
　　　　　　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_201606

 新刊  ハイ  ブ  リッドモデル 

2016年6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

著編者名 本多 健一 
底本ISBN 9784642029155 購入済

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 □ □

●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。

　「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

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6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 2016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 2016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 2016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 2016年3月 商品コード □ □

2007年刊行の『知識資源のメタデータ』は、一貫した視点で原理的・原則的な考え方を記し、体系的解説を行
なっている点で類をみない。初版刊行から9年が経過し改訂の要望に応えて、目録のメタデータにおける議論や
具体的事例、ダブリンコア・メタデータの議論等、最新の事項を加え、内容を刷新する。図書館情報学関係者に
有益な一冊。

知識資源のメタデータ　第２版
勁草書房

¥11,000(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 谷口祥一著,緑川信之著
9784326000425

□

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。

9784326251155

広大な心理学の全分野に目配りした入門テキストとして、わかりやすく、バランスよく、ポイントをしぼって書かれ
た一冊。それぞれの分野を代表する執筆陣による充実した内容で、初学者向けのテキストとして最適な内容と
なっている。また、「心理学検定」の対策としても使いやすいように、試験科目に対応した10の領域から構成され
ている。

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。

アカデミックナビ　心理学（※）
勁草書房

¥8,800(＋税)

¥2,700(＋税)

¥8,800(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 髙山正也著
9784326050161

日本の図書館を取り巻く状況は、歴史的なうねりのなかで激変しており、いま新たな図書館政策論・図書館思想
が必要とされている。そこで日本の歴史のなかでも、特に明治期から現在までを中心に、従来の図書館論で見
過ごされてきた、図書館が果たしてきた役割や機能を記述する。重要事項を検証し、今後のあるべき図書館像を
検討する。

勁草書房 電子書籍
歴史に見る日本の図書館 知的精華の受容
と伝承

ネット炎上の研究 誰があおり，どう対処する
のか

勁草書房

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 田中辰雄著,山口真一著
9784326504220

インターネットが普及すれば多くの人が自由な議論の輪に加わり討論の民主主義が社会のすそ野に広がってい
くと期待された。しかし論調は暗転し、ネット上での意見交換に悲観的な意見が増えてくる。この論調の暗転の大
きな原因になったのがいわゆる炎上問題である。本書はこの炎上について定量的な分析を行うとともに、本書な
りにその原因と社会としての炎上対策を示す。

日本人の考え方　世界の人の考え方 世界
価値観調査から見えるもの

勁草書房

¥13,200(＋税)

¥4,300(＋税)

著編者名 池田謙一編著
9784326251162

グローバル化の中で世界の人々の考え方は似通ってきているのだろうか。1981年以来、6回にわたって続けられ
てきた世界価値観調査から、日本人の考え方の変化と世界の人の考え方の変化をつきあわせる。日本人は競
争を追求するのか。日本は世界に開かれているのか閉じこもっているのか。そうしたなぞを解き明かす一書。

□

著編者名 子安増生編著

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。 

-  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6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 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 □ □

観光政策への学際的アプローチ

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 高崎経済大学地域科学研究所編
9784326302499

観光立国政策の推進に向けて内閣府が行った世論調査によれば、海外に発信すべき日本の魅力の1位は「神
社、仏閣など歴史的建造物や街並み」である。また、多くの地方自治体では、主に文化遺産として世界遺産の登
録を目指す運動が進められている。本書は、こうした地域資源を維持・管理し、活用する観光政策を多角的に検
証する。

¥9,900(＋税)

¥3,200(＋税)

勁草書房

フロックコートと羽織袴 礼装規範の形成と近
代日本

勁草書房 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小山直子著
9784326602889

明治初期、衣冠や直垂に代わり一般の礼服を洋装とした太政官布告は、天皇巡幸、陸軍特別大演習という国家
行事参加者への服装規定という形で国民に周知されていった。昭和に至るまで礼服の定義に裁量権を持ったの
は宮中であったこと、礼装規範の形成過程が天皇を中心とした日本の近代国家の歩みに連動していたことを膨
大な資料から実証する。

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。

歴史のなかの大卒労働者市場 就職・採用
の経済社会学

勁草書房 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福井康貴著
9784326602902

企業と学生の出会いの場面をかたちづくる実践、ルール、規範は、それ自体の歴史をもっている。求人・求職活
動とその制約のあり方を、明治期から現代まで定点観測することによって、労働市場の創られ方に迫る。新規大
卒労働市場の経済社会学。

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。

ボッティチェリ《プリマヴェラ》の謎 ルネサン
スの芸術と知のコスモス・そしてタロット

勁草書房 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
クリストフ・ポンセ著,

豊岡愛美訳,ヒロ・ヒライ監修

9784326800575

妖精クロリスと西風の神ゼピュロス、春の女神フローラと愛の女神ウェヌス、三女神を矢で狙うクピードー、学知
の神メルクリウス。これらの人物は何を意味しているのか？　何のために描かれたのか？　秘密の鍵をにぎるの
は一枚のタロット・カード《恋人》。愛と詩情あふれるルネサンスの「知のコスモス」を豊かに描きだす快著！

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。

著作権法コンメンタール１　第2版 1条～25
条（※）

勁草書房

¥36,300(＋税)

¥11,000(＋税)

著編者名 半田正夫編,松田政行編
9784326403059

デジタル時代を迎え複雑多岐にわたる法に対する正確な理解のニーズに応えるべく、単なる条文の解説にとど
まらず、立法の経緯や条約との関係、外国の立法例にも言及し、あらゆる文献や判例を参照しつつ、実務の扱
いにも目配りした。わが国の研究者、実務家が総力を挙げた法を創造・リードし、実務に裨益する現場対応型の
大注釈書である。

著作権法コンメンタール2　第2版 26条～88
条（※）

勁草書房

¥36,300(＋税)

¥11,000(＋税)

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 半田正夫編,松田政行編
9784326403066

デジタル時代を迎え複雑多岐にわたる法に対する正確な理解のニーズに応えるべく、単なる条文の解説にとど
まらず、立法の経緯や条約との関係、外国の立法例にも言及し、あらゆる文献や判例を参照しつつ、実務の扱
いにも目配りした。わが国の研究者、実務家が総力を挙げた法を創造・リードし、実務に裨益する現場対応型の
大注釈書である。

-  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6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 □ □
著編者名 半田正夫編,松田政行編

9784326403073

デジタル時代を迎え複雑多岐にわたる法に対する正確な理解のニーズに応えるべく、単なる条文の解説にとど
まらず、立法の経緯や条約との関係、外国の立法例にも言及し、あらゆる文献や判例を参照しつつ、実務の扱
いにも目配りした。わが国の研究者、実務家が総力を挙げた法を創造・リードし、実務に裨益する現場対応型の
大注釈書である。

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。

著作権法コンメンタール3　第2版 89条～
124条、附則、著作権等管理事業法（※）

勁草書房

¥36,300(＋税)

¥11,000(＋税)

-  5  -

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6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 □ □

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 □ □

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9月 商品コード □ □

教養としての認知科学
東京大学出版会 電子書籍

¥8,400(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木宏昭著
9784130121101

人間はどのように世界を認識しているか？　「情報」という共通言語のもとに研究を進める認知科学が明らかにし
てきた、知性の意外なまでの脆さ・儚さと、それを補って余りある環境との相互作用を、記憶・思考を中心に身近
なテーマからわかりやすく紹介。

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。

〈いのち〉の自己組織 共に生きていく原理に
向かって

東京大学出版会 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水博著
9784130130295

複雑系や量子力学の発想をもとに、新しい時代の知へ。〈いのち〉という独自の観点から、多様な個にとっての
「居場所」が自己組織される出来事を考察。人間と自然の間の矛盾、社会と経済の抱える危機をこえて、私たち
生きものが共に存在していくための原理を思考する。

