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世界各国（地域）の概要をわかりやすく解説した
人気シリーズ「エリアスタディーズ」を含む 計41点 が この冬搭載予定！

エリア・スタディーズ
「 〜を知るための…章」

ヨーロッパ
東欧
北米
南米
東アジア
東南アジア・オセアニア
南アジア

同時アクセス１： ３０冊 揃価格：132,000円（+税）
(各冊価格：4,400円（+税）)
同時アクセス３ ：３０冊 揃価格：198,000円（+税）
(各冊価格：6,600円（+税）)

中東

書名

著編者名

ISBN

EU<欧州連合>を知るための63章

羽場 久美子ほか

9784750339009

現代スペインを知るための60章

坂東 省次ほか

9784750337838

イギリスを知るための65章

近藤 久雄ほか

9784750318028

オランダを知るための60章

⻑坂 寿久ほか

9784750325187

スイスを知るための60章

スイス文学研究会ほか

9784750339788

ノルウェーを知るための60章

大島 美穂ほか

9784750340470

スウェーデンを知るための60章

村井 誠人ほか

9784750329987

現代イタリアを知るための44章

村上 義和ほか

9784750321004

現代ロシアを知るための60章 第2版

下斗米 伸夫ほか

9784750336794

エストニアを知るための59章

小森 宏美ほか

9784750337371

アメリカの歴史を知るための62章 第2版

富田 ⻁男ほか

9784750329673

現代カナダを知るための57章

飯野 正子ほか

9784750333076

現代メキシコを知るための60章

国本 伊代ほか

9784750334288

ブラジルを知るための56章 第2版

アンジェロ・イシほか

9784750331386

アルゼンチンを知るための54章

アルベルト松本ほか

9784750321851

中国の歴史を知るための60章

並木 頼壽ほか

9784750333434

モンゴルを知るための65章 第2版

⾦岡 秀郎ほか

9784750336220

現代台湾を知るための60章 第2版

亜洲奈 みづほほか

9784750335285

現代フィリピンを知るための61章 第2版

大野 拓司ほか

9784750330563

カンボジアを知るための62章 第2版

上田 広美ほか

9784750335858

ミャンマーを知るための60章

田村 克己ほか

9784750339146

ラオスを知るための60章

菊池 陽子ほか

9784750333090

シンガポールを知るための65章 第3版

田村 慶子ほか

9784750338217

現代インドネシアを知るための60章

間瀬 朋子ほか

9784750337487

オーストラリアを知るための58章 第3版

越智 道雄ほか

9784750331195

現代インドを知るための60章

広瀬 崇子ほか

9784750326429

イスラエルを知るための60章

⽴⼭ 良司ほか

9784750336411

シリア・レバノンを知るための64章

⿊⽊ 英充ほか

9784750338767

南アフリカを知るための60章

峯 陽一ほか

9784750331836

ケニアを知るための55章

松田 素二ほか

9784750336237

アフリカ

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オリジナルのプラットフォームです

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
ISBN:9784750335933
⻑年、医療・保健・福祉・⼼理分野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や
ケース検討会議の技術までを丁寧に解説。

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
ISBM：9784750340142
精神⼒動的診断をわかりやすく解説し、より深くアセスメントする視点を提⽰する。アセスメントの⼒量をより⾼めたい⼈必読。

