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コーパスと自然言語処理  
（講座日本語コーパス 8） 

同時1アクセス（本体） ¥11,220  

同時3アクセス（本体） ¥22,440  

冊子版ISBN 9784254516081  

著編者名 松本 裕治 ほか 発行年 2017 商品コード 1028063246 

自然言語処理の手法・技術がコーパスの構築と運用に果たす役割を各方面から解説。〔内容〕コーパスアノテーション／形態素解
析・品詞タグ付与・固有表現解析／統語解析／意味解析／語彙概念と述語項構造／照応解析・文章構造解析／他 

持続可能な開発目標と国際貢献  
―フィールドから見たSDGs― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240  

同時3アクセス（本体） ¥18,480  

冊子版ISBN 9784254180534  

著編者名 北脇 秀敏 ほか 発行年 2017 商品コード 1028063247 

国連が採択した「持続可能な開発目標（SDGs）」をふまえた国際開発のあり方を実例とともに解説。〔内容〕経済開発／ソーシャル
ビジネス／都市開発／環境への貢献／防災／女性のエンパワーメント／観光開発／アフリカの開発／農業と技術／他 

茶の事典 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784254431209  

著編者名 大森 正司 ほか 発行年 2017 商品コード 1028063248 

中国では4000年、日本では800年といわれる茶の歴史。茶は米とともに日本人の身体・健康を育み、かつ茶の文化も創造し、生活
に必需の飲料となった。茶の歴史から、世界的な流通・消費、文化、茶の生産技術、科学と医学・健康、茶の審査・評価・おいしい
淹れ方、茶の料理への利用や生活への応用まで幅広くとりあげる。読者はお茶の製造から流通にかかわる実務者から、インスト
ラクター、農学・家政学の学生・研究者、茶に興味のある一般読者まで。 

リンの事典 
同時1アクセス（本体） ¥28,050  

同時3アクセス（本体） ¥56,100 

冊子版ISBN 9784254141047  

著編者名 大竹 久夫 ほか 発行年 2017 商品コード 1028301506 

リンは生命に必須であり、古くから肥料として産業上も重要であった。工業製品や食品、医薬品など、その用途は拡大の一途をた
どる一方、その供給は地下資源に依存しており、安価な材料として使い続けることは限界を迎えようとしている。基礎的な性質から
人間活動への影響まで、リンに関する情報を網羅した本邦初の総合事典。 

漢語  
（日本語ライブラリー） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910  

同時3アクセス（本体） ¥17,820  

冊子版ISBN 9784254516166  

著編者名 沖森 卓也  肥爪 周二  発行年 2017 商品コード 1028301507 

現代日本語で大きな役割を果たす『漢語』とは何か、その本質を学ぶことで、より良い日本語の理解と運用を目指す。〔内容〕出自
からみた漢語／語形からみた漢語／語構成からみた漢語／文法からみた漢語／意味からみた漢語 

漢字  
（日本語ライブラリー） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570  

同時3アクセス（本体） ¥19,140  

冊子版ISBN 9784254516173  

著編者名 沖森 卓也  笹原 宏之  発行年 2017 商品コード 1028301508 

漢字の歴史、文字としての特徴、アジアの各地域で遂げた発展を概観。〔内容〕成り立ちからみた漢字／形からみた漢字／音から
みた漢字／義からみた漢字／表記からみた漢字／社会からみた漢字（日本、中国・香港・台湾、韓国、ベトナム） 

2018年 新規配信タイトル 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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言語・人文学関連タイトル 

自然科学関連タイトル 

最新理論言語学用語事典 

同時1アクセス（本体） ¥24,420  

同時3アクセス（本体） ¥48,840  

冊子版ISBN 9784254510553  

著編者名 畠山 雄二 ほか 発行年 2017 商品コード 1027659397 

「言語学は、いったいどこに向かっているのか」80-90年代のような言語学の大きな潮流・方向性が見えない時代と世
界。それでも、言語学が「行くべき道」は見えなくもない。その道を知るために必要となる言語学の最先端全200項目を
それぞれ2ページで解説する。言語学の巨大な森を見渡す事典。〔内容〕認知言語学、機能文法、ミニマリスト・プログ
ラム、形式意味論、言語獲得、生物言語学、主要部駆動句構造文法、言語哲学、日本語文法、構文文法。 

