
　　　　　　丸善雄松堂株式会社　学術情報ソリューション事業部　eBook Library担当
　　　　　　Tel：03-6367-6008／Fax：03-6367-6184／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）

資料No.MB_201604

 新刊  ハイ  ブ  リッドモデル 

2016年4月号 

  コロナ社 

+ 
冊子 

ebook 

オーム社 

理 

工 

学 

人
文
社
会 

医
学 



購入ﾊﾟﾀｰﾝ □1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) □2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF)

の選択 □3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) □4.電子のみ単体選書

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記4つの購入パターンをお選びいただけます。

●「新刊ハイブリッドモデル」とは
　年間を通じて継続的に「書籍（冊子）」と「電子書籍」をセットでご提供するサービスです。

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

　「電子書籍版」のお届けは、カタログ掲載から ２～３ヶ月後を予定しています。

●「電子書籍」価格設定について

●購入方法について

①出版社毎に上記4パターンから、購入方法をお選びください。

□この注文書をもって当社に書
籍をご注文の場合はチェックを
お願いします。

②全点購入以外の場合は、各書籍毎に冊子体・電子書籍の購入欄にチェックを付けてください。

中近世京都の祭礼と空間構造
出版社 吉川弘文館 電子書籍

電子書籍価格 ¥27,500(＋税) □
冊子定価 ¥10,000(＋税) 冊子購入確認

中近世京都の御霊祭・今宮祭・六斎念仏の実態と変遷を明らかにし、これらを取り巻く当時の都市空
間や地域社会との関係に迫る。歴史地理学の研究手法も用いて諸資料を分析し、歴史的・地域的に
重層性を有した祭礼の空間構造を探究。未着手だった上京や西陣、都市郊外の祭礼とその空間構造
に光をあてることで、京都祭礼文化史の全体像を構築する。

冊子を購入または発
注の場合は、上記冊
子購入確認にチェッ
クをお願いします。

購入

底本発行年 2013年10月 商品コード □ □
著編者名 本多 健一 

底本ISBN 9784642029155 購入済

１．冊子＋電子セット全点購入 

２．冊子選書＋電子全点購入 

３．冊子選書＋電子選書購入 

４．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

冊子＋ 

新刊電子販売価格 を 30%OFFでご提供いたします 

  新刊電子販売価格 

４つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「４.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

              購入   ・・・・  この注文書にてご注文の場合 

✔ 

✔ ✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

明治日本の国粋主義思想とアジア
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中川未来著
9784642038492

明治日本のアジア認識に、国粋主義はいかなる影響を与えたのか。志賀重昂(しげたか)・稲垣満次郎・高橋健
三などを国粋主義グループとして包括して捉え、彼らの結節点である東邦(とうぼう)協会を軸にアジア認識の枠
組みを明示。さらに各論者の思想が、アジア経験のなかでいかに形成されたかを解明し、海外の日本語メディア
の役割と影響からもその実像を論じた意欲作。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋充編
9784642064965

豊臣政権による東北大名処分である「奥羽仕置」以降、近世へと至る時代の潮流に、東北の地域社会はいかに
向き合ったのか。伊達政宗と蒲生氏郷の拮抗、“北の関ヶ原”長谷堂合戦など、激動する東北の転換期を描き出
す。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784642034722

キリスト教の布教と密貿易とを防ぐために、江戸幕府は貿易相手のオランダに日本語の習得を禁じ、替わって日
本側の通訳官〈阿(オ)蘭(ラン)陀(ダ)通(つう)詞(じ)〉の養成を急務とした。やり取りを担った彼らは、いかに異国の
言葉を習得したのか。通訳をはじめ、貿易船の積荷や海外情報書類の翻訳、オランダ語での注文書作成、カピ
タンの江戸参府への同行など、苦闘する通詞の姿を追う。

¥1,700(＋税)

著編者名 黒嶋敏著
9784642058216

東北近世の胎動 (東北の中世史 5)
吉川弘文館

吉川弘文館 電子書籍
江戸時代の通訳官 阿蘭陀通詞の語学と実
務

乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽 (歴史文
化ライブラリー 420)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 沖本幸子著
9784642058209

12世紀後半から13世紀前半、白(しら)拍子(びょうし)・乱(らん)拍子(びょうし)というリズムが大流行した。庶民のみ
ならず貴族や寺院社会を席巻したこの芸能はいかなるものだったのか。すでに滅びてしまった芸態を復元し、い
まに伝わる能楽にどのように包含されているのか考察する。中世芸能が花ひらく直前、人々が身体表現の楽しさ
を知り、うきうきと舞い始めた時代を描き出す。

¥11,000(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

片桐一男著

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

琉球王国と戦国大名 島津侵入までの半世
紀 (歴史文化ライブラリー 421)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

1609年、琉球王国が江戸幕藩体制の影響下におかれるようになる島津侵入事件。それは強者による単純な軍
事侵攻だったのだろうか。史料を読み解き、琉球と島津氏、統一政権をまじえた、半世紀におよぶ政治的な駆け
引きを追う。緊迫感あふれる外交展開を描き、「強圧化」「従属」と一面的に評価されてきた、琉球と薩摩の関係
の本質を浮き彫りにする。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  3  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード □ □