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。

初詣の社会史 鉄道が生んだ娯楽とナショナ
リズム

東京大学出版会 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平山昇著
9784130262415

毎年多く人が訪れる初詣。その起源と展開をめぐる体系的な初めての研究書。国家による庶民へのイデオロ
ギー注入政策として形成されたのではなく、近世の恵方詣を淵源に、鉄道の集客政策もともなって庶民に広まっ
た後、知識人が影響を受けて、さらに「国民的行事」として定着したその歴史を探る。

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。

政治参加と民主政治 (シリーズ日本の政治
4)

東京大学出版会 電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田真裕著
9784130321242

投票やデモにはどんな意味があるのか。日本人の政治参加にはいかなる特徴があり、日本の民主政治に何を
もたらしているのか。政治参加と社会運動、行動論と政治過程論・政治体制論や制度論、量的研究と質的研究、
実証研究と規範理論の統合的な視点を提起する。

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。

立法と権力分立 (シリーズ日本の政治7 )
東京大学出版会 電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増山幹高著
9784130321273

国会は何のためにあるのか。立法とはいかなる行為なのか。立法を集合行為のジレンマに対処する権力行為と
捉えることにより、いかに民主主義的な権力行使が立法を通じて実現されるのかを検討し、日本の立法と権力分
立に対する新たな視点を提示する。

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。

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。 

-  6  -

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6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 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9月 商品コード □ □

政治とマスメディア (シリーズ日本の政治10
)

東京大学出版会 電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 谷口将紀著
9784130321303

マスメディアは政治権力といかなる関係に立ち、世論にどのような影響を与えているのか。衛星放送やケーブル
テレビ、インターネットが普及し、多元化するメディアは政治に何をもたらすのか。最新の研究動向を紹介し、独
自の調査・分析を交えて比較の中で考える。

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。

国際租税法　第3版
東京大学出版会 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増井良啓著,宮崎裕子著
9784130323789

国際租税法を初めて学ぶ人のための最良の基本書。国際取引との関係でとくに問題となる所得課税（所得税と
法人税）について、日本の国内法と租税条約の骨格を丁寧に解説する。税制の大幅改正を踏まえ全面的に刷新
し、基礎から応用まで、事例演習や練習問題を交え分かりやすく説明する。

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。

演習刑法　第2版
東京大学出版会 電子書籍

¥11,800(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木村光江著
9784130323796

事例問題を通じて総合力が身につく好評テキストを全面改訂。司法試験論文式と同形式の総論・各論23問につ
き、解法のポイントを重要判例とあわせて丁寧に解説するとともに、解答への筋道を明快に示し、模範答案も掲
げる。基本知識の確認から答案作成の応用レベルまで、一冊で完璧マスター。

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。

ヨーロッパ近代は「礼節」の時代だった。文学作品の語り手も、読者や登場人物に対し、愛や配慮や善意をたっ
ぷり示す。が、その裏には悪意や不機嫌、嫌悪も垣間見える。「善意の政治学」を軸に、英・米・アイルランドの近
現代文学を大胆に読み直した、独創的で味わい深い一冊。

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。

善意と悪意の英文学史 語り手は読者をど
のように愛してきたか

東京大学出版会

¥8,800(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 阿部公彦著
9784130801065

-  7  -

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6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 □ □

正義の境界
みすず書房 電子書籍

¥17,200(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 オノラ・オニール編,神島裕子訳
9784622079552

「私は本書で、国境はもはや正統な正義の境界として見なしえないと論じる。それ自体が制度である国境を前提
とした正義は、多くの場合疑われるべきものである」。ポスト・ロールズ時代のカント主義哲学は、われわれの「正
義」に何をもたらすのか。そして、ロールズのなしえなかった義務論にもとづくグローバルな正義の構想とは―
―。ロールズの弟子にして、イギリスを代表するカント主義哲学者オノラ・オニールの、正義をめぐる思想の全
貌。

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 フランソワ・ビゼ著,秋山伸子訳
9784622079651

滞日十年、自身も義太夫をまなぶフランス人批評家の、体験的「文楽」エッセイ。「見せる」西洋に対して「聞きど
ころ」の日本における「声」についての考察から、視覚と聴覚のバランスを目指す文化の美意識を探る。バタイ
ユ、ギュヨタなど著者が専攻する作家を援用しつつ、日本的主体を論じてはバルトやパンゲに連なっていく批評
には大きな魅力があり、これまでの文楽の見方を一新させる。多くの創見とエスプリにみちた身体芸術論にして
芸術人類学。

みすず書房 電子書籍

文楽の日本 人形の身体と叫び

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。

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋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。 

-  8  -

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6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 □ □

社会に出ると、否応なく関係することになる「会社」。本書は、株式会社を中心とした会社法の世界を、ファイナン
スとガバナンスという２つの視点から親しみやすく解きほぐします。法学部以外で会社法を学ぶ学生をはじめ、会
社を知りたい全ての方に最適の１冊。

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。

会社法のみちしるべ（※）
有斐閣

¥3,300(＋税)

¥1,500(＋税)

著編者名 大塚英明著
9784641137370

電子書籍

法学入門 (有斐閣ストゥディア)（※）

憲法1　人権〔第6版〕 (有斐閣アルマ)（※）

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

9784641150324

なぜ法学を学ぶのか。法学は役に立つのか。そんな率直な疑問にあらゆる角度から答える。条文なしで法解釈
をしてみたり、条文の構造を丁寧に分析しあてはめを行ったり、「法学」を体験できる１冊。法学部１年生向けにも
教養科目の法学向けにも最適な教科書。

早川吉尚著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥4,700(＋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

¥2,100(＋税)

9784641220676

法律学に慣れていない初学者にも配慮した、ロングセラーのスタンダード・テキスト。憲法の個別の人権、なかで
もよりイメージしやすい人身の自由から入り、人権の意義・通則を後で学ぶことで、抽象的な議論もスムーズに理
解できるよう工夫。最新の憲法動向を反映した、待望の改訂。

渋谷秀樹著,赤坂正浩著著編者名

初学者でも抽象的な議論につまづくことなく理解し、考える力がつくよう、工夫を凝らしたロングセラーのスタン
ダード・テキスト。第２巻では、立法・行政・司法という統治機構の仕組みを理解してから統治の基本原理へ進
み、全体の最後に憲法の意義と歴史を学ぶ。

行政法読本〔第4版〕（※）
有斐閣

¥6,600(＋税)

¥3,000(＋税)

¥4,900(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 渋谷秀樹著,赤坂正浩著
9784641220683

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 芝池義一著
9784641131941

一冊で行政法全体をカバーする人気テキストの最新版。行政不服審査法・行政手続法の改正をはじめ、法改正
や最新判例の動向などをふまえアップデート。平易な叙述や、一つの「講」あたりの頁数を抑えた構成で、重要
事項を着実に理解しながら読み進められる。

憲法2　統治〔第6版〕 (有斐閣アルマ)（※）
有斐閣

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。 

-  9  -

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6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 □ □

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 □ □

民事訴訟における争点形成　　上智大学法
学叢書　第37巻

有斐閣 電子書籍

¥16,900(＋税) □

¥5,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安西明子著
9784641137325

訴訟当事者の対等な主張立証の機会を確保し、そのプロセスをできるだけ公正かつ透明に、当事者にとって使
いやすく仕組むために民事訴訟はいかにあるべきか。宗教団体紛争判例や文書提出命令判例などに現れた多
様な場面を通じて深く分析する。