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 

空間と時間の中の方言 ―ことばの変化は方言地図にどう現れるか― 大西 拓一郎 2017 9784254510522 ¥24,420  ¥48,840  1026634705 

日本語の音 （日本語ライブラリー） （※） 沖森 卓也 2017 9784254516159 ¥8,580  ¥17,160  1026634707 

データで学ぶ日本語学入門 （※） 計量国語学会 2017 9784254510508 ¥8,580  ¥17,160  1025881793 

語はなぜ多義になるのか ―コンテキストの作用を考える―（シリーズ
「言語表現とコミュニケーション」 1） 

中野 弘三 2017 9784254516210 ¥10,560  ¥21,120  1025881795 

アブストラクトで学ぶ理系英語 ―構造図解50― （※） 斎藤 恭一 2017 9784254102765 ¥7,590  ¥15,180  1027441286 

新・神話学入門 （※） 山田 仁史 2017 9784254500257 ¥8,250  ¥16,500  1026888921 

情動とトラウマ ―制御の仕組みと治療・対応―（情動学シリーズ 8） 奥山 眞紀子 2017 9784254106985 ¥12,210  ¥24,420  1027296244 

飼料・緑肥作物の栽培と利用  
（作物栽培大系 8） 

同時1アクセス（本体） ¥14,850  

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784254415087  

著編者名 大門 弘幸  奥村 健治 発行年 2017 商品コード 1027441289 

現代農業は化学肥料や輸入飼料など生産地外からもたらされる資源に依存しており、それがさまざまな問題を招いて
いる。土地本来の豊かな力を引き出すイネ科やマメ科の牧草など飼料作物・緑肥作物の活用は、未来の農業の鍵と
なるだろう。 

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 

地形の辞典 日本地形学連合 2017 9784254160635 ¥85,800 ¥171,600 1026405284 

自然地理学事典 小池 一之 2017 9784254163537 ¥59,400 ¥118,800 1026405285 

光と生命の事典 
日本光生物学協会 
光と生命の事典編集委員会 

2016 9784254171617 ¥36,300 ¥72,600 1024118022 

大気と雨の衛星観測 （気象学の新潮流 3） 中島 孝 2016 9784254167733 ¥9,570  ¥19,140  1025193948 

造林学 第4版 （※） 丹下 健 2016 9784254470512 ¥11,220  ¥22,440  1025193951 

系外惑星の事典 井田 茂 2016 9784254150216 ¥26,400 ¥52,800 1025599601 

2019年4月 

2 



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） 

● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

数学関連タイトル 

Rで学ぶ実験計画法 

同時1アクセス（本体） ¥12,540  

同時3アクセス（本体） ¥25,080  

冊子版ISBN 9784254122169  

著編者名 長畑 秀和 発行年 2016 商品コード 1025376222 

実験条件の変え方や、結果の解析手法を、R（Rコマンダー）を用いた実践を通して身につける。独習にも対応。〔内容〕
実験計画法への導入／分散分析／直交表による方法／乱塊法／分割法／付録：R入門 

応用微分方程式  
（現代基礎数学 10） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥10,560  

同時3アクセス（本体） ¥21,120  

冊子版ISBN 9784254117608  

著編者名 小川 卓克 発行年 2017 商品コード 1026888920 

自然現象の理解や工学に必須となる、時間を変数とする微分方程式の理論と応用を学ぶ。常微分方程式、偏微分方程
式、フーリエ解析の基礎を1冊にまとめた。大学2～3年生向けの応用解析・物理数学の講義に相当する内容を収録。 

生物・農学系のための統計学  
―大学での基礎学修から研究論文まで― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥11,880  

同時3アクセス（本体） ¥23,760  

冊子版ISBN 9784254122237  

著編者名 平田 昌彦 発行年 2017 商品コード 1026888923 

大学の講義での学修から、研究論文まで使える統計学テキスト。〔内容〕調査の方法／変数の種類・尺度／データ分布
／確率分布／推定・検定／相関・単回帰／非正規変量／実験計画法／ノンパラメトリック手法／多変量解析／各種練
習問題 

