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2019年 新規配信タイトル
工学系学生のための数学物理学演習
著編者名

橋爪 秀利

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2018

¥7,590
¥11,715
9784320113305
商品コード
1030515217

数学は、物理や化学を理解するためのツールとなる場合が多い。本書では、多くの大学生が最初に戸惑うような数学の内容を、わかりやすく説明する
ことに重点をおいた。できる限り公式を導出する過程を示し、例題を通してさらに理解が深まるような構成とした。章末の練習問題はレベルの高い問
題も含むが、詳細な解答例を活用してほしい。やや簡単な内容の演習問題も用意し、略解を載せた。

理工系基礎力学 ―講義と演習―
著編者名

高橋 正雄

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2017

¥6,600
¥9,900
9784320036024
商品コード
1029342097

理工系大学で、はじめて「力学」を学ぼうとする学生を対象とした教科書。高校物理や数学の履修状況に配慮しながら、4分野「力と運動」「エネル
ギーと運動量」「振動と円運動」「剛体の力学」を、年間30回の講義で学ぶことを意識した。

大学生のための生態学入門
著編者名

西村 尚之

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2017

¥7,920
¥11,880
9784320057869
商品コード
1029502809

本書は、個体群・生物群集・生態系や生物多様性に関する生態学の主要な領域を中心に、生態学の基礎となる一般生物学的な知識である「生命の
起源」、「自然生物学の歴史」、「分子遺伝と進化」、「光合成の生理」など、幅広くかつできる限り新しい事例を取り上げて解説したヒトの生存に関わる
生態系を科学する教科書である。

食品学 ―栄養機能から加工まで―第3版
著編者名

露木 英男

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2018

¥9,900
¥14,850
9784320061866
商品コード
1029973271

本書は2002年に初版を発行して以来、管理栄養士・栄養士養成施設を中心に広く利用されてきた。食品学の進歩は著しい。とくに食品の三次機能、
すなわち生理機能の解明は日進月歩である。さらに、2015年には日本食品標準成分表が七訂に改訂され、2016・2017年には七訂追補版が公表され
た。それらにともない、栄養機能のデータの更新、そのほか、法規制の改正にも対応している。第3版では大幅に誌面レイアウトを刷新し、さらに活用
しやすい仕様になった。

医療情報学入門 第2版 （※）
著編者名

樺澤 一之

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2018

¥9,570
¥14,355
9784320124318
商品コード
1030590906

主として医療情報システムと情報処理技術について解説したテキスト。医療職として仕事に従事したとき必要な病院業務、医療情報システム及び情
報処理について解説。さらに、医療情報の標準化、医療情報倫理、病院管理、地域医療情報システム、お薬手帳、データヘルス計画やレセプトデー
タベースの利活用についても解説。電子カルテについては、診療エピソードに基づいて実際のシステムの画面を使用して説明している。

情報活用とアカデミック・スキル ―Office 2016―
著編者名

松山 恵美子

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2018

¥8,910
¥13,365
9784320124295
商品コード
1030360983

社会人基礎力として必要となる情報スキルを養成していくテキスト。パソコンの基礎を学ぶ学生を対象として、OSの環境に左右されない、コンピュー
ターリテラシーの基本的な考え方を身につけることを目的とする。大学ではどのような情報教育が求められているのか、どのようなテキストが必要とされ
ているのかを考え、学生自らが考えて活用していくテキストを目指した。Web上に練習問題を用意する。Windows10、Office2016対応。

SCMハンドブック
著編者名

唐沢 豊

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）
冊子版ISBN
発行年

2018

¥75,900
¥113,850
9784320096455
商品コード
1030515221

原材料調達から生産・販売に至るまで、モノの流れを効率的に管理するSCM（サプライチェーンマネジメント）は、企業のグローバル化、国内物流の困
難さ、ネット販売、アマゾンに代表されるビジネスモデルの変革などに対応するため、より進んだSCM構築が急務となっている。本書は、学会創立20周
年に当たって計画された、新たなSCM構築に向けて、SCM戦略のマネジメントと関連手法を体系的に解説した、わが国初のSCM総合ハンドブックで
ある。

