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● 表示価格は税抜きです。 

基本情報技術入門 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784339028751  

著編者名 浅川 毅 発行年 2017 商品コード 1028506656 

情報技術全般の理解を深める入門書として、コンピュータ技術を核にハードウェアとソフトウェアの両方をバランスよく
解説。「基本情報技術者試験」の多くの分野をカバーし、例題や章末問題には過去問を中心にその解法を掲載した。 

クラウドコンピューティングのためのOS
とネットワークの基礎 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339028768  

著編者名 木下 宏揚 発行年 2017 商品コード 1028506655 

TCP/IPについての基礎知識をふまえつつ、クラウドコンピューティングに不可欠なOSや仮想化技術、さらにはデータセ
ンターやインターネットサービスプロバイダで用いられる基盤技術についてもわかりやすく解説した。 

MATLABではじめるプログラミング教室 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784339028775  

著編者名 奥野 貴俊 発行年 2017 商品コード 1028506657 

MATLAB初心者が実際に手を動かして覚えることを念頭に、基本技術（数値計算、データの読み込み、分析、表示、加
工、保存、GUIアプリケーション作成）について丁寧に解説した。「音」に関する楽しい題材を多数掲載。 

技術者のための新サービス企画の提案法 
 ―プロジェクトの企画ノウハウをシステム開発の 
成功・失敗例から学ぶ― 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784339078008  

著編者名 宮保 憲治 発行年 2017 商品コード 1028063240 

ICT関連企業の若手技術者が、新サービスを提案するためのノウハウを学べる。そのために必要となる新しいネット
ワーク・ユビキタスサービスを取り上げ、安全性・信頼性に配慮したサービスやシステムの実現に必要な基礎技術も解
説。 

C言語プログラミング基本例題88+88 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784339028737  

著編者名 冨永 和人 発行年 2017 商品コード 1027116545 

88問の例題と88問の発展問題から構成されたC言語の基本機能を網羅した例題集。各例題には解答例（プログラム）と
その解説に加え、注意点やテクニックをポイントとして掲載。入門から中級レベルまでの自習にも最適。 
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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。 

マルチエージェントのためのデータ解析  
（マルチエージェントシリーズ A-2） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339028126  

著編者名 和泉 潔 発行年 2017 商品コード 1028301495 

本書は、社会経済データを実際に分析して社会現象のモデルを構築できるように、分析の手順から分析結果をシミュ
レーションモデルにつなげることを中心に、データ解析とエージェントシミュレーションの統合の仕方について解説した。 

マルチエージェントによる自律ソフト
ウェア設計・開発  
（マルチエージェントシリーズ B-2） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784339028188  

著編者名 大須賀 昭彦 発行年 2017 商品コード 1028301496 

近年、柔軟性のある高度なソフトウェアの実用化が期待されている。本書では、マルチエージェント技術を応用した低コ
ストかつ高品質なソフトウェア開発手法について、基礎的なものから最新の技術に至るまで幅広く紹介する。 

実践コンパイラ構成法 （電子通信情報系

コアテキストシリーズ C-1） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784339019339  

著編者名 滝本 宗宏 発行年 2017 商品コード 1028301498 

本書は、実践的にコンパイラを学ぶことができる教科書である。コンパイラを記述するプログラミング言語にはOCamlと
いう関数型言語を採用した。また、目的コードには多くのPCで動作確認ができるようにx64コードを採用した。 

データ構造とアルゴリズム （コンピュータ

サイエンス教科書シリーズ 2） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784339027020  

著編者名 伊藤 大雄 発行年 2017 商品コード 1028506660 

カッコウハッシュ、タンゴ木、定数時間アルゴリズムなど、非常に重要であるが内容が先進的であるために通常の教科
書では取り上げられなかったアルゴリズムについて、初心者にでもわかるように解説したこれまでにない教科書。 