古代日本と北の海みち (読みなおす日本史)
吉川弘文館 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新野直吉著
9784642065986

日本とアジア大陸との往来には、朝鮮半島の西の海みち、トカラ列島を介した南の海みちの他に、日本海を渡る
北の海みちも重要な役割を果した。阿倍比羅夫の遠征、渤海国の使節、交易等から、古代日本の対外関係を考
える。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

戦国時代の南奥羽地方には、大崎・伊達・最上氏といった戦国大名と国衆が割拠していた。大崎氏の権力構造
をはじめ、伊達氏や蘆名氏の領国支配のあり方、戦国大名同士の外交などを追究。特に、伊達政宗の母が外交
で果たした役割やその動向に注目する。南奥羽という地域社会の特徴と戦国の歴史的性格、戦国大名とは何か
など、その実態に鋭く迫る。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

戦国時代の南奥羽社会 大崎・伊達・最上氏
吉川弘文館

¥28,600(＋税)

¥10,000(＋税)

著編者名 遠藤ゆり子著
9784642029308

尾崎秀実とゾルゲ事件 近衛文麿の影で暗
躍した男

吉川弘文館 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田尚樹著
9784642082914

日米開戦直前に発覚したゾルゲ事件で検挙され、刑死したジャーナリスト尾崎秀(ほつ)実(み)。近衛文麿のブ
レーンとして、日中戦争から対米交渉へと激動する時代に何を考え行動したのか。ゾルゲとの出会い、逮捕まで
の経緯、特高による拷問などに関する新たな事実を、新資料によって人間関係をたどりつつ明らかにし、評価が
多様化する尾崎の実像に迫る。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

戦時期日本の翼賛政治
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 官田光史著
9784642038539

戦時期に山崎達之輔ら政党人が参加して成立した「翼賛政治」体制。その政治過程を明治憲法の解釈と運用か
ら考察する。翼賛政治会の政務調査会を中心に企業整備政策も視野に政党と政府・議会の関係を究明。戦局
の悪化を背景とした衆議院議員の応召や戦時緊急措置法の制定・非常大権統治の構想にも論及。明治憲法を
めぐる政党の模索を解き明かす。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

豊臣政権の権力構造
吉川弘文館 電子書籍

¥24,800(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀越祐一著
9784642029292

秀吉は諸大名に臣従を促す方法で全国統一を成し遂げた結果、政権内に旧敵を内在させた。多様な家臣をど
のように自己の権力下に編成し、秩序を形成したのか。官途叙任と氏姓授与を結びつけ一門の補強をめざした
政策に着目し、身分序列のあり方を問う。また秀次事件や「五大老」「五奉行」という呼称の検討から、秀吉没後
も視野に含めた権力構造を解明する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  4  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

【再掲】学習実用書厳選5タイトル

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2014年10月 商品コード 1016972249 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード 1019748795 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード 1020083498 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード 1017973135 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード 1019748793 □ □
著編者名 眞嶋俊造編著,奥田太郎編著,河野哲也編著

9784766422559

「つい」「うっかり」「知らずに」「間違って」「勘違いで」ではすまされない！学生や研究者の皆さんが研究の過程で
遭遇する、研究倫理を問われる多様な場面を想定し、何が問題になるかを知り、それについてどう考えるか自問
し、実践につなげていくための、ディスカッションにも使える、人文・社会科学系向けとしては初のガイドブック。ま
た「健全な」研究倫理教育・啓発制度を考えるためのヒントと提案も満載。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

慶應義塾大学教養研究センター監修,
慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員著

9784766421774

知識ゼロからのレポート作成 “超” 入門！ 大学1、2 年生から実際に、大学の学習相談に寄せられた質問を元
に、レポート・論文執筆のポイント／学生であれば知っておきたい学習テクニックを、大学の学生相談員が「学生
の目線」から易しく解説。この一冊で、“ダメなレポート”から脱出せよ！

□

著編者名
慶應義塾大学教養研究センター監修,
西山敏樹著,常盤拓司著,鈴木亮子著

9784766422566

2012年に出版された『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門　第2版』のシリーズの一冊であ
り、アカデミック・スキルズ『データ収集・分析入門―社会を効果的に読み解く方法』の姉妹編です。基礎編である
本書は「学部の1年生から2年生くらいのレポートでの調査・分析」がテーマで、社会調査の基礎的な準備・実施
からデータ収集・分析までの一連の手続きを説明した導入書になっています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

実地調査入門 社会調査の第一歩 (アカデ
ミック・スキルズ)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,600(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍
学生による学生のためのダメレポート脱出
法 (アカデミック・スキルズ)

クリティカル・リーディング入門 人文系のた
めの読書レッスン (アカデミック・スキルズ)

慶應義塾大学出版会

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名
慶應義塾大学教養研究センター監修,

大出敦著

9784766422740

レポート、論文、そして試験の答案を作成するために、まず必要となる「テキストを読む力」を身につける！　大学
生が直面する「レポート」や「論文」の執筆では、高校生までとは異なる「テキストを読む」レベルが求められてい
ます。そのときに「どうやって読んだらいいのか」、「感想文ではなぜ駄目なのか」、「何を論じたらいいのか分から
ない」という大学生がぶつかる悩みに、人文系の例題を使って答える一冊。

