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2017年11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 

イギリス人の国家観・自由観 名古 忠行 2005 9784621053669 ¥1,584 ¥2,376 1008060853 

何が間違いか日本の経済政策 ―マドリングスルーの時代― 白川 一郎 2004 9784621053645 ¥1,716 ¥2,574 1008060852 

ヒトゲノムと遺伝子治療 本橋 登 2002 9784621053584 ¥1,826 ¥2,739 1008060849 

人間的な産業の復活 ―ヨーロッパ型経営のモラル― 里深 文彦 2002 9784621053591 ¥1,892 ¥2,838 1008060850 

合意形成とルールの倫理学 ―応用倫理学のすすめ 3― 加藤 尚武 2002 9784621053607 ¥1,804 ¥2,706 1008060851 

英文法のからくり ―英語表現の意味を「推理」する― 武田 修一 2001 9784621053416 ¥1,584 ¥2,376 1008060846 

ビジネス英語の落とし穴 小林 薫 2001 9784621053423 ¥1,672 ¥2,508 1008060847 

人の噂は七五日or九日? ―数の「英語・日本語」表現くらべ― 山田 雅重 2001 9784621053430 ¥1,672 ¥2,508 1008060848 

共生の思想 ―自他の衝突と協調― 藤原 鎮男 2000 9784621053133 ¥1,716 ¥2,574 1008060843 

花火百華 小野里 公成 2000 9784621053218 ¥2,156 ¥3,234 1008060844 

翻訳は文化である 藤岡 啓介 2000 9784621053263 ¥1,716 ¥2,574 1008060845 

デジタル・ミレニアムの到来 ―ネット社会における消費者― 名和 小太郎 1999 9784621052914 ¥1,672 ¥2,508 1008060841 

論争と「詭弁」 ―レトリックのための弁明― 香西 秀信 1999 9784621052976 ¥1,584 ¥2,376 1008060842 

成人病を防ぐ現代人の食事学 井上 勝六 1998 9784621052563 ¥1,584 ¥2,376 1008060839 

現代企業の条件 ―メガコンペティションの時代― 長谷川 洋三 1998 9784621052600 ¥1,628 ¥2,442 1008060840 

日本語の発想・英語の発想 山田 雅重 1997 9784621052471 ¥1,408 ¥2,112 1008060838 

理科系の英語 志村 史夫 1995 9784621051474 ¥1,452 ¥2,178 1008060836 

サイエンス食生活考 成瀬 宇平 1995 9784621051504 ¥1,496 ¥2,244 1008060837 

環境倫理学のすすめ 加藤 尚武 1991 9784621070345 ¥1,716 ¥2,574 1008060854 

●丸善ライブラリー 

１９冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥31,878 
同時３アクセス 

（本体） ¥47,817 

丸善出版人気シリーズ特集 

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。 

５冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥22,440 
同時３アクセス 

（本体） ¥33,660 

2017年11月 ● 書名に（※）印のあるものはダウンロード不可です。 

●京大人気講義シリーズ 

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 

地球環境学 ―複眼的な見方と対応力を学ぶ― 
京都大学 
地球環境学堂 

2014 9784621088074 ¥5,280 ¥7,920 1015731402 

健康・医療の情報を読み解く 
―健康情報学への招待― 第2版 

中山 健夫 2014 9784621087329 ¥4,400 ¥6,600 1015826201 

新・霊長類学のすすめ 
京都大学 
霊長類研究所 

2012 9784621085332 ¥4,620 ¥6,930 1010718920 

漢字文化の源流 阿辻 哲次 2009 9784621082058 ¥3,960 ¥5,940 1008139867 

味覚と嗜好のサイエンス 伏木 亨 2008 9784621079713 ¥4,180 ¥6,270 1008139862 

●ウォーキングガイド 

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 

化石ウォーキングガイド全国版 
―日本各地に眠る古生物の痕跡探し27地点― 

相場 博明 2016 9784621089576 ¥6,270 ¥9,405 1022115164 

日本の火山ウォーキングガイド 
―魅力と脅威が伝わる22スポット― （※） 

火山防災推進
機構 

2016 9784621088487 ¥6,270 ¥9,405 1024014976 