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。

公共訴訟の救済法理　　同志社大学法学叢
書3

有斐閣 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川嶋四郎著
9784641137417

異なった価値観をもつ人々の間の法的な争いを調整し法的救済を創造していくために、裁判所を中心とした公
正なフォーラムとその整序された手続過程自体のもつ価値の重要性が、ますます重要になっている。そのような
問題について諸外国の実例などをもとに紹介。

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。

民事訴訟法概論（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋宏志著
9784641137349

法学教室の好評連載「民事訴訟法案内」に、加筆修正を行った。講義のような語り口で、時に読者への叱咤激
励をまじえつつ、民事訴訟法を１冊で学び、考えさせる。民事訴訟法の全体構造を常に意識した記述で、学生が
つまづくポイントを明確にしていく。

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。

刑法総論〔第3版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口厚著
9784641139152

犯罪論の基礎にある基本的な原理を明らかにし、論理的・体系的な思考が得られるように工夫された大好評テ
キストの最新版。旧版刊行以降の法改正および判例に対応。記述も見直し、より充実したわかりやすい解説にし
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。

国際法〔第3版〕 (有斐閣アルマ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中谷和弘著,植木俊哉著,

河野真理子著,森田章夫著,山本良著

9784641220638

極めて広範な範囲を規律する国際法を、通読しやすい分量にまとめたスタンダードな教科書。初学者が興味を
持ちながら効率よく国際法のエッセンスを理解できる。旧版刊行後の情勢の変化を織り込み最新の情報を提
供。「夢とやりがいのある法学」＝国際法を、余すところなく示す１冊。

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。

ゲーム理論ワークブック（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡田章監修・著,加茂知幸著,

三上和彦著,宮川敏治著

9784641164635

基本から応用・発展まで、豊富な演習と丁寧な解説。本書の４つのステップ：要点整理→理解度チェック→演習
問題→練習問題、を着実に進んでいくことで、ゲーム理論の考え方と問題の解き方を確実に身につける。ウェブ
では解答・解説や追加問題などのサポートも充実。

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。



人文社会編 2016年6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 □ □

福祉国家の制度と組織
有斐閣 電子書籍

¥13,600(＋税) □

¥4,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木伯朗著
9784641164741

戦後日本における財政が、なぜ他の先進国と比較して特殊な性格を帯びるに至ったのかについて、制度派経済
学に基づきながら検証。福祉国家という視点から見た日本財政の特殊性をもたらす原因に関して、制度の着目
し、ドイツとの比較を試みつつ解明する待望作。

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。

国際協力〔第3版〕 その新しい潮流 (有斐閣
選書)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
下村恭民著,辻一人著,

稲田十一著,深川由起子著

9784641281387

途上国を巡る国際資金環流の変化、中国等新しい援助国の登場、「開発協力大綱」の策定等を踏まえて改訂。
「国際協力」について、非軍事的貢献、経済協力、NGO活動、民間資本等の概念を整理、総合的に解説。日本
の「国際協力」の未来を考えるための、絶好の入門書。

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。

ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノ
ベーション 半導体レーザーの技術進化の日
米比較

有斐閣 電子書籍

¥14,600(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水洋著
9784641164697

さまざまな技術・製品に応用できる汎用性の高い技術=ジェネラル・パーパス・テクノロジーは、どのように生み出
され進化していくのか。そのイノベーションのパターンにスピンアウトがどのような影響を及ぼすのか、日米半導
体レーザーの発展プロセスから明らかにする。

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。

組織の経済学入門〔改訂版〕 新制度派経済
学アプローチ（※）

有斐閣

¥6,200(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 菊澤研宗著
9784641164765

新制度派経済学の全体像を俯瞰した入門書の改訂版。第５章として、新たに「戦略の経済学」の解説を追加、ダ
イナミック・ケイパビリティの議論を中心に各章の解説も大幅にアップデートした。発展著しい企業理論を体系的
にまとめ、経営への応用を重視して解説する。

企業会計入門〔補訂版〕  考えて学ぶ（※）
有斐閣

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

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

著編者名 斎藤静樹著
9784641164772

会計の制度や仕組みの背後にある理屈から、会計情報をきちんと読み解き、使うための知識をコンパクトに解
説。国際会計基準の最新動向をフォローを中心に補訂しました。ぜひ本書で、会計の「なぜ」を考えながら、その
面白さと役立ちを感じて下さい。

経営戦略〔第3版〕 論理性・創造性・社会性
の追求 (有斐閣アルマ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大滝精一著,金井一賴著,
山田英夫著,岩田智著

9784641220652

戦略を立て、革新し広げるという企業経営のための論理的な考え方を示し、大企業だけでなく、地域企業・中小
企業・ネットワークなどの意義にも注目して、事業創造や社会貢献などを戦略に取り込んだ思考を展開。競争と
協調の戦略や新しいケースを盛り込んだ最新版。

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。
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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6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 □ □

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 □ □

障害者福祉の世界〔第5版〕 (有斐閣アルマ)
（※）

有斐閣

¥4,700(＋税)

¥2,100(＋税)

働くことへの不安、教育の不利、制度への不信などの問題に対して、社会福祉には何ができ、何をすべきなの
か。多様な課題を「知る」「考える」「挑む」という節立てによって理解し、身近な問いを社会的な視点へとつなげる
力を身につける、新しい入門テキスト。

はじめての社会保障〔第13版〕 (有斐閣アル
マ)（※）

有斐閣

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 椋野美智子著,田中耕太郎著
9784641220720

信頼できる最新情報と、叙述のわかりやすさが好評のロングセラー・テキスト。「なぜ」「どうして」と考えていくうち
に、制度の構造を立体的に理解できる。国民健康保険法一部改正や医療介護総合確保推進法などに対応し、
「第１章 医療保険」を中心に改訂。

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。

問いからはじめる社会福祉学 不安・不利・
不信に挑む (有斐閣ストゥディア)（※）

有斐閣

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

著編者名 圷洋一著,金子充著,室田信一著
9784641150300

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 佐藤久夫著,小澤温著
9784641220690

複雑な制度の最新の状況に加え、その背後にある社会の障害者観や障害者福祉の歴史をていねいに解説し、
好評を博している入門テキスト。病気と障害の新たなとらえ方や、障がい者制度改革の内容など、グローバルな
潮流や、国内の法整備・改正を踏まえた最新版。
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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6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 2016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 2016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 2016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 2016年4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。

現代語訳 小右記  2 道長政権の成立
吉川弘文館

¥9,300(＋税)

一条天皇に対して政治介入する円融上皇と摂政兼家との連絡にあたる実資。やがて参議に任じられ、待望の公
卿に上る。兼家・道隆・道兼と続く執政者たちの死。伊周側の策動も空しく、政権の座は道長の手に収まった。

¥2,800(＋税)

著編者名 倉本一宏編
9784642018173

¥27,500(＋税)

¥9,500(＋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

仁木宏編
9784642046299

都市研究は、絵画・地図の活用や考古学などとの学際研究により、進展著しい。第一線の都市史研究者による
論考十編を「権威と文化」「交易と空間」「方法としてのイメージ」の三部に分け収録。古代都城と複都制や平安貴
族と牛車文化、材木流通や馬・米の市、大山崎や岐阜の町並み、聚楽第遺跡と絵画史料、京都の都市図など、
最新研究成果を提示する。

大元帥と皇族軍人 明治編 (歴史文化ライブ
ラリー 424)

吉川弘文館

吉川弘文館 電子書籍

日本古代・中世都市論

赤米のたどった道 もうひとつの日本のコメ
吉川弘文館

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 福嶋紀子著
9784642082938

米は白い―。これは今では常識だが、古来日本では大陸伝来の「大唐米」や信州安曇野の「溢籾」などの赤米
が、生活米として重宝された。水田不適な土地でも耕作できるなど、新田開発を側面から支えた庶民の赤米は、
食味が劣るため、白米の普及とともに生産が減少していく。今日のブランド米の特殊性にも触れ、赤米の盛衰を
歴史的に位置づける。

