年間の時空 を超えるデザイン とその哲学

川崎和男

978‑4‑623‑06011‑5

木版画作
品

六百余点
エピソー
と
ド・資料で
つづる

異才・木
田
安彦の
自伝的作
品集！

サッカージャーナリストの第一人者が描く

国立競技場 の 年
２５００円
978‑4‑623‑06739‑8

明治神宮外苑から見る日本の近代スポーツ

後藤健生著

黒田 勇編著

２５００円

978‑4‑623‑05941‑6

メディアスポーツへの招待

978‑4‑623‑07051‑0

978‑4‑623‑05660‑6

︻ＢＡＳＩＣ公共政策学︼

長峯純一著
３５００円
﹁理想の力﹂
が切り拓く政治の可能性とは

福祉国家変革の理路
新川敏光著
３８００円
世紀型社会保障への方向性を提示する

井上 俊／菊 幸一編著
２５００円
978‑4‑623‑06118‑1

よくわかるスポーツ文化論

978‑4‑623‑07004‑6

世界 はなぜ社会保障制度 を創ったのか

田多英範編著
７５００円
超大国中国が挑む社会保障制度

序文
２４００円

石井桃子の翻訳は

978‑4‑623‑07026‑8

978‑4‑623‑07067‑1

竹内美紀著●﹁声を訳す﹂文体の秘密 ４２００円

２４００円

Ｆ・Ｈ・バトルほか著 河村能夫 ほか監訳 ７５００円

978‑4‑623‑07014‑5

978‑4‑623‑06727‑5

978‑4‑623‑07017‑6

978‑4‑623‑04662‑1

978‑4‑623‑06686‑5

農業社会学の学術的意義と達成を解説
アメリカにおける
形成と展開

橋本卓爾 ／大西敏夫 ／藤田武弘ほか編著 ３０００円

食 と農 の経済学 ﹇第２版﹈

西村周三 ／京極髙宣ほか編著 ６５００円 978‑4‑623‑07048‑0
現代の食料・農業・農村を考える
日本では稀有な視点を提示した必読の啓蒙書

桝潟俊子／谷口吉光／立川雅司編著 ２８００円

生命と地域の
視点から

多彩な理論と実践を通して︑今を読み解き未来を探る

鳥飼玖美子編著

よくわかる翻訳通訳学

978‑4‑623‑06981‑1

なぜ子どもをひきつけるのか

978‑4‑623‑05052‑9

﹁花子とアン﹂原案となった﹃アンのゆりかご﹄

978‑4‑623‑07018‑3 著者の村岡恵理 氏も執筆！

中国 における医療保障改革
３５００円

３２００円

梅原 猛

―――――

熱狂の芸術家

増地あゆみ編著

頁 ２６００円

福野光輝 ／山中 亮ほか著 ２５００円

社会でいきる心理学

＊Ａ５判美装

産業・組織心理学を働く人の視点で学ぶ
――
伊波和恵／髙石光一／竹内倫和編著

978‑4‑623‑05338‑4

978‑4‑623‑06370‑3

978‑4‑623‑06008‑5

978‑4‑623‑07056‑5

マネジメント の心理学

ストーリーから描き出す︑
〝働く人〟
すべてに役立つ入門書

978‑4‑623‑06751‑0

農業 の社会学

978‑4‑623‑06598‑1

Ｊ・Ｊ・カッシオーラ 著

松野 弘監訳 岡村龍輝ほか訳 ４８００円

３５００円

環境危機を救う制度改革に繋げる理解を目指す

現代環境思想論
松野 弘著

今西番記者が見た自然学のパイオニア︑
ダーウィンと対決した独自の進化論・世界観

今西錦司伝
﹁すみわけ﹂から自然学へ
＊Ａ５判上製 頁４５００円

斎藤清明 著
978‑4‑623‑07090‑9

２４００円

職場のメンタルヘルス

＊申込方法・詳細などは弊社HP又は
お電話にて（075-581-5191）。

回
