Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス
https://elib.maruzen.co.jp/

学術認証フェデレーションと連携
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明石書店
エリア・スタディーズ シリーズ 47タイトル好評配信中！

グローバル化時代の必携シリーズ！
同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

4７冊揃価格：

¥206,800

¥310,200

各冊価格：

¥4,400

¥6,600

書名

著編者

冊子版ISBN

商品コード

モンゴルを知るための65章 第2版（4）

金岡 秀郎

9784750336220

1016391812

現代韓国を知るための60章 第2版（6）

石坂 浩一

9784750340821

1018831498

オーストラリアを知るための58章 第3版第2刷（7）

越智 道雄

9784750331195

1016391805

アメリカの歴史を知るための62章 第2版（10）

富田 虎男

9784750329673

1016391798

現代フィリピンを知るための61章 第2版（11）

大野 拓司

9784750330563

1016391797

ブラジルを知るための56章 第2版（14）

アンジェロ イシ

9784750331386

1016391796

シンガポールを知るための65章 第3版（17）

田村 慶子

9784750338217

1016391813

現代ロシアを知るための60章 第2版（21）

下斗米 伸夫

9784750336794

1016391801

タイを知るための72章 第2版（30）

綾部 真雄

9784750340371

1018831495

イギリスを知るための65章 第2版（33）

近藤 久雄

9784750341033

1016391800

現代台湾を知るための60章 第2版（34）

亜州奈 みづほ

9784750335285

1016391793

マラウィを知るための45章 第2版（36）

栗田 和明

9784750333113

1018831507

現代イタリアを知るための44章 （49）

村上 義和

9784750321004

1016391799

アルゼンチンを知るための54章 （50）

アルベルト 松本

9784750321851

1016391808

ミクロネシアを知るための60章 第2版（51）

印東 道子

9784750341378

1018831501

カンボジアを知るための62章 第2版（56）

上田 広美

9784750335858

1016391814

タンザニアを知るための60章 第2版（58）

栗田 和明

9784750341774

1018831502

オランダを知るための60章 （62）

長坂 寿久

9784750325187

1016391807

サウジアラビアを知るための63章 第2版（64）

中村 覚

9784750342221

1018831503

現代インドを知るための60章 （67）

広瀬 崇子

9784750326429

1016391809

● 表示価格は税抜きです。
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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

書名

著編者

冊子版ISBN

商品コード

ベルギーを知るための52章 （71）

小川 秀樹

9784750329246

1018831505

スウェーデンを知るための60章 （75）

村井 誠人

9784750329987

1016391806

セネガルとカーボベルデを知るための60章 （78）

小川 了

9784750331553

1018831491

南アフリカを知るための60章 （79）

峯 陽一

9784750331836

1016391804

現代カナダを知るための57章 （83）

飯野 正子

9784750333076

1016391795

ラオスを知るための60章 （85）

菊池 陽子

9784750333090

1016391803

中国の歴史を知るための60章 （87）

並木 頼壽

9784750333434

1016391802

現代メキシコを知るための60章 （91）

国本 伊代

9784750334288

1016391794

ガーナを知るための47章 （92）

高根 務

9784750334394

1018831506

ケニアを知るための55章 （101）

松田 素二

9784750336237

1016391792

イスラエルを知るための60章 （104）

立山 良司

9784750336411

1016391817

中国のムスリムを知るための60章 （106）

中国ムスリム研究会

9784750336459

1018831492

エストニアを知るための59章 （111）

小森 宏美

9784750337371

1016391819

現代インドネシアを知るための60章 （113）

村井 吉敬

9784750337487

1016391791

ハワイを知るための60章 （114）

山本 真鳥

9784750337531

1018831500

現代スペインを知るための60章 （116）

坂東 省次

9784750337838

1016391790

スリランカを知るための58章 （117）

杉本 良男

9784750337906

1018831493

シリア・レバノンを知るための64章 （123）

黒木 英充

9784750338767

1016391818

EU(欧州連合)を知るための63章 （124）

羽場 久美子

9784750339009

1016391815

ミャンマーを知るための60章 （125）

田村 克己

9784750339146

1016391816

スイスを知るための60章 （128）

スイス文学研究会

9784750339788

1016391810

東南アジアを知るための50章 （129）

今井 昭夫

9784750339795

1018831494

ノルウェーを知るための60章 （132）

大島 美穂

9784750340470

1016391811

現代モンゴルを知るための50章 （133）

小長谷 有紀

9784750340432

1018831496

カザフスタンを知るための60章 （134）

宇山 智彦

9784750340623

1018831497

内モンゴルを知るための60章 （135）

ボルジギン・ブレンサイン

9784750342238

1018831499

スコットランドを知るための65章 （エリア・スタディーズ 136）

木村 正俊

9784750342252

1018831504

● 表示価格は税抜きです。

2019年4月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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世界人権問題叢書シリーズ
全8冊揃価格
同時1アクセス(本体)：¥60,720
同時3アクセス(本体)：¥91,080
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