● 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。
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共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection
見つかる，深まる，広がる
（未来）（知識）（世界）
自然科学の各分野におけるスペシャリストがコーディネーターと
なり，「面白い」「重要」「役立つ」「知識が深まる」「最先端」
をキーワードにテーマを選びました。

27冊揃価格
同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

¥154,440

¥231,660
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）

商品コード

海の生き物はなぜ多様な性を示すのか ―数学で解き明かす謎―（1）

山口 幸

2015

9784320009011

¥5,940

¥8,910 1020782153

宇宙食 ―人間は宇宙で何を食べてきたのか―（2）

田島 真

2015

9784320009028

¥5,280

¥7,920 1020782154

次世代ものづくりのための電気・機械一体モデル （3）

長松 昌男

2015

9784320009035

¥5,940

¥8,910 1021588096

現代乳酸菌科学 ―未病・予防医学への挑戦―（4）

杉山 政則

2015

9784320009042

¥5,280

¥7,920 1021588097

オーストラリアの荒野によみがえる原始生命 （5）

杉谷 健一郎

2016

9784320009059

¥5,940

¥8,910 1022024233

行動情報処理 ―自動運転システムとの共生を目指して―（6）

武田 一哉

2016

9784320009073

¥5,280

¥7,920 1022024234

サイバーセキュリティ入門 ―私たちを取り巻く光と闇―（7）

猪俣 敦夫

2016

9784320009066

¥5,280

¥7,920 1022295714

ウナギの保全生態学 （8）

海部 健三

2016

9784320009080

¥5,280

¥7,920 1024019806

ICT未来予想図 ―自動運転, 知能化都市, ロボット実装に向けて―（9）

土井 美和子

2016

9784320009097

¥5,280

¥7,920 1024195219

美の起源 ―アートの行動生物学―（10）

渡辺 茂

2016

9784320009103

¥5,940

¥8,910 1024589641

インタフェースデバイスのつくりかた ―その仕組みと勘どころ―（11）

福本 雅朗

2016

9784320009110

¥5,280

¥7,920 1025599584

現代暗号のしくみ ―共通鍵暗号, 公開鍵暗号から高機能暗号まで―（12）

中西 透

2017

9784320009127

¥5,280

¥7,920 1025881774

昆虫の行動の仕組み ―小さな脳による制御とロボットへの応用―（13）

山脇 兆史

2017

9784320009134

¥5,940

¥8,910 1026405271

まちぶせるクモ ―網上の10秒間の攻防―（14）

中田 兼介

2017

9784320009141

¥5,280

¥7,920 1026634683

無線ネットワークシステムのしくみ ―IoTを支える基盤技術―（15）

塚本 和也

2017

9784320009158

¥5,940

¥8,910 1026888943

ベクションとは何だ!? （16）

妹尾 武治

2017

9784320009189

¥5,940

¥8,910 1027441300

シュメール人の数学 ―粘土板に刻まれた古の数学を読む―（17）

室井 和男

2017

9784320009165

¥5,940

¥8,910 1027659404