化石ウォーキングガイド関東甲信越版 
―太古のロマンを求めて化石発掘28地点― 

相場 博明 2013 9784621086636 ¥4,180 ¥6,270 1013867155 

鉱物ウォーキングガイド関東甲信越版 
―歩いて楽しい!鉱物めぐり26地点― 

松原 聰 2012 9784621085301 ¥4,180 ¥6,270 1010995018 

鉱物ウォーキングガイド全国版 
―北海道から九州まで厳選の24地点― 

松原 聰 2010 9784621082676 ¥4,180 ¥6,270 1010995016 

５冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥25,080 
同時３アクセス 

（本体） ¥37,620 

●パリティ物理学コース 
３冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） ¥23,100 

同時３アクセス 
（本体） ¥34,650 

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 

解析力学 新装復刊（※） 並木 美喜雄 2015 9784621087237 ¥8,250 ¥12,375 1018683949 

熱学・統計力学 新装復刊（※） 碓井 恒丸 2015 9784621087244 ¥6,600 ¥9,900 1018683950 

相対論的宇宙論 新装復刊（※） 小玉 英雄 2015 9784621087251 ¥8,250 ¥12,375 1018683951 
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●現代理論物理学シリーズ 

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 

トポロジカル絶縁体・超伝導体 （※） 野村 健太郎 2016 9784621301036 ¥18,150 ¥27,225 1024589634 

素粒子の標準模型を超えて （※） 林 青司 2015 9784621065099 ¥18,150 ¥27,225 1019315064 

超弦理論・ブレイン・M理論 太田 信義 2012 9784621062302 ¥13,860 ¥20,790 1024591726 

幾何学的量子力学 倉辻 比呂志 2012 9784621063798 ¥17,160 ¥25,740 1024591727 

格子上の場の理論 青木 慎也 2012 9784621062432 ¥15,840 ¥23,760 1024591728 

超伝導転移の物理 池田 隆介 2012 9784621065075 ¥12,540 ¥18,810 1025863933 

６冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥95,700 
同時３アクセス 

（本体） ¥143,550 

●初歩からの数学 

書名 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 

関数の基礎とファイナンス数学 （1） （※） 2015 9784621089828 ¥7,590 ¥11,385 1019748897 

線形方程式と線形計画法 （2） （※） 2015 9784621089835 ¥7,920 ¥11,880 1019748898 

論理・確率とマルコフ連鎖 （3） （※） 2015 9784621089842 ¥8,580 ¥12,870 1019748899 

微分積分 上 （4） （※） 2015 9784621089859 ¥8,580 ¥12,870 1020083610 

微分積分 下 （5） （※） 2016 9784621089866 ¥8,580 ¥12,870 1020083611 

５冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥41,250 
同時３アクセス 

（本体） ¥61,875 

著編者 
Raymond A. Barnett 

●計算力学レクチャーコース 
４冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） ¥41,690 

同時３アクセス 
（本体） ¥62,535 

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 

フェーズフィールド法入門 日本計算工学会 2013 9784621086582 ¥7,040 ¥10,560 1013312289 

線形方程式の反復解法 日本計算工学会 2013 9784621087411 ¥9,240 ¥13,860 1014156243 

可視化入門 宮地 英生 2013 9784621085837 ¥11,550 ¥17,325 1025020401 

トポロジー最適化 西脇 眞二 2013 9784621086346 ¥13,860 ¥20,790 1025020402 

● 書名に（※）印のあるものはダウンロード不可です。 
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８冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥64,240 
同時３アクセス 