¥3,700(＋税)

¥1,200(＋税)

著編者名

人文・社会科学のための研究倫理ガイド
ブック

電子書籍

¥6,200(＋税)
アカデミックライティング入門 英語論文作成
法〔第2版〕

慶應義塾大学出版会

著編者名 吉田友子著
9784766422122

英語論文作成のロングセラー、待望の第2版。英語論文を書きたい人のための、中・上級レベルのテキスト。本
文を読み、練習問題をこなすうちに、よい論文を書くために必要なスキルとステップをおさえることが出来る構
成。文献調査のウェブ活用法や電子文献の使い方など、ネット時代に対応した改訂版。

¥8,400(＋税)

¥2,700(＋税)

慶應義塾大学出版会

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

勁草書房 電子書籍
アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む 幸
福とは何か

近代中国の電信建設と対外交渉 国際通信
をぐる多国協調・対立関係の変容 (現代中
国地域研究叢書 16)

勁草書房

¥14,100(＋税)

¥4,600(＋税)

著編者名 薛軼群著
9784326349067

本書は中国の電信利権をめぐる対外交渉が繰り広げられた20世紀前半の中国における日米欧各国や諸企業
の利権外交の実態を明らかにし、近代的グローバル電信ネットワークに編入される過程における中国の主体
性、およびその国際通信特許権をめぐる多国間の協調・対立関係の変容を解明することを目的とする。

オブジェクト認知 統合された表象と理解 (シ
リーズ統合的認知 2)

勁草書房

¥11,000(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 新美亮輔著,上田彩子著,横澤一彦著
9784326251094

リンゴを見てそれがリンゴとわかる─こうした心の機能をオブジェクト認知という。それは単なる外界の知覚では
なく、記憶、注意、言語といった多様な機能を必要とする、認知システムのきわめて根本的で中心的な働きであ
る。本書はオブジェクト認知を扱う初の包括的書籍として、人が外界と関わるための第一歩を体系的に明らかに
する。

□

著編者名 坂野徹編著
9784326200542

朝鮮半島、満洲、京都、対馬、パラオ、北海道、沖縄、岡山……。「帝国日本」「ポスト帝国」時代の研究者たち
は、日本／アジアのフィールドで何を経験したのか。自然・人文・社会の区別をこえた、多様な学問領域における
フィールドワークを取り上げ、科学史的観点から「帝国」との関わりを検証する日本初の試み。

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

帝国を調べる 植民地フィールドワークの科
学史

勁草書房

¥10,800(＋税)

¥3,400(＋税)

¥7,200(＋税)

¥2,300(＋税)

著編者名 菅豊彦著
9784326154371

西欧倫理思想に最も大きな影響を与えてきた古典でありながら、プラトンの『ソクラテスの弁明』などにくらべてわ
かりにくい印象のあった『ニコマコス倫理学』。本書はその全10巻を、テキストの文章をできるだけ具体的に引き
ながら丁寧に解説し、アリストテレスが徳の習得と幸福の関係をどのように捉えていたかを明らかにする。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

日本の経済界の中国に対する態度がどのように形成され、なぜ変化したのか、そして日中関係における経済界
の具体的な役割はどのようなものか、日本政府の対中政策に影響を与える方法やルート、中国政府との交流
チャンネルはどのようなものなのか。これらの問いかけに対し関係する資料・記録・統計データなどをもとに実証
的な検討を行う。

日中関係と日本経済界 国交正常化から「政
冷経熱」まで (現代中国地域研究叢書 17)

勁草書房

¥16,000(＋税)

¥5,200(＋税)

著編者名 李彦銘著
9784326349074

勁草書房 

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年2月 商品コード

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年2月 商品コード

コンテンツ産業とイノベーション テレビ・アニ
メ・ゲーム産業の集積

勁草書房 電子書籍

¥11,700(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 半澤誠司著
9784326504183

アニメやテレビ番組、ゲーム制作といったコンテンツ産業の多くは、中小企業が担っている。それらの企業はある
特定の地域に集まっていることが多い。これはいかなる理由により、またどのような利点があるのか。集積してい
るからこそイノベーションが起こるのだろうか。丹念な調査から浮かび上がるコンテンツ産業の実態。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

実務　原子力損害賠償
勁草書房 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 第一東京弁護士会災害対策本部編
9784326403165

東日本大震災、それにともなう福島第一原子力発電所事故から約5年、この間が積み上げた「原子力損害賠償
紛争解決センター」への申立てによる賠償問題解決のノウハウを示す。避難指示による避難・自主避難による損
害、営業損害、風評被害、避難関連死等、気になるポイントをわかりやすいQ＆A形式で解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

プライバシー保護入門 法制度と数理的基礎
勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中川裕志著
9784326403158

プライバシーはすでに崩壊している！？　個人情報やプライバシーをめぐる法制度の概要、最新の議論状況、国
際的な動向等を紹介。あわせて、制度設計に必須となる、プライバシー保護技術の入門的な内容を解説する。
議論をするにも、まずはここから。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