生態学と化学物質とリスク評価 （18）

加茂 将史

2017

9784320009172

¥5,940

¥8,910 1027882448

キノコとカビの生態学 ―枯れ木の中は戦国時代―（19）

深澤 遊

2017

9784320009196

¥5,940

¥8,910 1027882449

原 隆浩

2017

9784320009202

¥5,940

¥8,910 1028700624

細川 貴弘

2017

9784320009219

¥5,940

¥8,910 1029161128

感染症に挑む ―創薬する微生物 : 放線菌―（22）

杉山 政則

2017

9784320009233

¥5,940

¥8,910 1029502806

生物多様性の多様性 （23）

森章

2018

9784320009226

¥5,940

¥8,910 1029728125

溺れる魚、空飛ぶ魚、消えゆく魚
―モンスーンアジア淡水魚探訪―（24）

鹿野 雄一

2018

9784320009240

¥5,940

¥8,910 1029728126

チョウの生態「学」始末 （25）

渡辺 守

2018

9784320009257

¥5,940

¥8,910 1029728127

インターネット, 7つの疑問 ―数理から理解するその仕組み―（26）

大﨑 博之

2018

9784320009264

¥5,940

¥8,910 1029973267

生物をシステムとして理解する ―細胞とラジオは同じ!?―（27）

久保田 浩行

2018

9784320009271

¥5,940

¥8,910 1030831499

ビッグデータ解析の現在と未来
―Hadoop, NoSQL, 深層学習からオープンデータまで―（20）
カメムシの母が子に伝える共生細菌
―必須相利共生の多様性と進化―（21）

● 表示価格は税抜きです。
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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）

2

基本法則から読み解く物理学最前線
17冊揃価格
同時１アクセス（本体）

同時３アクセス（本体）

¥112,200

¥168,300

重力波物理の最前線 （17）

量子アニーリングの基礎 （18）

本書は、LIGOプロジェクトで「ノイズハンター」の異
名をとり、日本の観測施設KAGRAの主要メンバー
として活躍する川村静児氏による、重力波に関す
る本格的な解説書。重力波の基礎から解説しはじ
め、重力波天文学と重力波の検出方法について
詳説。そして、実際の重力波検出の最前線を、初
検出からそれに続く検出と順を追って説明していく。
最後に、重力波検出器の将来像とその目指すサイ
エンスについても紹介。

本書は、量子アニーリングの計算原理の発案者に
よる、日本語で書かれた唯一の解説書である。量
子アニーリングの基本的な定式化や動作原理の説
明だけでなく、機械学習への応用やベンチマーク
テストの例、さらにはD-Waveマシンのユーザーイ
ンターフェイスの解説まで幅広く取り上げている。

単一光子と量子もつれ光子

走査透過電子顕微鏡の物理（20）

―量子光学と量子光技術の基礎―（19）
本書では、光の量子的性質を利用した新しい科学
技術を志す際の礎となることを目指し、光の量子状
態や光子が示す性質とその最新の応用技術につ
いて自然に学べるよう配慮している。そのために、
類書にはないであろう特徴として、初等量子力学
で必ず学ぶ、調和振動子の量子状態について
少々深い理解まで到達したうえで、光を量子的に
扱う「量子光学」への橋渡しとすることを試みている。

書名

著編者

本書では、光の量子的性質を利用した新しい科学
技術を志す際の礎となることを目指し、光の量子状
態や光子が示す性質とその最新の応用技術につ
いて自然に学べるよう配慮している。そのために、
類書にはないであろう特徴として、初等量子力学
で必ず学ぶ、調和振動子の量子状態について
少々深い理解まで到達したうえで、光を量子的に
扱う「量子光学」への橋渡しとすることを試みている。