各巻価格
商品コード

同時アクセス１：¥4,400（本体） 同時アクセス３： ¥6,600（本体）

書名

著編者

発⾏年

ISBN/ISSN

同時１アクセス
¥4,400

1016391815 EU<欧州連合>を知るための63章 （エリア・スタディーズ）

羽場 久美子

2013

9784750339009

1016391790 現代スペインを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

坂東 省次

2013

9784750337838

¥4,400

1016391800 イギリスを知るための65章 （エリア・スタディーズ）

近藤 久雄

2003

9784750318028

¥4,400

1016391807 オランダを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

⻑坂 寿久

2007

9784750325187

¥4,400

1016391810 スイスを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

スイス文学研究会

2014

9784750339788

¥4,400

1016391811 ノルウェーを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

大島 美穂

2014

9784750340470

¥4,400

1016391806 スウェーデンを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

村井 誠人

2009

9784750329987

¥4,400

1016391799 現代イタリアを知るための44章 （エリア・スタディーズ）

村上 義和

2005

9784750321004

¥4,400

1016391801 現代ロシアを知るための60章 第2版（エリア・スタディーズ）

下斗米 伸夫

2012

9784750336794

¥4,400

1016391819 エストニアを知るための59章 （エリア・スタディーズ）

小森 宏美

2012

9784750337371

¥4,400

1016391798 アメリカの歴史を知るための62章 第2版（エリア・スタディーズ）

富田 ⻁男

2009

9784750329673

¥4,400

1016391795 現代カナダを知るための57章 （エリア・スタディーズ）

飯野 正子

2010

9784750333076

¥4,400

1016391794 現代メキシコを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

国本 伊代

2011

9784750334288

¥4,400

1016391796 ブラジルを知るための56章 第2版（エリア・スタディーズ）

アンジェロ・イシ

2010

9784750331386

¥4,400

1016391808 アルゼンチンを知るための54章 （エリア・スタディーズ）

アルベルト松本

2005

9784750321851

¥4,400

1016391802 中国の歴史を知るための60章 （エリア・スタディーズ）

並木 頼壽

2011

9784750333434

¥4,400

1016391812 モンゴルを知るための65章 第2版（エリア・スタディーズ）

⾦岡 秀郎

2012

9784750336220

¥4,400

1016391793 現代台湾を知るための60章 第2版（エリア・スタディーズ）

亜洲奈 みづほ

2012

9784750335285

¥4,400

1016391797 現代フィリピンを知るための61章 第2版（エリア・スタディーズ）

大野 拓司

2009

9784750330563

¥4,400

1016391814 カンボジアを知るための62章 第２版（エリア・スタディーズ）

上田 広美

2012

9784750335858

¥4,400

1016391816 ミャンマーを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

田村 克己

2013

9784750339146

¥4,400

1016391803 ラオスを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

菊池 陽子

2010

9784750333090

¥4,400

1016391813 シンガポールを知るための65章 第3版（エリア・スタディーズ）

田村 慶子

2013

9784750338217

¥4,400

1016391791 現代インドネシアを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

間瀬 朋子

2013

9784750337487

¥4,400

1016391805 オーストラリアを知るための58章 第3版（エリア・スタディーズ）

越智 道雄

2010

9784750331195

¥4,400

1016391809 現代インドを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

広瀬 崇子

2007

9784750326429

¥4,400

1016391817 イスラエルを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

⽴⼭ 良司

2012

9784750336411

¥4,400

1016391818 シリア・レバノンを知るための64章 （エリア・スタディーズ）

⿊⽊ 英充

2013

9784750338767

¥4,400

1016391804 南アフリカを知るための60章 （エリア・スタディーズ）

峯 陽一

2010

9784750331836

¥4,400

1016391792 ケニアを知るための55章 （エリア・スタディーズ）

松田 素二

2012

9784750336237

¥4,400

1016391820 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第１巻）

辛 基秀

1996

9784750308036

¥102,900

1016391821 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第２巻）

辛 基秀

1996

9784750308395

¥89,700

1016391822 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第３巻）

辛 基秀

1995

9784750306810

¥96,300

1016391823 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第４巻）

辛 基秀

1993

9784750304816

¥80,100

1016391824 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第５巻）

辛 基秀

1995

9784750307480

¥96,300

1016391825 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第６巻）

辛 基秀

1994

9784750306247

¥89,700

1016391826 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第７巻）

辛 基秀

1994

9784750305776

¥102,600

1016391827 大系朝鮮通信使 ―善隣と友好の記録―（第８巻）

辛 基秀

1993

9784750305516

¥80,300

1016391829 朝鮮通信使と壬⾠倭乱 ―⽇朝関係史論―

仲尾 宏

2000

9784750312927

¥10,500

近藤 直司

2012

9784750335933

¥4,400

近藤 直司

2014

9784750340142

¥4,400

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
1016391830
―ケースレポートの方法からケース検討会議の技術まで
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
1016391831
―精神⼒動的な視点を実践に活かすために

※表示価格は税抜きです。
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丸善株式会社 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）