著編者名 小田部雄次著
9784642058247

戊辰戦争から西南戦争、日清・日露戦争などを経るなかで、御簾の奥に座していた天皇は大元帥に、その血族
である有栖川宮や伏見宮ら皇族は軍人となった。戦時のみならず平時も軍人としてふるまうようになった天皇や
皇族、華族軍人や朝鮮王公族。その動向を詳細に追い、いかに自己変革を遂げ、天皇制軍隊の創設に貢献をし
てきたのかを解き明かす。

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。

電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

昭和天皇とスポーツ 〈玉体〉の近代史 (歴史
文化ライブラリー 425)

吉川弘文館 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂上康博著
9784642058254

皇居にはかつてゴルフ場やプールが存在し、スポーツに親しむ昭和天皇の姿がたびたび報じられた。幼少・学業
期の遊び、皇太子時代の多彩なスポーツ経験、即位後の健康維持、戦後のスポーツとの関係を、豊富なエピ
ソードを交えて辿る。天皇の身体＝玉体(ぎょくたい)を強健にするための「御運動」から、西洋化と伝統の相克や
近代天皇制国家のありかたにも迫る。

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。

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6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4月 商品コード □ □

八千年停滞した縄文時代、国家が分立した弥生時代、王権が成立した古墳時代。島国日本の文明の進展を「広
場」「溝」「前方後円墳」をキーワードに読み解く。列島文化のなりたちと考古学の魅力を独自の視点で語りかけ
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。

島国の原像 (読みなおす日本史)
吉川弘文館

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名 水野正好著
9784642067133
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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6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 2016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 2016年2月 商品コード □ □

新しい消費者教育 これからの消費生活を考
える

電子書籍

¥5,700(＋税)法学講義ノート〔第6版〕
慶應義塾大学出版会

著編者名 霞信彦著
9784766423112

初めて法学を学ぶ人のために基本的な項目を箇条書きにまとめた講義ノート。右側頁は、基本項目解説や基礎
知識を補いながら、自身で書き込みができる形式になっており、学んだことを書き記すことで、法律の基礎がこの
1冊で定着するようになっている。読者自身の法に関する基礎知識を集積した一つの完成品となる構造。第6版
では、全体にわたって基礎的な解説をさらに補いながら、第5版以降の新法情報や法を取り巻く最新の状況を紹
介・改訂。

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

慶應義塾大学出版会

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

慶應義塾大学出版会 電子書籍

大学で学ぶ英語の教科書

学びなおしEnglish
慶應義塾大学出版会

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 小宮繁著,小菅隼人著
9784766423013

まずは、「基礎英文法」で英語の大事な8文型を思いだしていただき、つぎに実際の英語エッセイを題材に「英文
解釈」のポイントを学びます。そして「基本勉強法」では、押さえておきたい英語の学び方やさまざまなツールを活
用した英語の学び方を紹介しています。「Tea Break」や「Appendix」は楽しめて役に立つ内容ですから、英語へ
の興味が広がるように工夫しています。

¥6,200(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名

□

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。

奥田暁代著
9784766423105

著編者名 細川幸一著
9784766423204

「法律は知らない者には味方しない！」大学生のうちに身につけておくべき「生活の知恵」としての法律を、学生
生活、就職、結婚、老後に至るまでさまざまなライフステージに分けて解説する、社会人へのパスポート！詳細
な知識・用語については本文脇の注で説明しながら、イラストや図表もふんだんに駆使した見やすいレイアウト。
今後の生活で必要となる法律知識を、各章6頁にコンパクトにまとめた、一般学生の初年次教育にも最適。

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。

大学生が知っておきたい生活のなかの法律
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

英語力を身につけながら「大学で学ぶ」ことを学び、発見し、自ら学んでいくことを楽しむための最適なテキスト。
「より良い授業を目指して、心がけてきたことは一つ、楽しむことを目的にする、である。楽しめない授業は学べる
ことも少ない。学生主導で、お互いにアイディアを出し合い、議論をしながら、何かを成し遂げていく、達成感を得
られることが「楽しい」授業である。」

□

著編者名
日本消費者教育学会関東支部監修,

神山久美著,中村年春著,細川幸一編著

9784766423075

消費者教育は、2012年の消費者教育推進法の成立によって、新しい時代を迎えました。消費生活に関わる知識
を習得し、これを適切な行動に結びつける実践的な能力の育成や、主体的に消費者市民社会の形成に参画し、
その発展に寄与できる資質を育むことが重要になっています。新しい消費者教育の理解のために、授業やグ
ループ学習で、また職員や市民の勉強会などで、本書をぜひ役立ててください。

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。

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6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 □ □

渡辺幸男著
9784766423174

電子書籍

□

冊子購入確認

¥6,200(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 藤森智子著
9784766423068

台湾総督府による日本語教育は、1930年代以降、台湾各地に設けられた「国語講習所」によって飛躍的に普及
した。総督府がめざしたのは皇民化政策にともなう「日本人への同化」であったが、実際には「国語講習所」に通
うことは台湾人にとって「社会教育」の実利をも目的としたものでもあった。日本の「国語」普及政策とその実態を
文献調査とフィールドワークから明らかにしつつ、その意味を読み解く。

クジラの鼻から進化を覗く (遺伝子から探る
生物進化 1)

慶應義塾大学出版会

¥6,200(＋税)

¥2,000(＋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。

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 一守靖著
9784766423211

日系・米系双方の企業への独自調査によって、本社人事部とラインとの協働作業であり時に駆け引きが生じる
人的資源管理（HRM）の実態と変容を描き出し、雇用環境のさらなる変化に伴うHRM諸制度のあり方を展望す
る。人事担当者、現場ラインマネージャー必読！「人事部」の機能から「日本的雇用慣行」の変化を考察する。

日本における中小企業研究の第一人者である著者は、2000年以降、その研究対象を中国へと向け、浙江省の
製造業や自転車産業を中心に各地で詳細な産業実態調査を続けてきた。巨大な市場における激しい競争と分
業の広域化が形成されるなか、著しい経済発展を遂げた現代の中国と高度成長期の日本にはある種の共通性
を見いだすことができる。日中両国で膨大な調査を行った著者が、その比較の視点から中国産業発展の論理を
追究する。

日本的雇用慣行は変化しているのか 本社
人事部の役割

慶應義塾大学出版会

¥14,200(＋税)

¥4,600(＋税)

現代中国産業発展の研究 製造業実態調査
から得た発展論理

慶應義塾大学出版会

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋税)

著編者名

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
斎藤成也監修,塚谷裕一監修,
高橋淑子監修,岸田拓士著

9784766422955

「クジラの研究者になるのもいいな」小笠原から極北アラスカ、そして南太平洋バヌアツへ。嗅覚をキーワードに、
クジラの進化を追いかけた。本シリーズは、生物進化の分野に興味を抱く若い学生の皆さんにまず読んでいただ
きたい。本シリーズは、それぞれの著者がなしとげた研究成果という最終産物だけでなく、そこにいたる道筋が描
かれている。これから進化の研究をめざす人々にとって、これらの内容はとても参考になるだろう。

日本統治下台湾の「国語」普及運動 国語講
習所の成立とその影響

慶應義塾大学出版会

¥21,600(＋税)

¥7,000(＋税)

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
斎藤成也監修,塚谷裕一監修,
高橋淑子監修,榊原恵子著

9784766422979

私が植物の発生進化を志すようになった理由（わけ）。私はつたない英語でABCモデルの提唱者の一人である
ボーマン博士に自分を売り込んだ。「こんど、オーストラリアに研究室をもつと聞いたのですが、新しい研究室にヒ
メツリガネゴケの研究者なんていりませんか」「“How about me ? ”（私なんかどうですか）」

著編者名
斎藤成也監修,塚谷裕一監修,
高橋淑子監修,入江直樹著

9784766422962

当時抱いていた疑問を一言で表現するなら、「発生を遡るほど、ご先祖様の姿に近くなるのか？」。なんで、こん
な素朴な疑問に対する答えが、どの教科書を見ても、ちゃんと書いてないのか。進化発生学（エボデボ）にまつ
わる150年以上も未解明の大問題に挑んだ著者を待ち受けていた結末とは!?

