ファイスナー︑
マッカーサー︑
ＧＨＱ︑吉田茂︑正力松太郎
メディアの巨人たちの知られざる暗闘

占領・冷戦・再軍備のはざまで

……

四六判美装

頁２９４０円

頁２６２５円

読売・京都 ︵１／５︶︑
日経 ︵１／ 新
︶ 聞 などで
紹介された
注目書 ！

四六判上製

こうしてテレビは始まった
有馬哲夫著
サッカージャーナリストの第一人者が描く︑
﹁ 聖 地 ﹂神 宮 外 苑 か ら 見 た 激 動 の 日 本 近 現 代 史

国立競技場 の 年
明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ

12

日清戦争祝捷大会潜入記

戦争 という見世物
木下直之著
名著復刊！ カッシーラー晩年の未公刊の講義・論文集

四六判上製

きわ

頁２９４０円
978‑4‑623‑06787‑9

978‑4‑623‑06772‑5

978‑4‑623‑06739‑8

翻訳通訳の魅力的な世界を存分に味わえる入門書

鳥飼玖美子編著
Ｂ５判美装 頁２５２０円

３１５０円

978‑4‑623‑06784‑8

大津由紀雄編著 ●ことばの世界をさぐる 章

978‑4‑623‑05580‑7

２９４０円

978‑4‑623‑06727‑5

よくわかる翻訳通訳学

978‑4‑623‑06755‑8

象徴・神話・文化

Ｄ・Ｐ・ヴィリーン編 神野慧一郎ほか訳 ８４００円

滝田賢治編著

章

２９４０円

978‑4‑623‑06140‑2

２９４０円

978‑4‑623‑06121‑1

はじめて学ぶ社会言語学

日比谷潤子編著 ●ことばのバリエーションを考える

齊藤美野著 ●翻訳王・森田思軒の功績

978‑4‑623‑06446‑5

６３００円

近代日本 の翻訳文化 と日本語

978‑4‑623‑05876‑1

岩下明裕編著
４７２５円 978‑4‑623‑06781‑7
激変する中国経済の現状と課題を解説 ︻好評重版︼

現代中国経済論
加藤弘之／上原一慶編著
３３６０円
社会政策 第５巻第２号︵通巻第 号︶

978‑4‑623‑06496‑0

３６７５円

言語文化の深層をたずねて
︼
my life my world

１５７５円

978‑4‑623‑06793‑0

理学療法士まるごとガイド﹇第３版﹈
日本理学療法士協会監修

日本作業療法士協会監修

１５７５円

978‑4‑623‑06758‑9

作業療法士まるごとガイド﹇第３版﹈
田中美恵子監修

１５７５円

978‑4‑623‑06471‑7

看護師まるごとガイド﹇改訂版﹈
安藤雄太監修

１５７５円

978‑4‑623‑06458‑8

ボランティアまるごとガイド﹇改訂版﹈
日本言語聴覚士協会監修

１５７５円

978‑4‑623‑03827‑5

言語聴覚士まるごとガイド
１５７５円

978‑4‑623‑06499‑1

978‑4‑623‑04489‑4

義肢装具士まるごとガイド
日本義肢装具士協会監修

２０１４年２月刊行
978‑4‑623‑06975‑0

978‑4‑623‑06973‑6

郷
② 土料理を知ろう

①
一汁三菜とは

③
懐石料理を知ろう

齋藤 孝 先生推薦！

２０１４年３月刊行＊ 978‑4‑623‑06976‑7

④
和食からＷＡＳＨＯＫＵへ

②調べよう！

見てみよう！

① 調べよう世
！ 界の本屋さん
本屋さんの仕事
③

978‑4‑623‑06940‑8

978‑4‑623‑06938‑5

978‑4‑623‑06939‑2

日本の本屋さん

貴重な史料満載！ 日本の出版文化のはじまりに迫る

秋田喜代美 ︵東京大学教授︶監修

978‑4‑623‑06974‑3

地方色豊かな郷土料理から︑
日本の食文化を学べる

レシピ付き

全国保健師教育機関協議会監修 １５７５円

保健師まるごとガイド
服部幸應／服部津貴子 監修

978‑4‑623‑06683‑4

医療・看護・福祉系の資格のとり方・
しごとのすべてがわかる！

社会政策学会編
