KE2020-71/September 2020

Digital Resources 好評発売中!!
■長い 19 世紀のフェミニズム研究に特化したデータベースが登場

ラウトレッジ フェミニズム研究 データベース

Routledge Historical Resources:

History of Feminism
Academic Editor: Ann Heilmann
（Professor of English Literature at Cardiff University, UK.）

Taylor & Francis の様々なコンテンツをまとめた主題別オンラインリソー
スである Routledge Historical Resources は特定の分野での研究や学習を支援
するための主要な一次資料およびレビューや記事、エッセイを収録し、調査
ツールを提供しております。
RHR のオンラインリソース History of Feminism は、
長い 19 世紀
（1776~1928
年）にわたるフェミニズムの魅力的な主題を網羅しております。主題に関連
した一次・二次資料へのスムーズなアクセスを可能にいたします。

Routledge Historical Resources: History of Feminism 買い切り
※正式な見積価格は最寄りの弊社営業員に別途ご用命ください。
※メンテナンス費用につきましても弊社までお問い合わせください。

■1776 年から 1928 年までのフェミニズム研究の資料を収録
■数千チャプターの一次資料が初めてデジタル化
■1,000 チャプターを超える書籍のコンテンツ
■Taylor & Francis の雑誌に収録される 100 以上の記事
■当該分野の専門家による 16 の新たなテーマ別エッセイ
■学術編集者による主題・リソースの紹介動画
■主要分野カテゴリや最新の思考について短くまとめて紹介

■DRM フリー
■IP 認証接続・同時アクセス無制限
■MARC21 レコードのご提供
■COUTER 準拠の利用統計のご提供
■モバイル端末での閲覧可能
■30 日間無料トライアル可能

無料トライアル実施中!! 詳細は弊社までお申し付けください
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長い 19 世紀にわたるフェミニズムの魅力的な主題を網羅するリソース
■Politics and Law
■Religion and Belief
■Education
■Literature and Writings
■Women at Home
■Society and Culture
■Empire
■Movements and Ideologies
◆Journal Articles：雑誌記事は、リソースの焦点を補うために、幅広い Taylor＆Francis のジャーナルから
特に選択されています。1987 年から 2015 年にかけて公表された記事が収録されています。

◆Primary Source Collection： 本データベースの一次資料コレクションは、主に Routledge Major Works
の収録コンテンツで構成されています。新たな解説と編集ノートが含まれている編集済コレクションとなり
ます。これらのコンテンツの大部分が今回初めてのデジタル化となります。

◆Secondary Source Chapters：リソースに収録される書籍のチャプターは、モノグラフやハンドブック
など、さまざまな種類のテキストから派生しています。フェミニズムの資料と関連するチャプターのみが厳
選されております。

◆Thematic Essays：テーマや主題別のエッセイは、特にこのリソースのために寄稿されたものであり、フ
ェミニズムの主要トピックの洞察を深めた概要を提供しております。

◆Subject Introductions：主要なサブジェクトのカテゴリの簡単な概要を提供するように設計されており
ます。各分野の専門家によるイントロダクションは、当該分野へのより深い興味を引き出します。

◆Gallery Images：収録されている画像はいくつかの異なるソースからのものであり、教育と研究を支援す
るために使用できます。

Modern Library Awards
**Platinum Award**
The most recent recognition for Routledge Historical Resources: History of
Feminism is a Platinum Modern Library Award for 2020.

Choice Magazine
**Highly Recommended**
"The site is attractive and intuitive, providing multiple entry points into its rich
content, with time-saving design features to aid navigation, categorization, and
discovery (...) This collection offers a rich trove of feminist scholarship, primary
research, historical context, and notable figures, wrapped in a handsome and
accessible package. Researchers interested in the historical development of
feminism and those in women's studies and related interdisciplinary programs
will find the resource immensely valuable."
-S. Markgren, manhattan College (June 2017 Vol. 54 No. 10)
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株式会社

極 東 書 店

〒101-8672 東京都千代田区神田三崎町 2-7-10 帝都三崎町ビル
TEL: 03-3265-7531 FAX: 03-3556-3761 https://www.kyokuto-bk.co.jp E-mail: info@kyokuto-bk.co.jp

History of Economic Thought 日本総代理店

株式会社

極東書店