人工知能原理 （コンピュータサイエンス教

科書シリーズ 12） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339027129  

著編者名 加納 政芳 発行年 2017 商品コード 1028700606 

人工知能アルゴリズムの中でも、特に探索・ゲーム、機械学習、知識表現・セマンティックWeb技術に焦点を絞り、それ
らを平易に解説した最新の人工知能教科書。読者の理解を助けるため、実際のプログラミングコードも掲載した。 

システム設計論 改訂版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784339028782  

著編者名 布広 永示 発行年 2017 商品コード 1029161134 

情報システムの分析・設計・構築技術や運用保守技術を紹介し、情報システムを取り巻く環境や応用についても解説。
改訂版では、さらにアジャイルなソフトウェア開発や、設計思想が多様化したWebサービスを利用した開発事例を追加。 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

情報科学関連 タイトル 
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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。 

構文解析 （自然言語処理シリーズ 9） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784339027594  

著編者名 鶴岡 慶雅 発行年 2017 商品コード 1028301500 

構文解析技術は、機械学習、動的計画法、探索法、文法理論などといった自然言語処理の様々な場面で必要となる多くの技
術の上に成り立っている。本書では構文解析の基礎技術についてわかりやすく解説した。構文解析技術は、機械学習、動的
計画法、探索法、文法理論などといった自然言語処理の様々な場面で必要となる多くの技術の上に成り立っている。本書では
構文解析の基礎技術についてわかりやすく解説した。 

文脈解析 
 ―述語項構造・照応・談話構造の解析― 

（自然言語処理シリーズ 10） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339027600  

著編者名 笹野 遼平 発行年 2017 商品コード 1028063238 

本書では、文脈理解に関する自然言語処理の主要な問題である「述語項構造解析」、「共参照・照応解析」、「談話構造
解析」について、どのように問題が具体化され、その問題に対してどのような手法が提案されているかを概観する。 

語学学習支援のための言語処理  
（自然言語処理シリーズ 11） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339027617  

著編者名 永田 亮 発行年 2017 商品コード 1028506658 

語学学習支援のための自然言語処理について、その難しさと解決法を中心に解説した。特に、他の自然言語処理分野
と異なるあまり知られていない情報やテクニックに焦点を当て、この分野の研究を始める人の入門書となるよう心掛け
た。 

医療言語処理  
（自然言語処理シリーズ 12） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784339027624  

著編者名 荒牧 英治 発行年 2017 商品コード 1028506659 

医療分野の情報処理の高度化は、電子カルテの実用化により加速している。医療言語処理はその基盤を支える技術
である。本書は情報処理研究者を対象にリソースをさまざまなテキストから紹介し、基本を押さえた手法を解説している。 

観測に基づく量子計算 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784339028706  

著編者名 小柴 健史 発行年 2017 商品コード 1027116546 

量子計算に関して新しい見方をもたらした測定型量子計算を理解する上で必要な知識について、トピックごとに解説し、
測定型量子計算モデルの登場によって明らかになった量子計算の諸性質についても解説した。 

Raspberry Pi ZeroによるIoT入門 
 ―Zero W対応― 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784339009019  

著編者名 今井 一雅 発行年 2017 商品コード 1028301501 

マイコンボードRaspberry Pi ZeroやZero Wを使ったIoTの入門書。初心者にもわかりやすい設定解説で、大人から子供
まで幅広い層の方々がネットワークを用いたさまざまな遠隔計測制御を学べるようにした。 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

情報科学関連 タイトル 
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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。 

ロボットと解析力学  

（ロボティクスシリーズ 10） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784339045215  

著編者名 有本 卓 発行年 2018 商品コード 1029342101 

本書は、解析力学を学ぶうえで必要不可欠である古典力学の知識を基礎から復習しつつ、多自由度力学系を考慮した
解析力学とリーマン幾何学の観点からロボット制御の基礎や設計法を習得できるよう丁寧に解説した。 

異種接合材の材料力学と応力集中 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784339046526  