勁草書房最新判例にみるインターネット上の名誉毀
損の理論と実務 (勁草法律実務シリーズ)
（※）

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 松尾剛行著
9784326403141

時に激しく対立する「名誉毀損」と「表現の自由」。どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、2008年以降の膨
大な裁判例を収集・分類・分析したうえで、実務での判断基準、メディア媒体毎の特徴、法律上の要件、紛争類
型毎の相違等を、想定事例に落とし込んで、わかりやすく解説する。

¥13,700(＋税)

¥4,400(＋税)

生活保護世帯の子どものライフストーリー
貧困の世代的再生産

勁草書房

¥11,000(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 林明子著
9784326602896

政府は2014年8月、「子供の貧困対策に関する大綱」を決定した。しかし貧困世帯の子供の経年的な進路調査
はなされておらず、貧困世帯の子どもの実状を早急に明らかにする必要がある。本書は、貧困世帯の子どもは
どのような進路を辿るのか、また彼らはどのようにして低位の進路へと至るのかを解明し、貧困の世代的再生産
プロセスを分析する。

保育実践と社会的養護（※）
勁草書房

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 井村圭壯編著,相澤譲治編著
9784326700912

保護者のない児童、被虐待児など社会的に養護を必要とする児童は約4万6千人いるとされる。本書はそうした
児童の社会的養護の意義と歴史的変遷、児童家庭福祉、制度と実施体系、施設養護の実際、現状と課題を総
合的・立体的に学べるよう配慮。保育士養成課程の学生だけでなく児童福祉施設、関係機関など現場に携わる
方にも役立つ1冊。
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年1月 商品コード
著編者名 井村圭壯編著,今井慶宗編著

9784326700905

出生率向上、障がい児保育の充実、ひとり親家庭への支援の充実、保育所待機児童の解消、児童虐待防止等
の政策課題が山積している現在、家庭の機能・家族のあり方がこれまで以上に問われている。本書は、保育士
など家庭支援に関わる専門職を目指す人の必携入門書。個別の制度・政策の内容だけでなく、歴史、意義、目
的など総合的に学べる。

保育実践と家庭支援論（※）
勁草書房

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

就学告諭と近代教育の形成 勧奨の論理と
学校創設

東京大学出版会

¥33,000(＋税)

¥12,000(＋税)

9784130562249

学制の発布をうけ府県知事や地域指導者から、学校なるものを設立し、そこに子弟を通わせるために発された
「就学告諭」。日本近代教育の始点のエトスを明らかにするこの基本文書を発掘、収集してきた共同研究の集大
成。資料を掲載し、その全貌解明とともに、世界史的比較も試みる。

著編者名 川村肇編, 荒井明夫編

遊牧英雄とロシア帝国 あるクルグズ首領の
軌跡

東京大学出版会 電子書籍

¥19,300(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋山徹著
9784130261524

19世紀後半から20世紀初頭まで、ロシア帝国との狭間で「協力者」として立ち回ったクルグズの一首領シャブダ
ン・ジャンタイ。その波乱に満ちた生涯を、ロシア、中央ユーラシア遊牧世界、イスラームの三要素が交錯する過
程としてダイナミックに描き出す。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

東京大学出版会 

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

みすず書房 電子書籍

片手の郵便配達人

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
グードルン・パウゼヴァング著,

高田ゆみ子訳

9784622079637

ロシア戦線で左手を失い、故郷の山あいの村で郵便配達人として働く17歳のヨハンを主人公に、同じ年でドイツ
の敗戦を経験した作者が自分の生きてきた時代が犯した過ちを正面からみつめ、誰もが等しく経験せざるをえな
かった「戦争の本当の姿」を渾身の力をこめて描く。

国境なき医師団 終わりなき挑戦、希望への
意志

みすず書房 電子書籍

¥17,900(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 レネー・Ｃ・フォックス著,坂川雅子訳
9784622079484

米国を代表する医療社会学者が国境なき医師団（MSF）の活動に参加した体験をふまえて論じた貴重な書。
MSFスタッフの思想と現場での実践を、南アフリカからシベリアまで、過酷な具体例に基づき詳察する。全体像を
正確に知りたい人に必須の一冊。MSFについての本は日本でも何冊か出ているが、本書は、このテーマをまとめ
るにふさわしいベテラン著者が書いたことに大きな意味がある。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 田頭章一著
9784641137202

法学教室に掲載され好評を得た連載「倒産法入門」と「演習」をまとめて１冊に。倒産法学習で重要視される破産
手続と民事再生手続の異同の理解を、条文を重視した解説でサポート。解説を読み演習問題にチャレンジする
ことで理解の進度も確認できるテキスト。

事例で考える会社法〔第2版〕（※）
有斐閣

9784641137004

ジュリスト連載「信託法セミナー」の第３弾。主に受益者と委託者に関する部分を取り扱う。第１巻・第２巻に続
き、第一線で活躍する研究者と実務家が、座談会形式でハイレベルな議論を展開。ジュリストの連載には掲載さ
れていない、新規収録のみで構成。

能見善久編,道垣内弘人編著編者名

『法学教室』で好評連載された「事例で考える会社法」を単行本化。会社法の重要論点を扱った事例問題と解説
の構成。第２版では書き下ろし１事例を加え、全25問。平成26年会社法改正に対応。自習用・グループ学習用教
材としても最適。