植物の世代交代制御因子の発見 (遺伝子
から探る生物進化 3)

慶應義塾大学出版会

¥6,900(＋税)

¥2,200(＋税)

胎児期に刻まれた進化の痕跡 (遺伝子から
探る生物進化 2)

慶應義塾大学出版会
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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6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 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 2016年2月 商品コード □ □

教養としての生命倫理（※）
丸善出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村松聡編,松島哲久編,盛永審一郎編
9784621300244

本書は、生命倫理を単に医療関係者のための倫理としてではなく、より広い視野から、現代を代表する倫理とし
てとらえ、高度に専門化された知と技術に対して、いかに倫理的に対応すべきかを、身に着けるべき現代の教養
として呈示することを意図して編纂しました。生命倫理の原則と理論、様々な医療倫理に関する問題、人間の生
の始まりから終わりまでの具体的な生命倫理諸問題、先進医療の問題も取り上げて解説します。

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。

黄砂 健康・生活環境への影響と対策（※）
丸善出版 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鳥取大学乾燥地研究センター監修,

黒崎泰典編,黒沢洋一編,篠田雅人編,山中典和編

9784621300299

黄砂に関して今まで蓄積されてきた知見に加え、著者らの研究プロジェクトにより得られた新たな結果が盛り込
まれています。黄砂の基本的な情報、黄砂発生域の自然や人々の暮らし、黄砂が飛来する地域の人々の健康
や生活環境に生じている問題を取り上げます。日本におけるPM2。5を含めた対策、黄砂発生域での抑止策を解
説しています。我々の暮らしにつながる黄砂のメカニズムを知り、対策を学ぶために必須の一冊です。

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。

カラー版　レベル別に学べる 物理学 II〔改
訂版〕（※）

丸善出版 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
末廣一彦著,斉藤準著,

鈴木久男著,小野寺彰著

9784621300275

大学初年度の理系学生の基礎教育のための教科書。フルカラーで図とイラストを多用し身近な題材や単純な問
題から物理の基礎をわかりやすく解説しています。各節及び例題・演習問題を高校レベル、大学レベル、上級レ
ベルの三段階に分け提示しており、履修クラスや読者がそれぞれの理解度に合わせて学習を進められます。 II
巻では熱力学、電磁気学、光学について、各体系の特徴とその基礎的手法を学びます。

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。

高等教育と教養教育の現在を考察します。第1部は、「教養教育」の源となる「自由学芸七科」を築いたヨーロッ
パで進行する高等教育の改革「ボローニア・プロセス」を具体的に論じ、別の進化を遂げたロシアの教養教育も
考察します。第2部では、「リベラル・アーツ」の伝統を持つアメリカ合衆国の教養教育の歴史と現在を解説。第3
部では、植民地化を経たアジア諸国、フィリピン、台湾、日本が直面する高等教育の諸問題を論じます。

ヒトゲノム解読で明らかにされたのは、タンパク質をコードするDNAはたった2％であり、遺伝子数はヒトと線虫で
変わらないという衝撃的な事実でした。本書では、がん、アルツハイマーなど約40種の病気研究を題材に「ジャン
ク」と呼ばれた98％のDNA領域に光を当て、最新の研究成果と共に背景にある生物学の基礎も丁寧に解説。ユ
ニークな比喩を用いた説明に定評のある著者が、世界的に注目が集まるゲノムの未踏領域に招待します。

世界の高等教育の改革と教養教育 フンボ
ルトの悪夢 (叢書インテグラーレ 014)

ジャンクDNA ヒトゲノムの98％はガラクタな
のか？

丸善出版

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 Nessa Carey著,中山潤一訳
9784621300039

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。

丸善出版

¥6,300(＋税)

¥1,900(＋税)

著編者名
広島大学大学院総合科学研究科編,

青木利夫責任編集,平手友彦責任編集

9784621300220

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。 

-  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6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4月 商品コード □ □

□

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

Javaによる2次元・3次元CGの基礎を豊富なプログラミングの例題とともに学ぶ入門書。「第I部　Java AWTによる
2次元グラフィクス」と「第II部　JOGLによる3次元グラフィクス」の二部構成で段階的に学習。

¥66,000(＋税)

著編者名
木下修一編,太田信廣編,
永井健治編,南不二雄編

冊子購入確認

著編者名 山口泰著
9784254122107

発光の事典  ―基礎からイメージングまで―

¥9,300(＋税)

朝倉書店

人物でよむ 物理法則の事典

土砂災害による被害軽減のための防災教育の必要性が高まっている。行政の取り組み、小・中学校での防災学
習、地域住民によるハザードマップ作りや一般市民向けの防災講演、防災教材の開発事例等、土砂災害の専門
家による様々な試みを紹介。

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。

Javaによる 3D CG入門 （※）
朝倉書店

□

¥2,800(＋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。

9784254102628

発光現象が関連する分野は物理・化学・生物・医学・地球科学・工学と実に広範である。本書は光の基礎的な知識、発光の
仕組みなど、発光現象の基礎的な解説を充実させることを特徴にした事典で、工学応用への一端も最後に紹介した。各分
野において最先端で活躍している執筆者が集まり実現した、世界に類のない発光のレファレンス。
〔内容〕発光の概要／発光の基礎／発光測定法／発光の物理／発光の化学／発光の生物／発光イメージング／いろいろ
な光源と発光の応用／付録

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

9784254261677

土砂災害防災教育
朝倉書店 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
檜垣大助編,井良沢道也編,

山田孝編,緒續英章編,今村隆正編

朝倉書店 電子書籍

¥29,100(＋税) □

¥8,800(＋税)

米沢富美子編,辻和彦総編集
9784254131161

味気ない暗記事項のように教育・利用される物理学の法則や現象について、発見等に貢献した「人物」を軸に構
成・解説することにより、簡潔な数式表現の背景に潜む物理学者の息遣いまで描き出す、他に類のない事典。
個々の法則や現象の理論的な解説を中心に、研究者達の個性や関係性、時代的・技術的条件等を含め重層的
に紹介。古代から現代まで約360の物理学者を取り上げ、詳細な人名索引も整備。物理学を志す若者、物理学
を愛する大人達に贈る、熱気あふれる物理法則事典。

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

災害情報学事典
朝倉書店 電子書籍

¥28,100(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本災害情報学会編
9784254160642

災害情報学の基礎知識を見開き形式で解説。災害の備えや事後の対応・ケアに役立つ情報も網羅。行政・メディア・企業等
の防災担当者必携
〔内容〕［第1部：災害時の情報］地震・津波・噴火／気象災害／［第2部：メディア］マスコミ／住民用メディア／行政用メディア
／［第3部：行政］行政対応の基本／緊急時対応／復旧・復興／被害軽減／事前教育／［第4部：災害心理］避難の心理／コ
ミュニケーションの心理／心身のケア／原子力災害／事故災害等／企業リスクマネジメントと企業防災