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 

経済学のための線形代数 （※） 平口 良司 2017 9784254111484 ¥8,250  ¥16,500  1025881794 

ビジネスマンがはじめて学ぶベイズ統計学  
―ExcelからRへステップアップ― 

朝野 煕彦 2017 9784254122213 ¥10,560  ¥21,120  1026634704 

実践ベイズモデリング ―解析技法と認知 
モデル― 

豊田 秀樹 2017 9784254122206 ¥10,560  ¥21,120  1026634706 

金融市場の高頻度データ分析 ―データ処理・モデリング・
実証分析―（ファイナンス・ライブラリー 13） 

林 高樹 2016 9784254295436 ¥12,210  ¥24,420  1025193950 

確率制御の基礎と応用 （ファイナンス・ライブラリー 14） 辻村 元男 2016 9784254295443 ¥9,900  ¥19,800  1025599602 

待ち行列の数理モデル （確率工学シリーズ 1） 木村 俊一 2016 9784254275711 ¥11,880  ¥23,760  1025193949 

多様体のトポロジー （幾何学百科 1） 服部 晶夫 2016 9784254116168 ¥21,120  ¥42,240  1026405287 

2019年4月 
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化学・工学・物理学関連タイトル 

個別量子系の物理  
―イオントラップと量子情報処理― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784254131239  

著編者名 占部 伸二 発行年 2017 商品コード 1027882456 

1～数個の原子やイオンをほぼ静止状態で分離し、操作するイオントラップの理論と応用を第一人者が解説。〔内容〕イオ
ントラップ／原子と電磁波の相互作用／イオンのレーザー冷却／量子状態の操作と測定／量子情報処理への応用／他 

これからの光学  
―古典論・量子論・物質との相互作用・新しい光― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240  

同時3アクセス（本体） ¥18,480  

冊子版ISBN 9784254131246  

著編者名 大津 元一 発行年 2017 商品コード 1027882457 

古典光学、量子光学の基本と限界を正確に把握し、新しい学問領域にも対応できる確かな知識と着眼点を身に着ける〔内
容〕古典光学／量子光学／光・物質の相互作用／新しい光／ドレスト光子／フォノン／応用技術／展望 

化学英語30講  
―リーディング・文法・リスニング― 
（やさしい化学30講シリーズ 5） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920  

同時3アクセス（本体） ¥15,840  

冊子版ISBN 9784254146752  

著編者名 宮本 惠子 発行年 2017 商品コード 1027882458 

本書の第8講および第9講の学習用のオリジナル音源が、版元のウェブサイトよりダウンロードが可能です。詳細は第8講
（39ページ）、第9講（46ページ）をご参照ください。 化学英語恐るるに足らず。演習を解きながら楽しく化学英語を学ぶ。
化学英語特有の文法も解説。〔内容〕リーディング：語彙、レベル別英文読解、リスニング：発音、リピーティングとシャドー
イングほか、文法：文型、冠詞、複合名詞ほか 

地盤の液状化  
―発生原理と予測・影響・対策― 

同時1アクセス（本体） ¥8,910  

同時3アクセス（本体） ¥17,820  

冊子版ISBN 9784254261707  

著編者名 石原 研而 発行年 2017 商品コード 1027296245 

液状化について土質力学の第一人者が解説。事例、現地写真や概念図も多数掲載。土質力学、地盤工学の入門としても
最適。〔内容〕クイックサンド／液状化強度／貫入試験／液状化判定／地盤変状／側方流動／構造物や盛土の被害／地
盤改良 

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 

橋梁工学 改訂新版 林川 俊郎 2017 9784254261684 ¥14,520  ¥29,040  1025881792 

電気回路ハンドブック 奥村 浩士 2016 9784254220612 ¥59,400  ¥118,800  1026405286 

半導体量子構造の物理 （現代物理学 . 展開シリーズ 5） （※） 平山 祥郎 2016 9784254137859 ¥11,220  ¥22,440  1025193947 

イラストレイテッド光の実験 田所 利康 2016 9784254131208 ¥9,240  ¥18,480  1025599604 

低温環境の科学事典 河村 公隆 2016 9784254161281 ¥36,300  ¥72,600  1026405288 

蛍光X線分析の実際 第2版 中井 泉 2016 9784254141030 ¥19,470  ¥38,940  1025376221 

化学工学の基礎 新版 上ノ山 周 2016 9784254250381 ¥9,900  ¥19,800  1025881791 
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