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化学同人
2018年

新規配信タイトル

薬学のための基礎化学
著編者名

石川 さと子

冊子版ISBN

9784759818109

同時1アクセス（本体）

¥4,950

発行年

2018

同時3アクセス（本体）

¥6,710

商品コード

1027659402

薬学を学ぶための土台となる化学をていねいに解説。創薬、医薬品への応用
例をふんだんに取りあげ、化学と薬学とのつながりを示した。後の専門科目との
対応を示した新コアカリ対応教科書。

100年後の世界
―SF映画から考えるテクノロジーと社会の未来―（DOJIN選書 76）
テクノロジーの進歩は、社会に大きな変化をもたらす。私たちは、現在のテクノロジーだ
けでなく、未来のテクノロジーとどう付き合っていけばよいのだろうか。本書では、生殖医
療、遺伝子操作、サイボーグ、不老長寿、人工知能、仮想現実などを取り上げ、それ
ぞれのテクノロジーの現状を整理し、『ガタカ』『ロボコップ』『マトリックス』といったSF映画
も参照しながら、まだ見ぬテクノロジーと社会の関係を予測する。気鋭の哲学者による
刺激的論考！

著編者名
同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

鈴木 貴之

発行年

2018

¥5,280

冊子版ISBN

9784759816761

¥7,480

商品コード

1028301484

ジェイムズ・D.スタイン

発行年

2018

¥5,830

冊子版ISBN

9784759819496

¥8,250

商品コード

1028301487

発行年

2017

冊子版ISBN

9784759819342

商品コード

1028301486

野島 高彦

発行年

2017

¥3,300

冊子版ISBN

9784759819335

¥4,620

商品コード

1028301488

探偵フレディの数学事件ファイル
―LA発犯罪と恋をめぐる14のミステリー―
ロサンゼルスにやってきた私立探偵フレディが、数学が鍵となる事件を解決していく短編
ミステリー小説集。軽い事件から殺人事件までが登場するハードボイルド風の探偵小
説を楽しく読みながら、知らず知らずのうちに数学の知識も身につく。もちろん数学の知
識がなくても小説として十分楽しめるし、小説に出てきた数学についてもっと知りたい読
者のためには、関係する数学のテーマを詳しく解説した付録もついている。

著編者名
同時1アクセス
（本体）
同時3アクセス
（本体）

科学捜査ケースファイル
―難事件はいかにして解決されたか―
ヴァル・マクダーミド
著編者名
英国のベストセラー作家、ヴァル・マクダーミドは、科学捜査の現場を歩き、第一線で活
躍する捜査官へのインタビューをとおして、性犯罪、放火、強盗、暴行、監禁などの事 同時1アクセス
¥8,250
（本体）
件解決に、科学捜査がどのように役立てられているかを、その発展の歴史とともに浮き
彫りにする。
同時3アクセス
¥11,770
（本体）

実験ノートの書き方
―誰も教えてくれなかった : 研究を成功させるための秘訣―
著編者名
悪い例とよい例を比較しながら、実験ノートを具体的にどう書けばよいのかを懇切丁寧
に説明する。書き方だけでなく、なぜ実験ノートが必要なのか、研究不正に関わらない
同時1アクセス
ために実験ノートが欠かせないこと、実験ノートを書くことが自分を成長させてくれること
（本体）
といった、実験ノートの意義と大切さについても力を込めて訴える。これから実験ノートを
同時3アクセス
書こうとする人がまず最初に読みたい必読書である。
（本体）

● 表示価格は税抜きです。

2018年12月
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2018年

新規配信タイトル

演習で学ぶ科学のための数学
（Chemistry primer series 3）
著編者名

D.S.Sivia

同時1アクセス（本体）

¥7,920

同時3アクセス（本体）

¥11,220

冊子版ISBN

9784759820027

発行年

2018

商品コード

1027882445

化学をはじめ、物理学や生物学に必要な数学を基礎から学べる良書に待望の邦訳が刊行。数学を避けるために化学や生物
学を志したにもかかわらず、大学での学習に数学が必要であることを痛感している学生には待望の書籍。数学に苦しむ理系
学生には、福音となるであろう。演習問題の詳細な解答を掲載し、自学自習できるように編纂された。