２６２５円 978‑4‑623‑06989‑7 堀井令以知著 ︻シリーズ﹁自伝﹂
一番ヶ瀬の社会福祉論を現在の地平から再検討

一番ヶ瀬社会福祉論 の再検討
978‑4‑623‑06718‑3

978‑4‑623‑06662‑9

理論・計量・各国事例

岩田正美 ／田端光美ほか編著 ４７２５円
一冊で基礎から応用までまるごと学べる

比較福祉国家
鎮目真人／近藤正基編著
３６７５円
暴力の否定を貫くつばさ園の実践とは

子どものニーズをみつめる
児童養護施設のあゆみ
大江ひろみ ／山辺朗子ほか編著 ３１５０円 978‑4‑623‑06728‑2
社会学による大震災研究への第一歩
︻好評重版︼

東日本大震災と社会学

４２００円

田中重好／舩橋晴俊ほか編著 ６３００円 978‑4‑623‑06506‑6
芸術文化は支援すべきか︑
自立すべきか ︻好評重版︼

石垣尚志訳

アメリカはアートをどのように
支援してきたか タイラー・コーエン著
佐伯胖氏と大豆生田啓友氏の対談をもとに
保育という営みの根源に迫る

978‑4‑623‑06799‑2

２５２０円

978‑4‑623‑04903‑5

子ども を
﹁人間としてみる﹂
ということ
子どもとともにある保育の原点
＊四六判美装 頁２３１０円

子どもと保育総合研究所編

育ち合う保育のなかで

佐伯 胖編 新しい発達理論を浮かび上がらす︒１８９０円

岸井慶子著 ●ビデオ記録を通して保育の魅力を探る

見えてくる子どもの世界

978‑4‑623‑06457‑1

保育 の場 に子ども が自分 を開くとき

２０１４年２月刊行＊ 978‑4‑623‑06941‑5

④ もっと知りたい本
！ 屋さん の秘密

978‑4‑623‑04406‑1

乃木希典
佐々木英昭著

児玉源太郎

978‑4‑623‑06283‑6

究

２５２０円

まるごとガイドシリーズ［シリーズ既刊より］ ＊A5判美装
978‑4‑623‑06074‑0

ミネルヴァ通信 kiwameru

978‑4‑623‑06484‑7

AB判上製各40頁オールカラー総ルビ各2625円

靖夫著

◆ 2014年1月号◆

室田一樹著 ●保育者が綴る 編のエピソード記述

月新刊︼

978‑4‑623‑06962‑0

３６７５円

松村正義著

﹁国際人﹂としての本領を丁寧に描く︻

金子堅太郎

和食のすべてがわかる本

AB判上製各32頁オールカラー総ルビ各2100円

小林道彦著

森

14

野口武彦／藤本哲也／佐伯
順子／伊勢田哲治／木村 幹／
毛利嘉孝／野村 玄 他

東アジア社会政策研究 が問いかけるもの

●ことばの奥深さを知る 章

中国︑
インド︑
ロシアが織成す国際関係とは
めて学ぶ日本語学
ユーラシア国際秩序 の再編 は益じ
岡隆志編著

17

アメリカ がつくる国際秩序 はじめて学ぶ言語学

国際政治史のなかのパクス・アメリカーナ

280

27

本屋さんのすべてがわかる本

永田鉄山
978‑4‑623‑04766‑6

¥2940
¥3150
¥3150

14

〈シリーズラインナップ〉

〈シリーズラインナップ〉

308

軍人から政党政治家への覚醒を描き出す

小林道彦著

シリーズ好評既刊

共 感

める
月刊誌
﹃究﹄から
生まれた
﹁叢書・知
を究める﹂
大好評の第
２巻！

日清戦争の連戦連勝に東京中が沸いた明治 年
明治国家最初の対外戦争は︑いかに国民の心をひとつにし︑舞い上がらせたか

後藤健生著

100

340
402
200

Ｅ・カッシーラー

www.minervashobo.co.jp/

〒607-8494 京都市山科区日ノ岡堤谷町1 TEL 075-581-0296/FAX 075-581-0589＊表示価格税込

桂 太郎

四六判上製 毎月１０日刊

15

［1月号の主な執筆者］

15

１

３１５０円

定期購読者募集 定価315円
年間購読料3780円（送料・税込）

＊詳 しくは 弊 社 営 業 部（電 話
075 ‑ 581 ‑ 0296）までお問い合わ
せ下さい。
【見本誌呈】

1 月 出版案内
ミネルヴァ日本評伝選

