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No.2018-055 

MEL分野別カタログ 生活 

消費生活アドバイザー受験合格対策 バックナンバー 

●2017年～2018年 最新刊●  

消費生活アドバイザー受験合格対策 2016年版 

同時1アクセス（本体） ¥21,450 

同時3アクセス（本体） ¥32,175 

冊子版ISBN 9784621300343  

著編者 葛西光子・高橋美保・大矢野由美子・安藤昌代編著   発行年 2016年 商品コード 1021588086 

消費生活アドバイザー受験合格対策 2015年版 

同時1アクセス（本体） ¥21,450 

同時3アクセス（本体） ¥32,175 

冊子版ISBN 9784621089224  

著編者 葛西光子・高橋美保・大矢野由美子・安藤昌代編著   発行年 2015年 商品コード 1019315048 

消費生活アドバイザー受験合格対策 2014年版 

同時1アクセス（本体） ¥12,760 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784621088036  

著編者 葛西光子・高橋美保・大矢野由美子・安藤昌代編著   発行年 2014年 商品コード 1015826202 

消費生活アドバイザー受験合格対策 2013年版 

同時1アクセス（本体） ¥12,760 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784621086520  

著編者 葛西光子・高橋美保・大矢野由美子・安藤昌代編著   発行年 2013年 商品コード 1013312285 

消費生活アドバイザー受験合格対策 2012年版 

同時1アクセス（本体） ¥12,760 

同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784621085486  

著編者 葛西光子・高橋美保・大矢野由美子・安藤昌代編著   発行年 2012年 商品コード 1010995019 

消費生活アドバイザー受験合格対策 2017年版 

同時1アクセス（本体） ¥21,450 

同時3アクセス（本体） ¥32,175 

冊子版ISBN 9784621301579  

著編者 葛西光子・大矢野由美子・安藤昌代著  発行年 2017年 商品コード 1025376245 

 各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し試験対策を的確に洗い出しており、膨大な試験科目の全重要項目
を体系的に理解できる。また試験までにおさえておきたい最新情報の収集方法をアドバイスしながら、難関といわれる2
次試験対策も詳しく紹介。消費生活専門相談員の試験にも役立つ。  

和食の常識Q&A百科 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621300060  

著編者 堀 知佐子・成瀬宇平著  発行年 2015年 商品コード 1020083616 

和食の｢知っているようで知らない常識・非常識｣｢勘違いしがちな話題｣を｢身近な話題｣で章立てし、Ｑ＆Ａ形式で
興味深く楽しく、和食全般の基本的雑学を学べる。 

ペットと暮らす住まいのデザイン 

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 9784621087404  

著編者 廣瀬慶二著  発行年 2013年 商品コード 1014446543 

犬や猫に関する住まいの悩みを解決する住宅設計ノウハウを10年以上の試行錯誤の末にたどり着いたディテール
とともに紹介した書籍。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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食品安全ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥77,000 

同時3アクセス（本体） ¥115,500 

冊子版ISBN 9784621081822  

著編者 
食品安全ハンドブック編集委員会・ 
林 裕造・大野泰雄編  

発行年 2010年 商品コード 1009767740 

食品衛生行政･法規から食中毒、衛生微生物、感染症汚染物質、腐敗、食品添加物、食品表示、衛生管理、安全性、
トレーサビリティシステムなど至るまで網羅的体系的に解説。  

味覚と嗜好のサイエンス  
（京大人気講義シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621079713  

著編者 伏木 亨著  発行年 2008年 商品コード 1008139862 

 「食を考える地平を確立する」ことを目的に、味覚と嗜好から、おいしさに至る感性の世界を生理学、行動学、脳科
学、食文化、食品科学などの幅広い視点から興味深く解説。  

健康食品・中毒百科 

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 9784621078402  

著編者 内藤裕史著  発行年 2007年 商品コード 1008060868 

健康食品による健康被害の1000の事例をまとめた。痩せ薬（下剤、利尿剤など）、健康食品（アガリクス、プロポリス、
ドクダミなど）、漢方薬・生薬の3部構成。 

環境と健康 続 ―誤解・常識・非常識― 

同時1アクセス（本体） ¥3,740 

同時3アクセス（本体） ¥5,610 

冊子版ISBN 9784621071410  

著編者 安井 至著  発行年 2003年 商品コード 1008060859 

環境・健康問題に関する誤った報道などにより、読者が誤解している可能性のあるトピックスを収録。特にがん・アレ
ルギー・トルマリン・電磁波等のテーマについて、わかりやすく解説する。 

くらしと地球環境 

同時1アクセス（本体） ¥5,060 

同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784621047552  

著編者 犬飼英吉著  発行年 2000年 商品コード 1011987459 

情報に踊らされることなく、地球環境を理解し、グローバルな視点から正しく判断し、思考するための基礎知識を体
系的にまとめた書。専門用語、業界用語、数式を極力使わず平易に解説している。 

成人病を防ぐ現代人の食事学 
 （丸善ライブラリー 256） 

同時1アクセス（本体） ¥1,584 

同時3アクセス（本体） ¥2,376 

冊子版ISBN 9784621052563  

著編者 井上 勝六著  発行年 1998年 商品コード 1008060839 

人間の生存を支えてきた、米・豆食などの伝統的栄養学をベースにしながら、近代栄養学や現代医学の成果を交え、
成人病を防ぐ日常の食生活の基本的なあり方を提言。 

丸善出版   
MeL分野別カタログ 

生活 
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丸善出版   
MeL分野別カタログ 

生活 

サイエンス食生活考 （丸善ライブラリー 150） 

同時1アクセス（本体） ¥1,496 

同時3アクセス（本体） ¥2,244 

冊子版ISBN 9784621051504  

著編者 成瀬宇平著  発行年 1995年 商品コード 1008060837 

食生活が疎かになりがちなビジネスマンや、成人病に悩む現代人、間違った常識を信じる人たちに、科学的に正しい栄養学の知
識、健康と長寿のための食生活を平易に紹介。 

旅のことば ―認知症とともによりよく生きるためのヒント― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784621089279  

著編者 
井庭崇・岡田誠編著   
慶應義塾大学井庭崇研究室認知症フレ
ンドリージャパン・イニシアチブ著  

発行年 2015年 商品コード 1019315051 

本書は、認知症の人、その家族、それを支えている人たちにお話を聞き、「認知症とともによりよく生きる」ための工夫を探り、40
個の「ことば」としてまとめた。 

学んで実践!太陽紫外線と上手につきあう方法 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784621089293  

著編者 
佐々木政子編著  竹下 秀・国立環境研
究所地球環境研究センター編  

発行年 2015年 商品コード 1019315060 

太陽から来る紫外線は本当に悪い面ばかりなのでしょうか。本書では紫外線とは何か，いつ，どのように防御したらよいかを図と
データで解説。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 
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丸善出版株式会社のタイトルは新刊が配信されております！ 
毎月の新刊ハイブリッドモデルカタログもぜひご覧ください！ 

※カタログのお問い合わせはMaruzen eBook Library担当まで！ 

2018年1月 

★学術書の最新刊を《冊子体》＋《電子書籍》のセットにし、年間を通じて                     
継続的にご提供する新サービスです。                        
★「機関向けの電子書籍は既刊書が多い」というこれまでの状況を打破す
るために、学術専門の出版社にご協力をいただき、2014年9月より最新刊     
の電子書籍提供サービスを開始しました。 

毎月新刊が
配信中‼ 
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