著編者名 野田 尚昭 発行年 2017 商品コード 1027882452 

最近、盛んに構造物の構成に用いられている、異なる材料を組み合わせた異種接合材について、材料力学的な問題
を縦弾性係数・応力集中・接着構造の強度といった大きく３つの観点から取り上げた。有限要素法の活用についても解
説した。 

ICTデータ活用による交通計画の新次元
展開 ―総合交通ネットワーク流動のモニタリング

システム― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784339052534  

著編者名 飯田 恭敬 発行年 2017 商品コード 1029161133 

最近の都市交通システムは道路だけでなく鉄道、バスを統合した総合交通ネットワークで管理する動向になっており、
先端的交通サービスは、ICTを利用することによって可能となる。本書では、その実現のための基本システムを解説。 

例題で学ぶ環境科学15講 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784339066425  

著編者名 伊藤 和男 発行年 2017 商品コード 1028700607 

例題を多く用意し、自分の手で問題を解くことにより、理解を深め、知識を十分定着させることを狙った。例題等には公
的資格である、公害防止管理者試験の類似問題を選び、環境法規関連を重視し、資格試験に対応できるようにした。 

材料力学 （機械系コアテキストシリーズ A-1） 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,870 

同時3アクセス（本体） ¥19,305 

冊子版ISBN 9784339045314  

著編者名 澁谷 陽二 発行年 2017 商品コード 1028063239 

材料力学を学ぶことで、構造物設計に必要な変形と強度の概念や評価法を修得できるだけでなく、固体力学や材料科
学の先端的諸問題への糸口を見出すことができる。本書ではこの両者を取り上げ、技術者として必要な考え方と感性
を養う。 

エレクトロニクスのための回路理論 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784339008975  

著編者名 作田 幸憲 発行年 2017 商品コード 1027441307 

エレクトロニクス工学におけるものづくりやシステム構築の理解・設計に不可欠な回路理論について、初学者にもわか
る平易な文章で解説し、コラムや実例に基づいた例題・課題・章末問題などにより、イメージをもって学べるようにした。 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

工学関連 タイトル 
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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。 

製品事例から学ぶ現代の電気電子 
計測 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥11,385 

冊子版ISBN 9784339009057  

著編者名 藤田 吾郎 発行年 2017 商品コード 1028506662 

本書は電気電子計測を学ぶ本であり、テスタなど製品の解説から逆に辿って計測原理を理解できる。製品の取扱い方
を素早く理解でき、原理もわかりやすい。また、カタログなどからその製品が使える電圧や周波数の範囲も学べるように
した。 

MIMOからMassive MIMOを用いた伝送技
術とクロスレイヤ評価手法 
 ―超進化802.11高速無線LAN教科書― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784339009033  

著編者名 西森 健太郎 発行年 2017 商品コード 1029161135 

本書は、IEEE802.11の無線LAN標準規格とMIMO技術を解説するとともに、無線LANを含め、実際のシステムでどのよう
にMIMO伝送を評価したらよいかといった観点で詳細な解説を行った。 

COMSOL Multiphysics[R]ではじめる
工学シミュレーション 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784339028683  

著編者名 みずほ情報総研 発行年 2017 商品コード 1027441305 

複数の物理現象を同時に取り扱う「マルチフィジックス」を強みとするシミュレーションソフトウェアCOMSOL Multiphysics
を一般ユーザーが容易に活用できるよう、ユーザー視点のノウハウやモデル事例を紹介する。 

実践ロバスト制御  
（システム制御工学シリーズ 11） 

同時1アクセス（本体） ¥10,230 

同時3アクセス（本体） ¥15,345 

冊子版ISBN 9784339033113  

著編者名 平田 光男 発行年 2017 商品コード 1027659409 

本書では、与えられた制御問題にいかにして答えを求めるかという実践的な側面から、H∞制御およびμ設計法につ
いて、これらの設計法をロバスト制御系設計のツールとして使いこなせるようにすることに主眼を置いて平易に解説した  

スパースモデリング 
 ―基礎から動的システムへの応用― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784339032222  