森とともに生きる中国雲南の少数民族 ―その文化と権利―（87）

大崎 正治

2014

9784750339863

¥8,800

¥13,200

1018831522

オーストラリア先住民の土地権と環境管理 （84）

友永 雄吾

2013

9784750337470

¥8,360

¥12,540

1018831520

三石 善吉

2013

9784750338705

¥7,040

¥10,560

1018831521

狩俣 正雄

2012

9784750335438

¥7,260

¥10,890

1018831518

人権の精神と差別・貧困 ―憲法にてらして考える―（83）

内野 正幸

2012

9784750336985

¥6,600

¥9,900

1018831519

ドイツのマイノリティ ―人種・民族、社会的差別の実態―（72）

浜本 隆志

2010

9784750331713

¥5,500

¥8,250

1018831517

批判的ディアスポラ論とマイノリティ （70）

野口 道彦

2009

9784750329642

¥11,000

¥16,500

1018831516

ハワイの日本人移民
―人種差別事件が語る、もうひとつの移民像―

山本 英政

2005

9784750321462

¥6,160

¥9,240

1018831515

ナチス時代の国内亡命者とアルカディアー
―抵抗者たちの桃源郷―（85）
障害者雇用と企業経営
―共生社会にむけたスピリチュアル経営―（80）

世界歴史叢書シリーズ
全7冊揃価格
同時1アクセス(本体)：¥ 77,660
同時3アクセス(本体)：¥116,490
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

大河が伝えたベンガルの歴史 ―「物語」から読む南アジア交易圏―

鈴木 喜久子

2014

9784750340333

¥8,360

¥12,540

1018831513

パキスタン政治史 ―民主国家への苦難の道―

中野 勝一

2014

9784750340586

¥10,560

¥15,840

1018831514

現代アフガニスタン史 ―国家建設の矛盾と可能性―

嶋田 晴行

2013

9784750338651

¥8,360

¥12,540

1018831511

黒崎 岳大

2013

9784750339054

¥12,760

¥19,140

1018831512

山口 直彦

2011

9784750334707

¥10,560

¥15,840

1018831510

アラブ経済史 ―1810〜2009年―

山口 直彦

2010

9784750331546

¥12,760

¥19,140

1018831509

バングラデシュの歴史 ―二千年の歩みと明日への模索―

堀口 松城

2009

9784750330402

¥14,300

¥21,450

1018831508

マーシャル諸島の政治史
―米軍基地・ビキニ環礁核実験・自由連合協定―
エジプト近現代史
―ムハンマド・アリー朝成立からムバーラク政権崩壊まで―新版

● 表示価格は税抜きです。

2019年4月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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好評配信中タイトル
大系朝鮮通信使シリーズ
全8冊揃価格
同時1アクセス(本体)：¥ 748,000
同時3アクセス(本体)：¥1,122,000
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１
アクセス
（本体）

同時３
アクセス
（本体）

商品コード

大系朝鮮通信使 第1巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1996

9784750308036

¥102,850 ¥154,275 1016391820

大系朝鮮通信使 第2巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1996

9784750308395

¥89,650 ¥134,475 1016391821

大系朝鮮通信使 第3巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1995

9784750306810

¥96,250 ¥144,375 1016391822

大系朝鮮通信使 第4巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1993

9784750304816

¥80,080 ¥120,120 1016391823

大系朝鮮通信使 第5巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1995

9784750307480

¥96,250 ¥144,375 1016391824

大系朝鮮通信使 第6巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1994

9784750306247

¥89,650 ¥134,475 1016391825

大系朝鮮通信使 第7巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1994

9784750305776

¥102,520 ¥153,780 1016391826

大系朝鮮通信使 第8巻 ―善隣と友好の記録―

辛 基秀

1993

9784750305516

¥80,300 ¥120,450 1016391827

付録解説 朝鮮通信使使行録概説―
仲尾 宏
『善隣と友好の記録 大系・朝鮮通信使』収録史料を中心に

2000

9784750312927

¥10,450

¥15,675 1016391829

医療・保健・福祉・心理専門職のための
アセスメント技術を高めるハンドブック
医療・保健・福祉・心理専門職のための
アセスメント技術を深めるハンドブック
―精神力動的な視点を実践に活かすために―

同時1アクセス（本体）

¥4,400

同時3アクセス（本体）

¥6,600

冊子版ISBN

9784750340142

著編者名
近藤 直司
発行年
2014 商品コード 1016391831
精神分析的・精神力動的な視点をアセスメントに活かすためのハンドブック。精神分析を基盤とする力動精神医学に基
づきケースをアセスメントする精神力動的診断の方法を解説し、より深くアセスメントする視点を提示する。

医療・保健・福祉・心理専門職のための
アセスメント技術を高めるハンドブック
―ケースレポートの方法からケース検討会議の技術まで―

同時1アクセス（本体）

¥4,400

同時3アクセス（本体）

¥6,600

冊子版ISBN

9784750335933

著編者名
近藤 直司
発行年
2012 商品コード 1016391830
長年、医療・保健・福祉現場の専門職と関わってきた著者が、アセスメント技術を向上させる視点から、ケースレポート
の方法、グループワークの進め方、ケース検討会議の技術などをわかりやすく解説する。

● 表示価格は税抜きです。

2019年4月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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