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。



理工学編 2016年6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2月 商品コード □ □

工学の中で数学がどう使われてきて、今後どのような展開が可能か、具体的な活用例を通して数学の使い方を
学び、考え方を身につけるための例題集。
〔内容〕境界要素法音響解析とベクトルによる関数微分（機械工学×微積分）／人はどうやってモノを見分ける？
（情報×確率・統計）／半導体中のキャリアのパルス応答解析（電気×微分方程式）／細胞径分布（化学・生物
×関数・級数展開）／膜のつり合い形状解析と変分法による汎関数の最小化（建築×数学空間・幾何空間）

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。

事例で学ぶ数学活用法
朝倉書店

¥17,200(＋税)

¥5,200(＋税)

著編者名 大熊政明編,金子成彦編,吉田英生編
9784254111422
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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6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 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 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4月 商品コード □ □

Excelで学ぶ 食品微生物学 増殖・死滅の数
学モデル予測

オーム社

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

SPSSによる ロジスティック回帰分析（第2
版）

オーム社

電子書籍

著編者名 藤川浩著

食品を汚染する微生物の増殖・死滅のモデルをシミュレーションする！／本書は食品を汚染する微生物が食品
の製造及び流通過程でどのように増殖するかあるいは殺菌されるのかを数学モデルを使って解析し、さらに予
測し、食品の安全性確保のために役立てることを目的として書かれたものです。またExcelを使ってモデルのシ
ミュレーションができます。

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。

□

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 内田治著
9784274218187

SPSS 23でロジスティック回帰分析登場！／2011年3月発行『SPSSによるロジスティック回帰分析』の改訂版。SPSSのVer。
22よりロジスティック回帰分析の新規機能が追加されています。本書はSPSSを使ってロジスティック回帰分析とステップワイ
ズ法を解説します。ロジスティック回帰は医学や薬学、生物学などの自然科学だけでなく社会科学の分野でも利用されてい
ます。またステップワイズ法は変数増減法とも呼ばれ、独立変数を少しずつ加えて最適な結果を導き出す手法で、SPSSを使
うことで分析できる手法となります。最新版のSPSS Ver.23に対応しています。

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。

9784274218217

¥11,600(＋税)

電子書籍

¥10,500(＋税) □

SAS Studioによる やさしい統計データ分析
オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高浪洋平著,舟尾暢男著
9784274218620

無償版SASソフトウェア SAS OnDemand for Academics/SAS University Edition を使って今すぐデータ分析ができる！／本
書は、2015年6月に公開された統計解析ソフトウェアSASの無償版『SAS OnDemand for Academics/SAS University Edition』
をセットアップ方法から紹介し、基本的な使い方の解説を行います。また、データ解析のうち「タスク」と呼ばれる機能に用意
された手法について、解析方法と手法の概要、さらにグラフの作成方法について紹介します。これからSASを始める方のた
めに、コンパクトにまとまった内容となっております。

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。

基礎から学ぶ 電気回路計算（改訂2版）
オーム社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永田博義著
9784274505881

豊富な演習333問、電気回路計算力が徹底的に養える！／長年、電気理論指導に定評ある著者が、その総決算として、電
気系初学者に対する「回路の知識」「解析力の涵養」を目指して執筆した学習書です。改訂のポイントは、「(1)学習の深化に
必要なひずみ回路の解説を新設したこと、(2)回路計算に必要な重要公式を整理し充実させたこと、(3)各章の解説を見直し
補強をしたこと」です。解説を安易に省略せず、丹念に解答に至る過程を解きほぐす手法も大きな特徴です。掲載の全問題
は合計333問に達し、これを解くことで、電験三種合格レベルの実力に導きます。

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。

ISO9001 内部品質監査の実務知識早わか
り（改訂5版）

オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大浜庄司著
9784274506185

ISO9001規格2015年版に基づく内部品質監査のノウハウを全公開！／本書は、ISO9001に基づく“内部品質監
査”の考え方と具体例を詳しく絵とき解説した定番入門書の改訂5版です。基礎から計画、評価実務まで事例を
多く取り入れており、内部品質監査を学習しようとするすべての人向けの基礎指導書であり、内部品質監査員の
サブテキストとしても役立ちます。

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。

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 
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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6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 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 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 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3月 商品コード □ □

絵とき 電気基礎入門早わかり（改訂2版）
オーム社 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩本洋著,堀桂太郎著
9784274505997

電気の基礎がわかる2色刷り絵とき入門書！／本書は、工高や高専の電気・電子課程で学ぶ「電気基礎」のカリキュラムに沿って、電気の
基礎知識を絵とき解説した2色刷りテキストです。電子の振る舞い・電子の流れ・電流と電位差・電気抵抗・電気エネルギー・交流などにつ
いて、多くのイラストや図を用いてわかりやすく説明しています。単に読物風の解説に終始するのではなく、電気理論の本質をしっかり理解
できるように、必要に応じて数式を示し、学問としての電気工学の基礎を学習できるよう配慮しています。1項目を見聞き2ページで完結さ
せ、その後で練習問題を解き、知識の定着を図るようにしています。

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。

最短合格！アフロ先生と学ぶ 登録販売者
合格テキスト（改訂2版）

オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩掘禎廣著
9784274218255

試験問題作成の手引きに準拠！効率的な学習で最短合格を目指せ！／2014年10月発行の「最短合格！アフロ
先生と学ぶ登録販売者合格テキスト」の改訂版です。『登録販売者に係る「試験問題の作成に関する手引き」』
の改訂に準拠した内容構成で新たに発行するものです。最短合格を目指すため、単なる知識の網羅ではなく、
出題問題の精査により出題率の高い項目を中心にポイントを絞ってわかりやすく解説するスタイルは踏襲してま
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。

マンガでわかる QC検定 3級
オーム社 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 内田治監修,蜜谷子ぐり作画,ウェルテ制作
9784274218521

試験の重要ポイントをマンガでわかりやすく解説！／本書は、一般財団法人日本規格協会主催の品質管理（QC）検定3級を
受験する人のためのマンガ版受験参考書です。QC検定3級では、職場において発生する問題をQC 的問題解決法により、
解決していくことができ、品質管理の実践についても、知識としては理解しているレベルです。本書ははじめてQC検定を受け
る人のためにQCの理論や統計学（基本統計）をマンガと解説でわかりやすく説明します。3級は計算問題がほとんど出ませ
んが、基本統計レベルでの必要な計算はマスターできるものとします。

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。

第二種電気工事士筆記試験　最短合格の
ツボ50

オーム社 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大嶋勇輝著
9784274505362

すぐに合格レベル（60点）に到達する50の“ツボ”を押さえて合格を掴もう！／本書は、第二種電気工事士筆記試験につい
て、合格の鍵を握る要点を50の項目にまとめ、わかりやすく解説しています。それぞれの項目では、覚えるべき要点と解説、
練習問題がワンセットで構成されているので、じっくりと学びたい方はもちろん、短期間の試験対策にもお使いいただけます。
電気に関する知識に自信がない方や、理数系の勉強が苦手な方でも抵抗なく手に取れるように、図表を示しながら丁寧に
説明していますので、安心して読み進められます。本書で合格のための“ツボ”をバッチリ押さえて、合格を掴みましょう！

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。

2016年版 第一種電気工事士筆記試験 完
全解答

オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 オーム社編
9784274506048

過去10年間(平成27年度～18年度)の筆記試験問題と解答・解説を収録！／本書は、第一種電気工事士試験の
一次試験である｢筆記試験｣の過去問題集です。最新の平成27年度から平成1８年度までの過去10年間の問題
に加え、丁寧さと詳細さで定評のある本書ならではの解答・解説を収録しました。受験準備の総仕上げとして利
用していただくために、第1編として、第一種電気工事士試験の重要ポイントをまとめた｢筆記試験の要点整理｣を
掲載しています。