著編者名 永原 正章 発行年 2017 商品コード 1028506661 

本書は、スパースモデリングの基本的な考え方から最新の研究成果である動的スパースモデリングの計算までをわか
りやすく解説した本邦初の専門書。スパースモデリングを実際に試すMATLABコードを掲載しているのが特徴。 

現場で役立つ制御工学の基本 演習編 
 ―解答と誤解答から学ぶ演習書― （※） 

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 9784339032208  

著編者名 涌井 伸二 発行年 2017 商品コード 1028700603 

「現場で役立つ制御工学の基本」の演習書。解答と、適宜誤解答を記載し、正解とあわせ丁寧な解説をした。姉妹書と
の関連を随時明記し、各問題の解説には、その問題の意図、誤解答に至る経緯、ほかの問題との関係などにも言及を
した。 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

工学関連 タイトル 
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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 
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これでなっとくパワーエレクトロニクス 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339008982  

著編者名 高木 茂行 発行年 2017 商品コード 1028301494 

パワーエレクトロニクスの回路系に始まり、モータ駆動と制御を関連付けて丁寧に解説した。高調波を考慮した電力測
定技術や新型パワー素子、ベクトル制御についても紹介。学生はもちろん技術者にもお勧めしたい一冊。 

現場で役立つオペアンプ回路 
 ―サーボ系を中心として― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784339008999  

著編者名 涌井 伸二 発行年 2017 商品コード 1028301497 

本書では、サーボ系の構築という目的における一機能としてのオペアンプ回路という説明形式を採用。回路方程式を
立式するための補助図面や実測の周波数応答を掲載し、この計測結果と数式との対応を詳細に説明し、理解の手助
けとした。 

工学関連 タイトル 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

微分積分講義テキスト （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339061147  

著編者名 石田 健一 発行年 2017 商品コード 1028301499 

本書は高校の微分積分から偏微分・重積分の初歩までを速習する教科書である。高校での習熟度が不十分でも他書
を参照せず学習でき、公式が天下りにならないよう前提となる定理等を挙げ、グラフなどの図で視覚的に理解できるよ
うした。 

例題で学ぶOR入門 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339028744  

著編者名 大堀 隆文 発行年 2017 商品コード 1027659410 

本書では、オペレーションズリサーチ（OR）をできるだけ数理表現を用いずに説明し、最小限の数学からなる身近な話
題を例題・課題として、問題解決や意思決定、最適化の実現に必要なORの問題の本質を学べるようにした。 

はじめての統計学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339061130  

著編者名 道家 暎幸 発行年 2017 商品コード 1028700602 

近年、各分野でデータ解析の方法論としての統計学の重要性が増している。本書は、実用面を意識し、データ解析の
ための基本的な手法の理解と、それを使って結果を解釈できる能力を養うことを目標に執筆された、初心者には格好
の書。 

土木・交通計画のための多変量解析 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784339052510  

著編者名 川﨑 智也 発行年 2017 商品コード 1028700604 

多変量解析は土木・交通計画を学ぶ上で必須の分析手法である。本書では、充実した解析手法の説明に加えて、実際
のデータを利用した豊富な例題や演習を通して、多変量解析の考え方と適用方法が身につくように詳説している。 

数学関連 タイトル 
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音のチカラ 
 ―感じる, 楽しむ, そして活かす― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339009064  

著編者名 岩宮 眞一郎 発行年 2018 商品コード 1029342100 

私たちが普段聞いている音は空気の振動である。しかし、私たちはこの音から様々な情報を読み取っている。本書
はそのような音が持っているチカラについて包括的に論じる書籍である。 

圧縮性流体力学・衝撃波 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥14,190 

同時3アクセス（本体） ¥21,285 

冊子版ISBN 9784339046533  

著編者名 佐宗 章弘 発行年 2017 商品コード 1027441306 

圧縮性流体力学は、圧力波と流れの相互作用を捉える学問であり、シンプルに美しく体系化されており、衝撃波は
その象徴である。原理はシンプルだがその適用範囲は奥深い。本書では、丁寧に式を展開し、確実に理解できるよ
う解説した。 