講義　破産法・民事再生法 重要論点の解説
と演習 (法学教室ライブラリィ)

有斐閣

¥9,600(＋税)

¥2,900(＋税)

¥7,700(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名
伊藤靖史著,伊藤雄司著,大杉謙一著,
齊藤真紀著,田中亘著,松井秀征著

9784641137295

電子書籍
日本民法学の新たな時代 星野英一先生追
悼

信託法セミナー3 受益者等・委託者

¥72,600(＋税)

¥22,000(＋税)

9784641137189

2012年9月に逝去された星野英一先生に捧げる論文集。120年ぶりの大規模改正を目前に控えたいま、星野先
生の薫陶を受けた研究者が、民法学の新たな時代を切り拓く。

高翔龍編,野村豊弘編,加藤雅信編,
廣瀬久和編,瀬川信久編,中田裕康編,

河上正二編,内田貴編,大村敦志編
著編者名

有斐閣

有斐閣

¥13,200(＋税) □

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥4,000(＋税)

選挙の際に、私たちはどのようにして政治家や政党を選んでいるのか。また、選ばれた政治家が私たちの声に
耳を傾け、それに沿って政策を実行するような状況を生み出すにはどういった条件が必要なのか。本書は、この
ような疑問に答える「政治行動論」の入門書。データと実証例を豊富に盛り込んで、わかりやすく解説する。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

政治行動論 有権者は政治を変えられるの
か (有斐閣ストゥディア)（※）

有斐閣

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 飯田健著,松林哲也著,大村華子著
9784641150294

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

計量経済学の第一歩 実証分析のススメ (有
斐閣ストゥディア)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中隆一著
9784641150287

　本書では、初心者でも読み進めることができるように、確率・統計の基本から丁寧に解説し、まずは回帰分析
を徹底的にマスターします。また、操作変数法、パネル・データ分析などの応用手法も、できるだけ直観的な説明
を重視し紹介しています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

国際経営〔第4版〕 (有斐閣アルマ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉原英樹著
9784641220645

日本企業を取り巻く国際経営環境の変化が著しい。近年の動向をふまえ、サービス企業の海外進出についても
章を設けた。また製造企業の円安対応の戦略シフト、非製造企業のインバウンド戦略についても解説。国際経
営戦略と国際経営マネジメントの変化にも言及する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

外部マーケティング資源としての消費者行
動 市場の異質性から競争優位を獲得する

有斐閣 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西本章宏著
9784641164642

消費者ニーズの多様化、ビッグデータ、情報技術のさらなる革新…。熾烈を極める競争の時代に、多様な消費
者の知識を「資源」と捉え活用する視点を提案。消費者個人の異質性と事前知識を軸に、消費者行動研究を
マーケティング戦略へつなぐ実践的研究！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

著編者名 榊俊吾著

電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

9784339027884

ICTビジネス (メディア学大系 8)（※）
コロナ社

社会経済活動データを編集・分析する方法とプログラミング（AADL）を習得し、行政・企業の統計データを分析し
てシミュレーションに発展させる方法を学ぶ。社会学習ダイナミクスやトランザクションベース計測についても解説
した。

著編者名 稲葉竹俊著,松永信介著,飯沼瑞穂著
9784339027860

ICT（情報通信技術）の発展により、教育環境が大幅に変化し、新しい教育の枠組みが求められている。本書は
ICT教育のあり方から今後必要とされるICTを活用した教育方法までをわかりやすく解説している。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

光化学オキシダントを中心に成層圏オゾン・気候変動・酸性雨・浮遊粒子状物質・室内空気汚染の話題も取り上
げ、その歴史的経緯・発生メカニズム・分析・処理・考え方など化学の基礎をふまえながら例題や練習問題を交
え平易に解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

教育メディア (メディア学大系 6)（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税)

はじめての大気環境化学（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松本淳著
9784339066364

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

  コロナ社 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年4月号 

2016年3月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード 1020083661 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年5月 商品コード 1020083662 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード 1020083663 □ □

化学 (Professional Engineer Library　シリー
ズ)（※）

実教出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,小林淳哉編,天内和人著,
池田博著,一森勇人著,粳間由幸著,北野健一著,

佐藤洋俊著,多田佳織著,津森展子著,福本晃造著,胸組虎胤著

9784407332551

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋がりを
意識してまとめた。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名
PEL 編集委員会監修著,久池井茂編著,尾形公一郎著,

岡根正樹著,小田和広著,小林敏郎著,島名賢児著,垰克己著,
西野精一著,西村太志著,福田孝之著,松尾忠利著,三村泰成著,宮下幸雄著

9784407332827

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋がりを
意識してまとめた。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“化学技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋が
りを意識してまとめた。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

材料力学 (Professional Engineer Library
シリーズ)（※）

実教出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税)

有機化学 (Professional Engineer Library
シリーズ)（※）

実教出版 電子書籍

¥7,200(＋税) □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL 編集委員会監修著,粳間由幸編著,赤羽良一著,飯尾英夫著,
大島賢治著,亀山雅之著,川淵浩之著,菊地康昭著,鈴木秋弘著,

濱田泰輔著,東田卓著,藤本大輔著,前川博史著,三枝隆裕著

9784407332476

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード 1020083611 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