日本エッセイスト・クラブ賞受賞！

藤本 修著 ●こころの病気の理解・対応・復職支援

２５００円

絶対役立つ教養の心理学
藤田哲也編著 ●人生を有意義にすごすために

第２講開講日：7/4
（金）
第3講開講日：7/25
（金）
時 間：各日15〜17時
ところ：ミネルヴァ書房1号館
資料代：500円

天才 と異才 の
日本科学史

木田安彦木版画集成
２８００円

978‑4‑623‑06765‑7

ライフステージから学ぶ法律入門
アジア経済危機以降の
アジア／アジア太平洋

開国からノーベル賞まで︑ 年の軌跡

テーマ：

吉田 稔／北山雅昭／渡邉隆司編著

白石 隆氏

978‑4‑623‑06682‑7

（政策研究大学院大学学長）

頁２５００円

月新刊︼

きわめる

＊四六判美装

︻

船岡 誠著
978‑4‑623‑07104‑3

３０００円

伝説に彩られた日蓮の人物像を解明

佐藤弘夫著
978‑4‑623‑03958‑6

第１回講師：

産業文明の死

制度再考にむけた学際的・政策科学的アプローチ
社会保障 の国際比較研究 食 と農 の社会学

松山一紀著

日本人労働者の帰属意識

坂井秀吉／柳原 透ほか編著 ３８００円
働く人の心から見つめ直す人的資源管理

現代の開発経済学

稲葉陽二／大守 隆ほか著 ２８００円
最新の研究成果を踏まえた︑
待望の概説書

多層に重なる複合的相互作用現象を解きほぐす
ソーシャル・キャピタル 赤毛のアン
﹁きずな﹂
の科学とは何か 桂 宥子／白井澄子編著

久保英也編著

︵編集工学研究所所長︶

松岡正剛
――

クロード・ニコラ・ルドゥーや
ブルーノ・ムナーリよりも
律儀で自由に﹁円と正方形﹂を
デザイン関数にできる奴なんて
いないだろうと思っていたら︑
川崎和男がいた︒

プロダクトデザイナー・川崎和男の四〇年間のデザイン活動をまとめ︑
二〇〇点余の作品を紹介︒
彼のデザイン哲学を形成した半生を評伝としてまとめ︑
松岡正剛︑石黒浩︑内藤廣︑蓑豊︑生田幸士等各界からの寄稿︑
詳細な年表から人間・川崎和男にも迫る︒

四六判上製

倉俣史朗 のデザイン
川崎和男 著 夢の形見に

費用対効果

効率的な資源配分につながる制度設計とは

242

２５００円

「究」
セミナー開催！

後藤秀機 著

曹洞宗の開祖︑求道の生涯に迫る

道 元
日 蓮

の
今西伝
！
版
決定

多彩なエピソードで綴る
近現代日本科学史

◆ セミナーのご案内◆

第

頁２４００円

３Ｄ立体プリント
「人工心臓1st Model」
付表紙
特殊印刷加工函入
Ａ４変型判上製・302頁
15000円 978‑4‑623‑06663-6

６

150

420

最新刊

21

408

A4変型判上製／美装函入550頁15000円 978‑4‑623‑06371-0
［会期］2014年7月2日
（水）
〜5日
（土）
［会場］東京ビッグサイト
（東京・有明）
※招待券などの詳細は、公式HP
（www.bookfair.jp）
をご覧ください。

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＊表示価格税別

100

シリーズ
もっと
知りたい
名作の世界

本年も「東京国際ブックフェア」に
出展し、新刊本・話題書からロング
セラーまで一挙に展示・受注・販
売します。弊社社長も２日の「専
門セミナー」で講演しますので、
ぜひお越しください。

6 月 出版案内
四六判上製 毎月１０日刊

264

東京国際ブ
クフェア
ェア
東京国際ブックフ
出展のお知らせ
出展のお知らせ

40

62

ミネルヴァ日本評伝選