環境科学入門
―地球と人類の未来のために―第2版
著編者名

川合 真一郎

同時1アクセス（本体）

¥6,050

同時3アクセス（本体）

¥8,602

冊子版ISBN

9784759819403

発行年

2018

商品コード

1027659401

2011年刊行の第１版を学びやすいように全面的に見直して再構成した。第１版と同様、広範な環境科学のトピックを半期の講
義で無理なく概観できるように記述。「いま、どのような環境問題が起こっているのか」、「環境問題の発生原因は」、「環境問題
に対して何をすべきか」が理解できる。大学１、２年生が学ぶために適した入門テキスト。

星屑から生まれた世界
―進化と元素をめぐる生命38億年史―
著編者名

ベンジャミン・マクファーランド

同時1アクセス（本体）

¥7,370

同時3アクセス（本体）

¥10,450

冊子版ISBN

9784759819519

発行年

2017

商品コード

1028301485

多様な分野の視点と先人の研究を踏まえれば、地球に生命が生まれ、体内のしくみを洗練してきた道筋の理解には、化学の
原理つまり元素（エレメント）と周期表がカギだと解く――さまざまな要素（エレメント）が交錯する壮大な進化の物語が、謎解き
のような面白さで描かれる。

栄養士・管理栄養士をめざす人の
基礎トレーニングドリル
著編者名

小野 廣紀

同時1アクセス（本体）

¥4,950

同時3アクセス（本体）

¥6,710

冊子版ISBN

9784759819410

発行年

2018

商品コード

1027659403

栄養士・管理栄養士養成校の入学前の課題学習や、初年次の導入教育に役立つ。専門科目を学ぶ前の基礎づくりに役立つ
内容を選んで掲載している。栄養士・管理栄養士養成課程で学ぶ前に必要な化学、生物、数学（計算）の基礎を丁寧に記述す
る。

脳神経化学

同時1アクセス（本体）

¥18,590

―脳はいま化学の言葉でどこまで語れるか―
（Dojin bioscience series 28）

同時3アクセス（本体）

¥27,940

冊子版ISBN

9784759817263

著編者名

森 泰生

発行年

2018

商品コード

1027441299

「脳はいま、化学の言葉でどこまで語れるか？」をコンセプトに、脳に関連する「化学物質」を、それらの種類や分布、動態、脳
機能における役割などについて解説。また、近年脳に応用されるようになった分析手法についてそれらの仕組みからテクニッ
クまで紹介。脳を化学の視点から研究する人にとって、基礎から実用まで使える一冊。

時空のさざなみ
―重力波天文学の夜明け―
著編者名

ホヴァート・シリング

同時1アクセス（本体）

¥7,920

同時3アクセス（本体）

¥11,220

冊子版ISBN

9784759819595

発行年

2017

商品コード

1027296256

オランダ人科学ライター、ホファート・シリング。宇宙の構造や起源を解明するため、「重力波天文学」の時代を切り拓く国際的
な努力とその意義を魅力的に語る。 LIGO検出器の驚くべき精度はじめ、2019年から本格稼働する日本のKAGRA検出器にも
言及。研究者や機器の写真が見ごたえある。
● 表示価格は税抜きです。

2018年12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
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2018年

新規配信タイトル

（化学の基本シリーズ 1）
著編者名

¥6,380

同時1アクセス（本体）

一般化学
河野 淳也

同時3アクセス（本体）

¥9,020

冊子版ISBN

9784759818468

発行年

2017

商品コード

1027296257

大学初年次向け半期用テキスト。化学の全体像を掴むための基本事項を厳選し、ていねいに解説。また、化学と実社会の関
連を示し、化学がわれわれの生活にどのように結びついているかを説くことにより、化学を身近に感じられるよう工夫した。練
習問題つき。