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）

商品コード

スピン流とトポロジカル絶縁体 ―量子物性とスピントロニクスの発展―（1）

齊藤 英治

2014

9784320035218

¥6,600

¥9,900 1017819898

マルチフェロイクス ―物質中の電磁気学の新展開―（2）

有馬 孝尚

2014

9784320035225

¥6,600

¥9,900 1017819899

大規模構造の宇宙論 ―宇宙に生まれた絶妙な多様性―（4）

松原 隆彦

2014

9784320035249

¥6,600

¥9,900 1020700085

LHCの物理 ―ヒッグス粒子発見とその後の展開―（7）

浅井 祥仁

2016

9784320035270

¥6,600

¥9,900 1022699213

不安定核の物理 ―中性子ハロー・魔法数異常から中性子星まで―（8）

中村 隆司

2016

9784320035287

¥6,600

¥9,900 1023366748

ニュートリノ物理 ―ニュートリノで探る素粒子と宇宙―（9）

中家 剛

2016

9784320035294

¥6,600

¥9,900 1023366749

ミュオンスピン回転法 ―謎の粒子ミュオンが拓く物質科学―（10）

門野 良典

2016

9784320035300

¥6,600

¥9,900 1024943409

光誘起構造相転移 ―光が拓く新たな物質科学―（11）

腰原 伸也

2016

9784320035317

¥6,600

¥9,900 1025193955

多電子系の超高速光誘起相転移 ―光で見る・操る・強相関電子系の世界―（12）

岩井 伸一郎

2016

9784320035324

¥6,600

¥9,900 1025376233

格子QCDによるハドロン物理 ―クォークからの理解―（13）

青木 慎也

2017

9784320035331

¥6,600

¥9,900 1025881777

X線の非線形光学 ―SPring-8とSACLAで拓く未踏領域―（14）

玉作 賢治

2017

9784320035348

¥6,600

¥9,900 1025881778

中間子原子の物理 ―強い力の支配する世界―（15）

比連崎 悟

2017

9784320035355

¥6,600

¥9,900 1026405270

ARPESで探る固体の電子構造 ―高温超伝導体からトポロジカル絶縁体―（16） 高橋 隆

2017

9784320035362

¥6,600

¥9,900 1027296262

重力波物理の最前線 （17）

川村 静児

2018

9784320035379

¥6,600

¥9,900 1030515218

量子アニーリングの基礎 （18）

西森 秀稔

2018

9784320035386

¥6,600

¥9,900 1030682619

単一光子と量子もつれ光子 ―量子光学と量子光技術の基礎―（19）

枝松 圭一

2018

9784320035393

¥6,600

¥9,900 1030831498

走査透過電子顕微鏡の物理 （20）

田中 信夫

2018

9784320035409

¥6,600

¥9,900 1030990118

● 表示価格は税抜きです。
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統計学One Point
近年、「ビッグデータ」という用語に代表されるように、統計学の必要性は大幅に向上し、また生産の効率化、人工
知能、IoTなどの諸分野において、分析ツールとして統計学を活用する機運も非常に高まっている。
本シリーズでは、統計学の個々の要素を
構成する考え方や手法に焦点を当て、特に注目しておきたい概念や手法、またつまずきやすいと思われるポイント
などに要点を絞り、第一線で活躍している経験豊かな著者が、明快に解説していく。

9冊揃価格

書名

同時１アクセス（本体）

同時３アクセス（本体）

¥65,340

¥98,010
同時１
アクセス
(本体)

同時３
アクセス
(本体)

商品コード

発行年

冊子版ISBN

2016

9784320112520

¥7,260

¥10,890 1024775736

カルマンフィルタ
野村 俊一
―Rを使った時系列予測と状態空間モデル―（2）

2016

9784320112537

¥7,260

¥10,890 1024775737

最小二乗法・交互最小二乗法 （3）

森 裕一

2017

9784320112544

¥7,260

¥10,890 1028301491

時系列解析 （4）

柴田 里程

2017

9784320112551

¥7,260

¥10,890 1028506651

欠測データ処理
―Rによる単一代入法と多重代入法―（5）

高橋 将宜

2017

9784320112568

¥7,260

¥10,890 1029342096

スパース推定法による統計モデリング （6）

川野 秀一

2018

9784320112575

¥7,260

¥10,890 1030360982

暗号と乱数 ―乱数の統計的検定―（7）

藤井 光昭

2018

9784320112582

¥7,260

¥10,890 1030590905

ファジィ時系列解析 （8）

渡辺 則生

2018

9784320112599

¥7,260

¥10,890 1030990115

計算代数統計
―グレブナー基底と実験計画法―（9）

青木 敏

2018

9784320112605

¥7,260

¥10,890 1030990116

ゲノムデータ解析 （1）

著編者

冨田 誠

● 表示価格は税抜きです。
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