい厳し
さで、ここぞと叱咤する。主治医のような夫婦塾。ありそ
うで、なかなかない進学塾。偏差値ではなく、人となりを
みるから学力が伸びる。進学塾「リトルジーニアス」の取
り組みとは。

ISBN978-4-8460-1310-3

四六判並製／256頁

文科省／高校「妊活」教材の嘘

４０余年におよぶ私立大学での経験をふまえて１８歳人口
の激減期をむかえた大学の将来像を「管理運営」という従
来の視点からではなく“経営管理”という新しい手法で考察
する。

ISBN978-4-8460-1626-5

冊

大学は実験の場である 近年 “マグロ大学” と名高い近畿大
学で18年間、演劇の教鞭をとってきた編者と学生たちによ
る演習の軌跡、21世紀における新たな芸術論、大学論、を
提唱する。
冊

妊娠・出産に関するウソの構造。2015年8月、文科省は少
子化対策を盛り込んだ高校保健体育の教材『健康な生活を
送るために』を発行したが、そのなかの「妊娠のしやすさ
と年齢」グラフは改ざんされたものだった！
冊
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四六判上製／200頁

大学の経営管理

定価（本体価格2000円+税）

�̶̶原論の試み

2017年8月刊

小日向允 著

ISBN978-4-8460-1634-0

四六判上製／184頁

牧口常三郎と創価教育学

定価（本体価格2000円+税）
2013年1月刊

古川敦 著

定価（本体価格2000円+税）
2010年8月刊

古川敦 著

定価（本体価格2000円+税）
2012年3月刊

古川敦 著

冊

『創価教育学体系』のなかから、「教師の使命と社会的責
任」について論じたテキストを抽出。それらに〈注〉と
〈補注〉を施して、創価教育学の体系的・総体的理解に迫
る好著！

ISBN978-4-8460-0980-9

四六判上製／240頁

牧口常三郎の教育思想

冊

創価教育学説の現代的意義とは？ 『創価教育学体系』
（全４巻）を中軸にして「牧口教育思想」の生成とその発
展の筋道を牧口自身の信仰の深化との関連で捉まえる！

ISBN978-4-8460-0510-8

四六判上製／184頁

牧口常三郎の教師論

大学とはなにか、その存在意義とは──。あるべき教育研究
活動とそれを支える経営を「経営管理」の視点から問い直
す。国・公・私立それぞれについて、成り立ちと運営を解
説。近年その重要性が叫ばれる大学職員の職能開発（Ｓ
Ｄ）についても詳述する大学関係者必読の書。

ISBN978-4-8460-1134-5

冊

牧口著『創価教育学体系』（全４巻）の中から「教育思
想」に関する基本的なテキストを抜粋。それに〈注・補
注〉を施し、かつ〈主要命題〉を選定して、創価教育学の
総合的理解に迫る！
冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