有機化学
（化学の基本シリーズ 2）
著編者名

同時1アクセス（本体）

¥5,830

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

久保 拓也

発行年

9784759818451
2017

商品コード

1027296258

大学初年次向け半期用テキスト。化学の全体像を掴むための基本事項を厳選し、ていねいに解説。また、化学と実社会の関
連を示し、化学がわれわれの生活にどのように結びついているかを説くことにより、化学を身近に感じられるよう工夫した。練
習問題つき。

基礎式から学ぶ化学工学
―Excelによるモデル解法で直観的にわかる―
著編者名

伊東 章

同時1アクセス（本体）

¥7,370

同時3アクセス（本体）

¥10,450

冊子版ISBN
発行年

9784759819427
2017

商品コード

1027116539

流体、伝熱、反応工学、分離操作、制御を含む範囲を網羅。基礎式をまず提示し、そこから導かれるモデルとして、各単位操
作の基礎モデルを導く。各単位操作のモデルはExcelによる解法を示す。自分でシミュレーションするのでモデルの理解が深ま
る。ICT時代に対応した教科書。

食品衛生学 新版
（新食品・栄養科学シリーズ . 食べ物と健康 5）
著編者名

川添 禎浩

同時1アクセス（本体）

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,350

冊子版ISBN
発行年

9784759816440
2017

商品コード

1026888939

管理栄養士国家試験ガイドラインに準拠した内容で、食品の安全に関する内容（法を含む食品衛生行政、微生物を原因とする食中毒、自然毒、カビ毒、食
品の変質、食品添加物、容器包装、汚染物質）を取り上げる。また「臨床栄養学」の項目で、「 薬と栄養・食事の相互作用」「栄養・食品が医薬品に及ぼす影
響」は食品の安全性とも関連が深い。本書では、食品添加物などの化学物質の毒性試験の詳細とともに、食品と医薬品の相互作用を「食品の毒性学」とし
て13章で取り上げた。

医療・診断・創薬の化学

同時1アクセス（本体）

¥10,890

―医療分野に挑む革新的な化学技術―
（CSJ Current Review 24）

同時3アクセス（本体）

¥15,510

著編者名

冊子版ISBN

日本化学会

発行年

9784759813845
2017

商品コード

1026888940

バイオセンサー、遺伝子診断、人工臓器、抗体医薬、核酸医薬、DDS、細胞シート、再生医療などの概念や手法を解説。これ
からの医療へ応用するための新しい方向性を化学的な見地から探った、これまでにない意欲作。

大学で学ぶ食生活と健康のきほん

同時1アクセス（本体）

¥5,830

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN
著編者名

吉澤 みな子

発行年

9784759818284
2017

商品コード

1026405266

さまざまな栄養素と食品、健康の維持・増進のために必要な食生活の基礎知識について、わかりやすく解説した半期用のテキ
スト。大学入学後の１年生が学ぶのに適した内容を取り上げているので、栄養を専門としない学生でも興味をもって学ぶことが
できる。生活科学分野をはじめ一般教養の教科書としても適している。
¥14,850

共生微生物

同時1アクセス（本体）

―生物と密接に関わるミクロな生命体―
（Dojin bioscience series 27）

同時3アクセス（本体）

¥21,780

冊子版ISBN

9784759817287

著編者名

大野 博司

発行年

2016

商品コード

1026405267

近年、立体構造の変化を伴い、与えられた刺激に反応することができる分子、すなわち分子マシンが設計、合成され、さらにその有効利用が展
開されつつある。このことは2016年度のノーベル化学賞にも象徴されている。一方、生物学はタンパク質や核酸で構成される分子マシンの解明
が本質であると言ってもよい。化学で合成される分子マシンと生物学で調べられる分子マシンを徹底的に解説、比較する。

● 表示価格は税抜きです。
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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

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

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

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184
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