大学講義 技術者の倫理　入門〔第5版〕
（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本泰治著,高城重厚著
9784621300169

技術者倫理について、科学技術・法・倫理の三つの視点からとらえ、基本的な考え方を平易に解説した教科書。
日米のさまざまな事例を取り上げながら、社会的条件の日米間の違いや組織と個人の関係における日本の実
情を踏まえて解説。技術者の資格、法と倫理の関係、説明責任、内部告発、自然環境と持続可能な開発、技術
者の財産的基礎、国際関係など、実務経験に照らした解説により、実践的な知識が身に付きます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

初歩からの数学 V 微分積分　〈下〉（※）
丸善出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Raymond A. Barnett著,

Michael R. Ziegler著,Karl E. Byleen著,
栁沼壽訳

9784621089866

現実世界の問題をモデル化し、豊富な例を通して多くの経験を積むことができる書。数学を使うための計算方
法、問題の解き方ををわかりやすく解説。第13章では、積分について述べており、本書の残りの箇所で必須の原
始関数に関する技法、リーマン和を用いて定積分の定義や、積分の基本定理について考察。第14章は、積分に
関するその他のトピックに関する章となっており、教員の方に最大限の柔軟性を提供できるよう作成しました。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

基礎スラリー工学（※）
丸善出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 椿淳一郎著,森隆昌著,佐藤根大士著
9784621089996

時代と共に微細な粉体粒子に対する需要が高まってきています。本書は、18年間の研究成果を中心にして体系
づけたスラリー工学を提案する一冊です。 第1編ではスラリーの特性とその評価法を網羅し、第2編では、成形プ
ロセスの主に解析に関する研究成果を紹介、第3編では、新規沪過技術など著者らが開発したスラリー技術を紹
介します。 本書は、スラリーと悪戦苦闘しておられる技術者の頼もしい味方となるでしょう。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  15  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年4月号 

2016年3月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード 1020083657 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード 1020083653 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年7月 商品コード 1020083654 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード 1020083655 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード 1020083656 □ □

生命科学における 分析化学
朝倉書店 電子書籍

¥21,200(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中村洋著,久保博昭著,森久和著,

大和進著,荒川秀俊著,吉村吉博著,
黒澤隆夫著,本間浩編著

9784254340211

ほとんどの分析法を網羅し、モデル・コアカリキュラムにも対応した教科書。
〔内容〕薬毒物分析法／プロテオーム解析法／遺伝子解析法／物理的診断法／蛍光Ｘ線分析法／生物学的分
析法／電気泳動法／熱分析法／原子スペクトル分析法／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

山下信雄著
9784254117912

基礎的な理論の紹介から、例示しながら代表的な解法を平易に解説した教科書。
〔内容〕凸性と凸計画問題／最適性の条件／双対問題／凸2次計画問題に対する解法／制約なし最小化問題
に対する解法／非線形方程式と最小2乗問題に対する解法／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

9784254128529

ノンパラメトリック法  (統計解析スタンダード)
朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村上秀俊著

非線形計画法  (応用最適化シリーズ 6)

ウィルコクソンの順位和検定をはじめとする種々の基礎的手法を、例示を交えつつ、ポイントを押さえて体系的に
解説する。
〔内容〕順序統計量の基礎／適合度検定／1標本検定／2標本問題／多標本検定問題／漸近相対効率／2変量
検定／付表

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

線形回帰分析  (統計ライブラリー)
朝倉書店

□

¥5,500(＋税)

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784254117905

不確実要素を直接モデルに組み入れた本最適化手法について、理論から適用までを平易に解説した初の成
書。
〔内容〕一般定式化／確率的制約問題／多段階確立計画問題／モンテカルロ法を用いた確率計画法／リスクを
考慮した確率計画法／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

著編者名

□

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

幅広い分野で汎用される線形回帰分析法を徹底的に解説。医療・経済・工学・ORなど多様な分析事例を豊富に
紹介。学生はもちろん実務者の独習にも最適。
〔内容〕単純回帰モデル／重回帰モデル／定式化テスト／不均一分散／自己相関／他

¥10,600(＋税)

著編者名 椎名孝之著

冊子購入確認

著編者名 蓑谷千凰彦著
9784254128345

確率計画法  (応用最適化シリーズ 5)

¥18,200(＋税)

朝倉書店

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  16  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

対応分析入門 －原理から応用まで－ 解説
◆Rで検算しながら理解する

オーム社

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Sten-Erik Clausen著,

藤本一男訳・解説

9784274218279

翻訳＋解説で対応分析を使いこなす！／本書は、SAGE社発行の「対応分析（コレスポンデンス分析）」と呼ばれ
る統計分析手法の初学者向けの書籍「APPLIED CORRESPONDENCE ANALYSIS: An Introduction」の全訳に、
訳者が解説及びRを利用する環境構築を加えた構成で発行するものです。全訳に加え、訳者がRを使って「検
算」をしながら解説を行うことで、より理解が深まる構成となっています。また、このプロセスを経ることで、読者は
Rで提供されている対応分析パッケージを使いこなすことが可能となります。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