化学系学生にわかりやすい熱力学・ 
統計熱力学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784339066401  

著編者名 湯浅 真 発行年 2017 商品コード 1027659411 

本書は、化学系学生を対象に、熱力学と統計熱力学の内容をコンパクトに1冊にまとめた画期的な教科書である。さ
らに、各項目に適宜演習を掲載、その場で自分の実力を確認できるようにした。また巻末には詳細な解答を用意し
ている。 

技術者のための電磁気学入門 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784339009040  

著編者名 安永 守利 発行年 2017 商品コード 1029161136 

基本法則の多い電磁気学は、非物理・非電気電子系の学生にとって理解しづらく、従来の教科書を消化するのが難
しい。本書はそのような学生向けの講義をもとに、法則の成り立ちから身近な最新機器への応用までを説明した入
門書である。 

固体物理と半導体物性の基礎 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784339008968  

著編者名 牧本 俊樹 発行年 2017 商品コード 1027116547 

本書は、固体物理や半導体物性に関する基本的な知識を習得できることを目標としている。大学における１年間の
講義に対応することを想定して、発光ダイオードやトランジスタの動作を理解できるための必要最小限の内容に留め
ている。 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

物理学関連 タイトル 
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えっ!そうなの?!私たちを包み込む化学
物質 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339066432  

著編者名 浦野 紘平 発行年 2018 商品コード 1029342102 

農薬、化学肥料、プラスチック、合成洗剤、家庭用の殺虫剤等の化学製品はずいぶん身近なものとなった。これらの貢
献と化学物質による被害例を紹介するとともに、関連する法律の現状を解説し、化学物質と上手に付き合う方法を示す。 

化学系学生のためのExcel 2016/VBA
入門 ―PowerPoint増補版― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339066418  

著編者名 寺坂 宏一 発行年 2017 商品コード 1028700605 

化学分野で必要な計算を例題にして基本操作、データ加工、グラフの体裁、VBAを用いたプログラミングを解説する。
また、論文発表会でのプレゼンテーションにおけるスライド作成などの基礎的なスキルも学べるようにした。 

ゼロからの最速理解量子化学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥10,890 

同時3アクセス（本体） ¥16,335 

冊子版ISBN 9784339066395  

著編者名 佐々木 健夫 発行年 2017 商品コード 1027882451 

本書は量子化学の基礎を習得するための本である。高校の物理・数学の解説を入れ、図・写真も多用、さらに、科学者
のエピソードを織り交ぜ、物語的な内容にすることで、難解で敬遠されがちな量子化学を理解しやすくした。 

実験でわかる電気をとおすプラスチック
のひみつ 

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 9784339066449  

著編者名 白川 英樹 発行年 2017 商品コード 1028700608 

プラスチックは電気を通さないという通説をくつがえし、2000年ノーベル化学賞に輝いた導電性プラスチック。一見難し
そうだが、じつは簡単に合成できる。本書では、学校や公民館などの講義やイベントで活用できる実験を紹介する。 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

化学関連 タイトル 

その他 好評配信中 タイトル 

認知脳科学 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339078121  

著編者名 嶋田 総太郎 発行年 2017 商品コード 1027296265 

本書は、文理系の大学生がはじめて脳科学および認知科学を学ぶ際の教科書を想定して執筆した。可能な限り図を多
く掲載し、初学者でもわかりやすく、かつ教科書としての一定のレベルを保った専門的知識を提供する教科書となって
いる。 

機能性食品学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784339067538  

著編者名 今井 伸二郎 発行年 2017 商品コード 1027296264 

機能性食品制度の概要にはじまり、栄養の基礎、機能性食品成分と疾病の関わり、機能性食品の課題と今後の動向
を安全性と絡めて平易に解説。機能性食品を学ぶ学生、食品開発者はもちろん、一般消費者にも手に取ってほしい一
冊。 
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