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最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

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 

 
 

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/ 

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 

● 表示価格は税抜きです。 

No.2020-004 

2020年1月 

管理栄養士国家試験頻出ワード別一問一答 2019 
 ―出るトコ徹底分析― 

著編者名：管理栄養士国試対策研究会  発行年：2018 

同時1アクセス（本体） ¥4,840 同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784805857229  商品コード 1030945398 

管理栄養士試験の出るトコを徹底分析した、いつでもどこでも勉強できるハン
ディタイプの問題集。頻出ワードごとにまとめた問題をテンポよく何回も解くこと
で、効果的・効率的に合格ラインの実力を身につける。苦手な科目のある人、
勉強する時間がない人におススメ。 

管理栄養士国家試験過去問解説集 2020 

著編者名：管理栄養士国試対策研究会  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784805859070  商品コード 1031359359 

５年分の国家試験問題全1000問を収載した過去問題集。最新の第３３回試験
は、実際の問題をシミュレーションできるよう出題順に掲載。第２９回～第３２回
試験は、出題基準に対応させ問題を分類・再構成した。出題頻度や出題傾向
がわかる一冊。最新の制度・ガイドラインに対応。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


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。 2020年1月 

社会福祉士国家試験過去問解説集 2020 

著編者名：日本ソーシャルワーク教育学校連盟  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784805858684  商品コード 1031359348 

第27回から第31回の社会福祉士国家試験過去5年分の国家試験問題750問を掲載。29～31
回の3年分は各問題を選択肢ごとに丁寧に解説し、最新の制度や統計情報を脚注でフォ
ロー。27･28回の2年分は問題と解答を掲載。出題傾向の把握や実力試しに最適。 

社会福祉士国家試験受験ワークブック 2020専門科目編 

著編者名：社会福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784805858721  商品コード 1031359351 

社会福祉士受験に必要となる基礎知識を網羅した参考書。「傾向と対策」「重要項目」「一問
一答」で構成し、受験生の試験直前までの学習をサポートする。第31回国家試験に向けて、
直近の国家試験や新しい法制度、近年の動向等最新情報を盛り込む。 

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック 
 2020共通科目編 

著編者名：社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会 発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784805858738  商品コード 1031359352 

社会福祉士、精神保健福祉士の受験に必要な基礎知識を網羅した参考書。「傾向と対策」
「重要項目」「一問一答」で構成し、受験生の試験直前までの学習をサポートする。第31回の
国家試験に向け、新しい制度、近年の動向等最新の情報を盛り込む。 

見て覚える!社会福祉士国試ナビ 2020 

著編者名：いとう総研資格取得支援センター  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784805858813  商品コード 1031359356 

社会福祉士国試19科目を5つの領域に分類。図表やイラストなどを多用しながら、「試験の全
体像」をつかめるように解説。覚えるべきポイントを１頁ずつカラーで「見える化」した。合格に
向けて「重要事項・頻出事項」を確実に記憶・理解していく効果的な勉強法を指南する。 
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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。 2020年1月 

精神保健福祉士国家試験過去問解説集 2020 

著編者名：日本ソーシャルワーク教育学校連盟  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784805858691  商品コード 1031359350 

第19回から第21回の精神保健福祉士国家試験全問題を収載し、1問ずつ選択肢ごとに開
設した問題集。国家試験の出題傾向がわかるように、各科目の出題基準に出題実績を盛
り込んだ。学習すべき知識の基本理解、実力試し、傾向対策、復習と、国試対策に幅広く
活用できる一冊。 

精神保健福祉士国家試験受験ワークブック 2020専門科目編 

著編者名：日本精神保健福祉士協会  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784805858745  商品コード 1031359353 

精神保健福祉士国家試験の専門6科目について、これまでの出題実績や出題基準など
を参考に、傾向と対策、重要項目をまとめた。最新の制度施策に対応し統計資料も更新。
受験に必要な知識を整理できる。繰り返し利用することで実力ＵＰを図る受験対策図書の
決定版。 