著編者名 フォワードネットワーク監修,藤田一弥著
9784274218194

「ベイズ統計学」の敷居を低くする「理論より実践」の本！／本書は、いわゆる「ネイマン‐ピアソン理論」の統計学とベイズ統
計学の比較や、ベイズ統計理論の数式的な裏付けを示す等、学術的・専門的な解説を行うことを目的とはせず、ベイズ統計
が現代社会の中でどのように生かされているのかを親しみやすい実例を挙げて記載し、実務への橋渡しを行うものです。解
説する上で最小限必要とする数式は掲載しますが、ベイズ法で大きな障害となる「計算が難しい」という問題点をツール
「Weka」や「Excel」を積極的に使用して簡略化し、データ分析の敷居を低くすることで、「理論より実践」を目指します。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784274218170

¥8,000(＋税)

電子書籍

¥5,500(＋税) □

Rによるデータマイニング入門
オーム社

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

見えないものをさぐる －それがベイズ ツー
ルによる実践ベイズ統計

オーム社

電子書籍

著編者名 山本義郎著,藤野友和著,久保田貴文著

現実のデータマイニング事例をRで分析する！／本書は、大量データを解析するデータマイニングについて、理
論の基礎から解析手法まで、Rを使ったアルゴリズムの例題を交えてていねいに解説します。主な構成は、第１
部でRを使ったデータマンニングの簡単な分析と探索的データ解析およびデータの可視化について解説、第2部
でデータマイニングの一連の流れについて解説、第3部でRを使った、データマイニング手法をサンプルデータで
コードを示して解説、現実のデータマイニング事例を紹介という流れで解説します。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

  オーム社 

-  17  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年4月号 

2016年3月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年5月 商品コード 1020083666 □ □

2016年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年8月 商品コード 1019533224 □ □

はじめて学ぶ有機化学
化学同人 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋秀依著,須貝威著,夏苅英昭著
9784759818079

視覚から理解できるようにイラストを配し、イメージでとらえられるように配慮された半期用テキスト。有機化学に
必要な基礎項目を初学者向けにていねいに解説。理論は必要最小限にとどめた。高校の化学と大学での本格
的な有機化学の学習をつなぐ。社会生活全般に有機化学が役立っていることがわかる。理工系だけでなく、文系
や共通教育、看護および医療系学生のための入門書としても最適。学び直しにもおすすめ。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

スポーツを10倍楽しむ統計学 データで一変
するスポーツ観戦 (DOJIN選書 )

化学同人
□

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

9784759816655

電子書籍

著編者名 鳥越規央著

データを知ればスポーツ観戦がさらに面白くなる！　なぜテニスでは番狂わせが起きにくいのか、サッカーで得
点が生まれやすい時間帯とは、マラソンの記録は2時間の壁を突破できるかなど、運動オンチでも統計オンチで
も楽しめるスポーツ統計学。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥4,400(＋税)

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  18  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

著編者名
石田賢治著,小林真也著,齋藤正史著,
佐藤文明著,寺島美昭著,南角茂樹著,

山口弘純著,水野忠則著,水野忠則監修

9784320123519

分散システムは、コンピュータとネットワークの両者を統合化するための技術であり、本来分散システムは、コン
ピュータとネットワークの両者を統合化するための技術であり、本来1台単独で動いていたコンピュータをネット
ワークで結び付けようとするものである。それも単に回線で結び付けるものでなく、複数のコンピュータを相互に
有機的に結び付け、全体が巨大な情報システムとして動作させるものである。このような分散システムを実現す
るためには、各種の新しい技術が必要となってくる。これら技術を本書ではわかりやすく、かつ親切に説明する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

本書では講義用のテキストとして、受講生がデータベースに興味を持てるようにすること。従来のデータベース教
科書から厳選して必要不可欠な部分を抽出し、情報分野の初学者がデータベースに関して最低限知るべき内容
を、その背景も示して明確に記述したこと。受講生達が毎日、インターネットとデータベースの中で生活しているこ
とを知ることで、データベースを応用した新しい情報システムを作りたいと思えるようにすることを重視して解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

分散システム (未来へつなぐ デジタルシ
リーズ 31)

共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

データベース ―基礎からネット社会での応
用まで― (情報工学テキストシリーズ 6)

共立出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

冊子購入確認

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三木光範著,田中美里著

冊子購入確認

著編者名 小高知宏著
9784320123892

本書では、人工知能研究の成果を広く系統的に示すことで、人工知能の成果がどのように生まれたのか、また、
今後どんな分野に人工知能技術が適用可能かを述べる。具体的には、探索による問題解決、知識表現と推論、
学習、自然言語処理、進化的計算と群知能、それに自律エージェントなど、人工知能という学問領域を構成する
基本的分野を網羅している。本書ではこれらを、現代的な視点からわかりやすく解説する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784320124066

早わかりルベーグ積分 ( 数学のかんどころ
29)

共立出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 澤野嘉宏著
9784320110700

ルベーグ積分で必要とされる定理は「単調収束定理」、「ファトゥの補題」、「ルベーグの収束定理」の３つである。
これらの定理を使いこなせると、微分積分の科目で習得した一様収束の概念を経由することなく積分と極限の記
号の交換ができるようになる。このことは解析学において基本になる。ルベーグ積分の教科書は非常に多いが、
本書では最短の方法でこれらの定理に到達することができるように構成を工夫した。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