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。

2016年版 第二種電気工事士テキスト
オーム社 電子書籍

¥3,900(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 オーム社編
9784274506086

「基本解説」と「試験形式解説」で着実に実力がつく！／第二種電気工事士試験は、筆記・技能の2試験あり、筆記試験を合格すると技能試
験の受験が出来ます。多くの書籍は筆記・技能いずれかの試験対策書ですが、本書は両試験の対策を1冊にまとめた定番書です。筆記試
験対策は、これから電気工事士になる方にとって重要な法令を皮切りに、試験全範囲にわたって要点と問題・ポイントを解説しています。ま
た、平成27年度（前年度）の問題について詳細に解説しています。技能試験対策は、単線図の読み取り方・被覆の剥き方など基本作業の
解説に始まり、完成施工写真・平成28度(当年度)の技能試験候補問題の模擬問題を収録しており、筆記試験対策から技能試験合格まで
に必要な対策が揃っています。試験の性質をよくつかんでいる本書で、一発合格を狙いましょう。

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。
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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6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4月 商品コード □ □

FPGAの原理と構成
オーム社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 天野英晴編
9784274218644

金融などのビッグデータ処理やロボットの制御などで注目されるFPGAの原理と応用例がわかる！／本書は、IoTやビッグデータ、機械学習といった大規模データ
処理のニーズ増に伴って、その省電力性と高速な処理速度から注目を集めているFPGAの基盤技術を解説するものです。近年、半導体技術の進歩に伴って、や
や中途半端であったFPGAの性能が著しく向上した一方で、CPUの処理能力の頭打ちが見えてきました。そのため、CPUやGPUといった汎用デバイスよりも電力
効率がよく、且つ高速にデータを処理することができるようになったFPGAが、さまざまな応用分野で再注目されています。読者は本書を読み込むことで、FPGAの
なんたるかを一通り学ぶことができ、要求されるパフォーマンスへの最適な回路設計を図ることができるようになります。また、いくつかの応用事例も取り上げて
いるので、商品企画や研究テーマの検討にも役立つ内容になっています。

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。
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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6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 2016年1月 商品コード □ □

サイバーリスクの脅威に備える  私たちに求
められるセキュリティ三原則 (DOJIN選書
68)

化学同人
□

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

9784759816686

電子書籍

著編者名 松浦幹太著

サイバー空間を安全に利用するための要素技術や、安心して利用するための取り組み方などを丁寧に解説。さ
らに、専門家と一般ユーザが協働して攻撃者に対抗する「防御者革命」というコンセプトにもとづき、安全・安心を
いかに実現するかを考える

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。

¥4,800(＋税)

気候を人工的に操作する  地球温暖化に挑
むジオエンジニアリング (DOJIN選書 69)

化学同人 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水谷広著
9784759816693

地球温暖化を技術の力で解決しようと目論むジオエンジニアリング。本書ではまず、深刻化した地球の今の状況
を確認する。さらに、個々の技術に期待される効果と同時に、それがはらむ問題を解説しながら、私たちにはど
のような選択ができるのかを考えるためのヒントを提供する。

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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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6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 □ □

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 □ □

新・生細胞蛍光イメージング
共立出版 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原口徳子編,木村宏編,平岡泰編
9784320057791

本書は、これから蛍光顕微鏡イメージングを行おうとする者に、基本から応用まで実践的な知識を与えることを
目的に執筆。そのため顕微鏡装置やイメージング法の基本的知識を記述した講義編に加えて、試料の調製法や
解析法について実践的な内容を実習編に記述した。これから蛍光イメージングをやってみようと思っている人、イ
メージングをやってみたがうまくいかなかった人、データ解析の方法が分からない人に必読の書である。

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。

宇宙食 ―人間は宇宙で何を食べてきたの
か― ( 共立スマートセレクション  2)

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

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― ( 共立スマートセレ
クション  1)

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口幸著,巌佐庸コーディネーター
9784320009011

海の生き物には、環境に応じて雌雄が決まるもの、性転換をするもの、雌雄同体であるものなど、多様な性が存
在する。なぜ、多様な性が進化したのか？ なぜ、この生物はこんな生き方をしているのか？ なぜ、繁殖集団の
中で雌と雄の数が違ったりするのか？　本書では「残せる子どもの数を最も多くする生き方が選ばれてきた」とい
う適応の考え方をもとに、生物現象の「なぜ」を、数理モデルを使って解明していく。

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。

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松本早野香編著,服部哲著,
大部由香著,田代光輝著

冊子購入確認

著編者名 田島眞著,西成勝好コーディネーター
9784320009028

宇宙食の誕生から現在のISSで利用されている宇宙食までを詳細に解説。１。我が国の食品業界の総力をあげ
て開発した「宇宙日本食」の開発秘話から将来まで２。宇宙食のために開発された技術が私たちの食生活をどう
変えてきたのか　　フリーズドライ食品、レトルト食品、衛生管理技術を実用化３。今後の食生活に影響を与える
技術も宇宙食にそのヒントがあった　　災害対応食、介護食、機能性食品４。未来の宇宙旅行への提言　　植物
工場、３Ｄプリンターによる食品の製造

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。

9784320123526

今後もますます重要性を増すWeb制作について、その全体を俯瞰し、それぞれの能力を入門レベルで身につけ
ることを目的として企画。単にWebページを作成するにとどまらず、状況に応じた企画を立てる力、企画に応じて
Webシステムを活用する知識・技術力、適切なコンテンツ設計やデザインをおこなう能力（ビジネスでの制作では
しばしば、デザインはデザイナが担当することから、デザイナとのコミュニケーション力）、制作プロセスやWebサ
イト運営をマネジメントする能力などをあつかう。

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。

モダンアプローチの生物科学
共立出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税)

Web制作の技術 ―企画から実装，運営まで
― ( 未来へつなぐ デジタルシリーズ  32)

共立出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 美宅成樹著
9784320057784

本書は、生物を統一的に理解するための新しい考え方の生物科学教科書であり、「ゲノムビッグデータは生物を
どう設計しているか？」の疑問に正面から答える初めての本である。従来型の生物科学教科書の内容をほとん
ど含みつつ、個別課題を関係付ける物理的考察にも触れている。新しい生物科学を理解したい専門外の人、一
般の人も理解できるように心がけて執筆した。

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。

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6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6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5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7月 商品コード □ □

冊子購入確認

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤誠著,丸茂喜高編著
9784339046427

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。

本書は基礎編と実践編から構成されている。基礎編では、追突という現象、追突リスクを表す代表的な指標など
についての基本的な考え方を解説し、実践編では追突回避のための支援システムの設計と評価の具体的な例
を紹介した。

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。

人工衛星の軌道 概論
コロナ社 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税)

交通事故低減のための自動車の追突防止
支援技術

コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

小さなものをつくるためのナノ/サブミクロン
評価法 μmからnm寸法のものをつくるため
の材料，物性，形状，機能の評価法

コロナ社

肉眼では見えないほど小さくかつ動くものは、その加工・組立て方法から材料の特性まで、従来寸法のものとは
異なる。本書は、小さなものをつくるために必要な設計、材料、機能、寸法、組立ての評価方法を国際標準に
沿って解説する。

著編者名 川瀬成一郎著
9784339046403

本書は、人工衛星が描く軌道について、それに関する法則と現象発生までのプロセスを習得することを目的と
し、初学者が理解できるよう、難解な数学解析を用いた言及は避け、多くの図面を用いたわかりやすい記述と
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。

冊子購入確認

著編者名 肥後矢吉編著

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

9784339046434

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6月号 

2016年5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10月 商品コード □ □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,黒田大介編著,浅田格著,生田明彦著,

門井浩太著,兼松秀行著,鎌土重晴著,小林敏郎著,
小林正和著,下古谷博司著,二宮隆二著,北條智彦著,

松木一弘著,万谷義和著,山崎泰広著,横山誠二著,和田憲幸著

9784407337259

・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。

Professional Engineer Library　物理化学
（※）

実教出版 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,700(＋税)