見て覚える!精神保健福祉士国試ナビ専門科目 2020 

著編者名：いとう総研資格取得支援センター  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784805858820  商品コード 1031359358 

精神保健福祉士国家試験の専門6科目について、これまでの出題実績や出題基準など
を参考に、傾向と対策、重要項目をまとめた。最新の制度施策に対応し統計資料も更新。
受験に必要な知識を整理できる。繰り返し利用することで実力ＵＰをはかる受験対策図書
の決定版。 
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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。 2020年1月 

介護福祉士国家試験過去問解説集 2020 

著編者名：介護福祉士国家試験受験対策研究会  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784805858677  商品コード 1031359349 

第29回から第31回の介護福祉士国家試験全問題を収載し、解答とそれを導く考え方やポイントをイラス
トや図表を用い丁寧に解説。法制度等の改正があった問題の解説には最新情報も追加。最新回の解
説には出題傾向が把握できる科目別ポイントも掲載。 

介護福祉士国家試験受験ワークブック 2020上 

著編者名：介護福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784805858707  商品コード 1031359354 

受験対策における定番参考書。科目ごとに分析した「傾向と対策」で全体像を把握し、抑えるべきポイン
トを「重要項目」でインプット、「一問一答」で知識の確認、という3ステップで効果的に学べる。用語解説
も充実し、試験直前までの学習をサポート。 

介護福祉士国家試験受験ワークブック 2020下 

著編者名：介護福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784805858714  商品コード 1031359355 

受験対策における定番参考書。科目ごとに分析した「傾向と対策」で全体像を把握し、抑えるべきポイン
トを「重要項目」でインプット、「一問一答」で知識の確認、という3ステップで効果的に学べる。用語解説
も充実し、試験直前までの学習をサポート。 

見て覚える!介護福祉士国試ナビ 2020 

著編者名：いとう総研資格取得支援センター  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784805858806  商品コード 1031359357 

介護福祉士国試の科目を4つの領域に分類し、図表やイラストなどを多用しながら、「試験の全体像」を
つかめるように解説。「勉強する時間が足りない」という受験者の悩みに応え、合格に向けて「重要事項・
頻出事項」を確実に記憶・理解していく効果的な勉強法を指南する。 

わかる!受かる!介護福祉士国家試験合格テキスト 2020 

著編者名：介護福祉士国家試験受験対策研究会  発行年：2019 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784805858882  商品コード 1031359360 

介護福祉士国家試験合格に必要な知識がこれ1冊で得られる最短コースのテキスト。「キーワード」「出
題頻度」「頻出マーク」「用語解説」などで、よく出るテーマを知識をムリなく、ムダなく身につける。○×問
題で理解度チェックも可能。 
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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。 2020年1月 

古川孝順  

社会福祉学著作選集  
古川 孝順 著  2019年 発行 

全7巻セット特価 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥126,500  ¥189,750  

＜冊子版ISBN：9784805858431＞ ＜商品コード：1030945405＞ 

五十余年にわたり、研究と教育に携わってきた著者の数々の著書や論文の
中から、「社会福祉学」を主軸にして厳選し、全７巻にまとめた著作選集。 
理論的考察を中心に、著者による社会福祉学の全体像を明らかにする。 

巻 書名 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

第1巻 社会福祉学の基本問題 ¥18,150  ¥27,225  1030945406 

第2巻 社会福祉研究の構築 ¥18,150  ¥27,225  1030945407 

第3巻 社会福祉学序説 ¥18,150  ¥27,225  1030945408 

第4巻 社会福祉学 ¥18,150  ¥27,225  1030945409 

第5巻 社会福祉原論 ¥18,150  ¥27,225  1030945410 

第6巻 社会福祉改革の構想 ¥18,150  ¥27,225  1030945411 

第7巻 社会福祉の拡大と限定 ¥18,150  ¥27,225  1030945412 
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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。 2020年1月 