人工知能入門
共立出版 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税)

オムニバス技術者倫理 第2版
共立出版 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 オムニバス技術者倫理研究会編
9784320071964

技術にかかわる事件・事故が頻繁に起こり、生命と安全を脅かす事態を招き始めた。科学技術の負の側面が社
会に強く影響を及ぼしている今、技術者が共通して習得すべき能力として「技術者倫理」がクローズアップされ、
JABEEの必須教育となっている。本書はこの「技術者倫理」を、工学部の学生が将来、実社会で直面するであろ
う倫理問題（ジレンマ・葛藤）を課題として、身につける内容となっている。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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医学編 2016年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2014年11月 商品コード □ □

すぐに使えるリウマチ・膠原病診療マニュア
ル改訂版 目で見てわかる、関節痛・不明熱
の鑑別、治療、専門科へのコンサルト

羊土社 電子書籍

著編者名 岸本暢将編

リウマチ非専門医にわかりやすい大好評マニュアルの改訂版。リウマチ性疾患の“一発診断”に役立つパール
や臨床現場で実用されている診断基準、エビデンスの解説がさらに充実。豊富な写真で膠原病特有の所見がよ
くわかる！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥18,200(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

9784758117678

Dr.宮城の白熱カンファレンス 診断のセンス
と臨床の哲学

羊土社 電子書籍

¥12,900(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡田優基著,徳田安春編,宮城征四郎監修
9784758117579

“基礎”とは“簡単なこと”ではない、“最も大事なこと”である。群星沖縄では「臨床の基礎」を徹底して教えてい
た。臨床推論から医師としての姿勢まで、珠玉のパールが詰まった症例カンファレンスに参加してみよう！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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2016年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード 1019588322 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード 1019588318 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード 1019588315 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子予価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード 1019588317 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子予価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード 1019588320 □ □

嘉鳥信忠編,渡辺彰英編著編者名

眼形成手術 (眼科診療クオリファイ 29)

電子書籍中山書店

¥35,100(＋税) □

¥14,500(＋税) 冊子購入確認

9784521739267

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

神経内科で扱われる疾患＝治らないとの印象を持たれがちだが、免疫性神経疾患は薬物療法が著効するもの
もあり、近年注目されている。アクチュアルシリーズ第１期10冊に続く11冊目。500頁超の免疫性神経疾患の決
定版となる内容。

吉良潤一編著編者名
9784521743318

冊子購入確認¥14,000(＋税)

アクチュアル神経疾患の臨床
免疫性神経疾患

□¥33,900(＋税)

電子書籍中山書店

近視の病態とマネジメント
(眼科診療クオリファイ 28)

中山書店 電子書籍

¥39,300(＋税) □

¥16,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大野京子編
9784521739250

近視のなかには、病的近視、強度近視と呼ばれるものがあり、患者の眼球、特に眼球形状、網膜、視神経に異
常があることがわかってきている。この異常により、近視性牽引黄斑症や近視性視神経症を引き起こしうる。近
視をもとに起こるこれらの疾患の解説に加え、最新のスタディの結果を交えて近視の発症要因、進行パターンの
考えかた、検査法などを詳述した。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

運動器局所解剖アトラス
中山書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 越智隆弘監修,戸山芳昭監修
9784521743301

《最新整形外科学大系》で高い評価を得た精緻で美しいカラーイラストを全頁に配して構成する臨床解剖アトラ
ス。外来での患者説明にも役立つよう、運動器疾患の臨床をふまえた局所解剖のイラストを随所に収載する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

眼球と眼窩に観血的治療を施す際には、視覚機能の温存とともに整容的な要素の再建が求められる。本巻で
は、手術を行うに当たり必要な解剖、器具機器のセッティングなどの基礎情報をはじめ、代表的な眼瞼・腫瘍・外
傷・炎症性疾患の手術治療について解説した。適応の考えかた、術野へのアクセス方法、術式の選択など、練
達の術者が培ってきた知恵と技が結集した。

救急・集中治療アドバンスト・アプローチ1
急性呼吸不全

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

藤野裕士編
9784521743325

急性呼吸不全に対して、集中治療の現場では速やかな対応が求められる。本書では、急性呼吸不全を引き起こ
す急性呼吸窮迫症候群、慢性閉塞性肺疾患の急性増悪、人工呼吸器関連肺傷害、人工呼吸器関連肺炎など
の病態を最新の動向を交えて説明したうえで、肺保護戦略に基づく人工呼吸管理、呼吸療法の実際を具体的に
分かりやすく解説した。特殊な人工呼吸様式やECMOについても紹介する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年7月 商品コード

出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年4月 商品コード

この本は、はじめて卒業研究をする人のためのものです。研究室の一
員になると、最初は初めてのことばかりで、頭を悩ますことも多いでしょ

世界を代表する医薬品のうち109の化合物についてその製法と合成に
おける重要な医薬中間体の合成法を解説。それぞれの医薬品と類似

はじめての研究生
活マニュアル 解消
します！理系大学

化学同人
¥3,300(＋税)
¥1,200(＋税)

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979

医薬品の合成戦
略  医薬中間体か
ら原薬まで

化学同人
¥10,900(＋税)
¥4,200(＋税)

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174
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