Professional Engineer Library　機械・金属
材料学（※）

実教出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,福地賢治編著,樫村奈生著,
河村秀男著,田中晋著,高田知哉著,高田陽一著,

中林浩俊著,二階堂満著,三島健司著,山根大和著,渡辺哲也著

9784407337266

・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。

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。



医学編 2016年6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 2016年5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4月 商品コード □ □

医師のための介護・福祉のイロハ 主治医意見書の
ポイント、制度・サービスの基本から意外と知らない
多職種連携のあれこれまで (Gノート別冊)

羊土社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大橋博樹編
9784758117906

医師が今さら聞けない＆意外と知らない介護・福祉の超基本から、日常診療ですぐに役立つ具体的なコツまで
解説した、ありそうでなかった内容！「Gノート」誌の大人気連載に新規項目を多数加えて単行本化した必読書！

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。

感染症診療の考え「型」 “患者背景から
Pitfall、今後のマネジメントまで”デキる医師
の思考プロセス完全版

羊土社 電子書籍

著編者名 佐田竜一編

「トライアングルモデル」を使えば感染症診療の基本となる考え方が身につく！患者背景からPitfall、治療後のマ
ネジメントまでを見やすく、丸ごと解説。この１冊で、見逃しのない感染症診療ができる！

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。

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

9784758117890

抑うつ状態の患者さんに出会ったとき、どう対応すればよいか、治療の基盤であるコミュニケーションのとり方、
信頼関係をどう構築するか、自殺のリスク・アセスメントなど、わかりやすく解説！ケーススタディやコラムも充
実！

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。

プライマリ・ケアでうつを診たら 見立てから
治療まで、やさしくわかるうつ病診療

羊土社

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 河西千秋編著,加藤大慈共著
9784758117876

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。 

-  27  -

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。



医学編 2016年6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5月 商品コード □ □

Visual栄養学テキスト　臨床栄養学I　総論
（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
津田謹輔監修,伏木亨監修,

本田佳子監修・編

9784521742823

臨床栄養学の意義や目的、医療や福祉・介護の場面で栄養士がかかわる社会制度などをおさえたうえで、傷病
者や要支援者・要介護者の栄養管理のために必要な栄養アセスメントや栄養ケアプランの実施のしかたなど、
求められる知識を具体的に解説する。症候や、術後などの特殊な場面での栄養ケアについても本書で学べる。
各論と同じように、本シリーズのマスコット、にゅーとり君が重要なポイントなどをサイドノートでつぶやき、楽しく学
び進めることができるテキストである。

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。

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。

無料ながら機能が豊富である「フリーソフトR」は、実行するために「スクリプト」を記述する必要があり、「難しい」
という印象を与えている。本書は統計に必要なスクリプトをあらかじめ準備し、そのスクリプトからRを実行でき、
初学者でも非常に取り組みやすい。さらに豊富な事例データをもとに、2群の比較から分散分析、多変量解析な
ど、医療統計で使われる検定を具体的に学習できる。

Visual栄養学テキスト　臨床栄養学II　各論
（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

本田佳子編,津田謹輔監修,
伏木亨監修,本田佳子監修・編

9784521742830

傷病者や要支援者、要介護者の栄養ケア・マネジメントのために必要となる、理論と実践について解説。食事栄
養療法を必要とする主な疾患を、機能・臓器別に取り上げ、疾患の概要とともに病態と栄養素の関係をわかりや
すく説明する。その理論をふまえ、臨床現場でどのような食材・食事・献立がよいか、なにをさけるべきなのか、
具体的な食事栄養療法を提示する。本シリーズのマスコット、にゅーとり君が重要なポイントなどをサイドノートで
つぶやき、楽しく学び進めることができるテキスト。

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。

大櫛陽一著著編者名

フリーソフトＲを使ったらくらく医療統計解析
入門

電子書籍中山書店

¥9,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

9784521743646

眼科診療クオリファイ３０　眼の発生と解剖・
機能

中山書店 電子書籍

¥48,400(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大鹿哲郎著
9784521739274

ヒトの眼球は、部位により発生の起源が異なるという、ほかの器官にはない複雑な過程を経て完成する。また、
感覚器としての機能を遂行するための、脈管・神経・運動制御のしくみは複雑かつ精巧である。本巻では、基本
知識から最新知見まで、この複雑・精巧な器官の全容を、イラストと画像所見を満載し部位ごとに詳述した。

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。

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。



学術機関向け和書の電子書籍
専門書専門書 レファレンスレファレンス 参考書参考書 教養書教養書

和雑誌
バックナンバー
和雑誌
バックナンバー

学生用図書
就活・資格・留学
学生用図書
就活・資格・留学

英語
多読
英語
多読

ICT
教材
ICT
教材

● 1点からの買い切り型（初期導⼊費は不要）の電⼦書籍をご提供致します。

● タイトル毎に、同時アクセス数(１または３)により価格設定をしております。

● 新刊ハイブリッドモデル（冊⼦と電⼦書籍セット）で、年間を通じて継続的にご提供致します。

● IPアドレスによる認証が⾏えます。

● 全⽂検索等の便利な機能や、印刷、ダウンロードが⾏えます。

● 外出先・出張先などで使えるリモート・アクセス機能や、学認（学術認証フェデレーション）との連携が

⾏えます。

● ディスカバリーサービスと連携が⾏えます。

● 図書館のOPACからのリンクが⾏えます。(MARCは無償提供)

学術・研究機関のための国内最大級の電⼦書籍プラットフォーム
研究・学修でのご利⽤に便利な検索・閲覧機能が充実

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム



電⼦書籍の便利な機能で、研究・学修をサポート致します。
❒ キーワード検索

❒メールでの情報共有 ❒本⽂のダウンロード

❒⾒開き/単ページ表⽰切替

1回の閲覧につき60頁
までダウンロードが可能。
（著作権保護のため）

閲覧している書籍の書名と書籍詳細
ページへのURLメール送信が可能。

ハイライト表示をクリックすると、該当ページにジャンプ。

単ページ表示、⾒開き表示の切り替えが容易に。

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム

丸善株式会社 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）



電子図書館サービス 
高等教育機関向け 

Powered by 

 学生サービスの向上 
インターネット経由でサービスを提供できるため、忙しい学生の時間・場所を 

拘束することなく、本の貸出が行えます。 

 読書活動支援 
これまでの紙の資料ではできなかった書籍への書き込み（アノテーション）で 

深い読書活動を支援します。 

 省スペース化 
紙の書籍に比べて図書コーナーのスペースを取りやすくなるため、来館者に 

ゆとりある空間を提供できます。 

 所蔵資料の保護 
貴重資料の劣化防止や、貸出頻度の高い書籍を保護します。 

書籍・資料の電子化で、利用者の学びを支援。大学図書館は、次世代の「知の宝庫」へー。 

サービスイメージ 

電子図書館のメリット 



■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】

　八王子営業部 〒192-0081 八王子市横山町1-6  八王子東京海上ビル７階 TEL: 042-642-3711　FAX: 042-642-1171

　大宮営業部 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治生命大宮吉敷町ビル４階 TEL: 048-641-7221　FAX: 048-641-7455

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&F１ビル２階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

【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 仙台市青葉区大町2-2-10   仙台青葉ウィングビルA棟５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  JT本町ビル２階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル５階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢５階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル４階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル１階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第２ビル６階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒862-0975 熊本市中央区新屋敷2-17-17  アメニティ新屋敷１階 TEL: 096-375-3557　FAX: 096-375-3558

　沖縄出張所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル６階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

 ◆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　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