（本体） ¥96,360 

2017年11月 

●半導体デバイスシリーズ 

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 

集積ナノデバイス （1） 平本 俊郎 2013 9784621082089 ¥10,560 ¥15,840 1014015978 

メモリデバイス・イメージセンサ （2） 角南 英夫 2013 9784621082133 ¥12,540 ¥18,810 1014015977 

プロセスインテグレーション （3） 谷口 研二 2013 9784621082843 ¥12,540 ¥18,810 1014015976 

パワーデバイス （4） 大橋 弘通 2013 9784621083390 ¥12,540 ¥18,810 1014015975 

４冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥48,180 
同時３アクセス 

（本体） ¥72,270 

●表面分析技術選書 

書名 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 

計算シミュレーションと分析データ解析 2008 9784621078808 ¥7,920 ¥11,880 1008060871 

ナノテクノロジーのための走査電子顕微鏡 2004 9784621073612 ¥7,920 ¥11,880 1008060866 

ナノテクノロジーのための表面電子回折法 2003 9784621072059 ¥7,920 ¥11,880 1008060861 

ナノテクノロジーのための走査プローブ顕微鏡 2002 9784621070697 ¥7,920 ¥11,880 1008060855 

オージェ電子分光法 2001 9784621048412 ¥7,920 ¥11,880 1008060835 

透過型電子顕微鏡 1999 9784621081563 ¥8,360 ¥12,540 1008060874 

二次イオン質量分析法 1999 9784621046234 ¥7,920 ¥11,880 1008060834 

X線光電子分光法 1998 9784621081556 ¥8,360 ¥12,540 1008060873 

著編者 
日本表面科学会 
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●化学マスター講座 

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 

看護の倫理学  第2版 （1） 石井 トク 2008 9784621078655 ¥4,180 ¥6,270 1008060869 

生命と医療の倫理学  第2版 （2） 伊藤 道哉 2013 9784621086728 ¥4,400 ¥6,600 1013312287 

教育の倫理学 （7） 加藤 尚武 2006 9784621071182 ¥4,180 ¥6,270 1008139855 

現代人の倫理学 （10） 加藤 尚武 2006 9784621076859 ¥4,180 ¥6,270 1008139859 

情報の倫理学 （15） 水谷 雅彦 2003 9784621072707 ¥4,180 ¥6,270 1008060863 

５冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥21,120 
同時３アクセス 

（本体） ¥31,680 

●現代社会の倫理を考える 

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 

バイオマテリアル 岩田 博夫 2013 9784621086711 ¥7,040 ¥10,560 1014156241 

物理化学 田中 一義 2010 9784621083024 ¥11,000 ¥16,500 1014156245 

高分子化学 （合成編） 中條 善樹 2010 9784621082591 ¥7,480 ¥11,220 1014156246 

有機化学 大嶌 幸一郎 2010 9784621082959 ¥8,580 ¥12,870 1014156247 

ナノテクノロジー 大嶌 幸一郎 2010 9784621082607 ¥7,920 ¥11,880 1014156248 

工学倫理 今中 忠行 2010 9784621083178 ¥3,520 ¥5,280 1014156249 

有機金属化学 大嶌 幸一郎 2009 9784621081990 ¥6,600 ¥9,900 1014446535 

７冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） ¥52,140 
同時３アクセス 

（本体） ¥78,210 
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●シリーズ生命倫理学 

No. 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 

1 生命倫理学の基本構図 （1） 今井 道夫 2012 9784621084786 ¥12,760 ¥19,140 1010548441 

2 生命倫理の基本概念 （2） 香川 知晶 2012 9784621084793 ¥12,760 ¥19,140 1010548442 

3 脳死・移植医療 （3） 倉持 武 2012 9784621084809 ¥12,760 ¥19,140 1010548443 

4 終末期医療 （4） 
シリーズ生命倫理学 
編集委員会 

2012 9784621084816 ¥12,760 ¥19,140 1012269185 

5 安楽死・尊厳死 （5） 
シリーズ生命倫理学 
編集委員会 

2012 9784621084823 ¥12,760 ¥19,140 1012269186 

6 生殖医療 （6） 菅沼 信彦 2012 9784621084830 ¥12,760 ¥19,140 1010718918 

7 周産期・新生児・小児医療 （7） 
シリーズ生命倫理学 
編集委員会 

2012 9784621084847 ¥12,760 ¥19,140 1012269187 

8 高齢者・難病患者・障害者の医療福祉 （8） 
シリーズ生命倫理学 
編集委員会 

2012 9784621084854 ¥12,760 ¥19,140 1012269188 

9 精神科医療 （9） 中谷 陽二 2013 9784621084861 ¥12,760 ¥19,140 1013533781 

10 救急医療 （10） 有賀 徹 2013 9784621084878 ¥12,760 ¥19,140 1013867156 

11 遺伝子と医療 （11） 玉井 真理子 2013 9784621084885 ¥12,760 ¥19,140 1013151740 

12 先端医療 （12） 霜田 求 2012 9784621084892 ¥12,760 ¥19,140 1011492087 

13 臨床倫理 （13） 浅井 篤 2012 9784621084908 ¥12,760 ¥19,140 1010995013 

14 看護倫理 （14） 浜渦 辰二 2012 9784621084915 ¥12,760 ¥19,140 1011492088 

15 医学研究 （15） 
シリーズ生命倫理学 
編集委員会 

2012 9784621084922 ¥12,760 ¥19,140 1012269189 

16 医療情報 （16） 板井 孝壱郎 2013 9784621084939 ¥12,760 ¥19,140 1014022186 

17 医療制度・医療政策・医療経済 （17） 今中 雄一 2013 9784621084946 ¥12,760 ¥19,140 1013151739 

18 医療事故と医療人権侵害 （18） 池田 典昭 2012 9784621084953 ¥12,760 ¥19,140 1011492089 

19 医療倫理教育 （19） 伴 信太郎 2012 9784621084960 ¥12,760 ¥19,140 1011492090 

20 生命倫理のフロンティア （20） 
シリーズ生命倫理学 
編集委員会 

2013 9784621084977 ¥12,760 ¥19,140 1012708625 

全２０巻セット 
同時１アクセス 

（本体） ¥255,200 
同時３アクセス 

（本体） ¥382,800 商品コード 1014121076 
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