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 

呼吸/循環/生体防御機能障害 （1） 横手 芳惠 2018 9784805857328 ¥7,040  ¥10,560  1028397436 

消化・吸収・代謝/排泄(腎・膀胱)/調節機能障害 （2） 今川 詢子 2018 9784805857335 ¥6,600  ¥9,900  1030945401 

運動/感覚・認知/性・生殖機能障害 （3） 高島 尚美 2019 9784805857342 ¥7,040  ¥10,560  1030945402 

機能障害からみる看護過程 
各機能障害について、総論としてメカニズム、原因・症状、病態関連図、考えら
れる問題点、目標・成果、援助方法を明示。各論として術後等の状況設定別に
看護の思考プロセス、病態関連図、看護計画を解説した。実習に最適なガイド。 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥20,680 ¥31,020 
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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。 2020年1月 

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 

保育原理 （1） 天野 珠路 2019 9784805857816 ¥4,400  ¥6,600  1030945375 

教育原理 （2） 矢藤 誠慈郎 2019 9784805857823 ¥4,400  ¥6,600  1030945376 

子ども家庭福祉 （3） 新保 幸男 2019 9784805857830 ¥4,400  ¥6,600  1030945377 

社会福祉 （4） 松原 康雄 2019 9784805857847 ¥4,400  ¥6,600  1030945378 

子ども家庭支援論 （5） 松原 康雄 2019 9784805857854 ¥4,400  ¥6,600  1030945379 

社会的養護 1 （6） 相澤 仁 2019 9784805857861 ¥4,400  ¥6,600  1030945380 

保育者論 （7） 矢藤 誠慈郎 2019 9784805857878 ¥4,400  ¥6,600  1030945381 

保育の心理学 （8） 杉村 伸一郎 2019 9784805857885 ¥4,400  ¥6,600  1030945382 

子ども家庭支援の心理学 （9） 白川 佳子 2019 9784805857892 ¥4,400  ¥6,600  1030945383 

子どもの理解と援助 （10） 清水 益治 2019 9784805857908 ¥4,400  ¥6,600  1030945384 

子どもの保健 （11） 松田 博雄 2019 9784805857915 ¥4,400  ¥6,600  1030945385 

子どもの食と栄養 （12） 堤 ちはる 2019 9784805857922 ¥4,400  ¥6,600  1030945386 

教育・保育カリキュラム論 （13） 千葉 武夫 2019 9784805857939 ¥4,400  ¥6,600  1030945387 

保育内容総論 （14） 石川 昭義 2019 9784805857946 ¥4,400  ¥6,600  1030945388 

乳児保育1・2 （15） 寺田 清美 2019 9784805857953 ¥5,720  ¥8,580  1030945389 

子どもの健康と安全 （16） 松田 博雄 2019 9784805857960 ¥4,400  ¥6,600  1030945390 

障害児保育 （17） 西村 重稀 2019 9784805857977 ¥4,400  ¥6,600  1030945391 

社会的養護 2 （18） 相澤 仁 2019 9784805857984 ¥4,400  ¥6,600  1030945392 

子育て支援 （19） 西村 重稀 2019 9784805857991 ¥4,400  ¥6,600  1030945393 

保育実習 （20） 近喰 晴子 2019 9784805858004 ¥5,280  ¥7,920  1030945394 

新・基本保育シリーズ 
児童育成協会 監修 

全20巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥90,200  ¥135,300  1030945374 

保育士養成課程の目標と内容をふまえ、保育士として必要な知識と技術を網羅したテキスト
全20巻。今後さまざまな場で活躍が期待される保育士の養成とさらなる質の向上に貢献する。
2019年施行の保育士養成課程に準拠。授業で使いやすい各巻15講の目次構成（15巻は30
講、20巻は20講）。各講は3Step方式でわかりやすく解説。 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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