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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11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 2016年8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8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8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8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。

電子書籍

□

冊子購入確認

遠藤周作没後20年、世界を震撼させた作品『沈黙』発表50年を記念して、日本人の心を永遠に惹きつける「母な
るキリストの世界」に通じるテーマの短篇、人間の哀しみへの連帯と共感を描いた短篇を収録する。また、1954
年に発表された幻の短篇「アフリカの体臭 ―― 魔窟にいたコリンヌ・リュシェール」を初めて収録する。

□

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。

慶應義塾大学出版会

著編者名 隅谷史人著
9784766423587

▼「指図」とはいったい何か？――ローマ法に淵源を有し独仏法に規定が置かれていながらも、これらを母法と
するわが国の民商法に規定が存在していないとされる指図。種々の資金移動取引の基礎理論と目され、近年関
心が高まっているドイツ・フランス法における指図の理論的背景を解明する。

独仏指図の法理論――資金移動取引の基
礎理論

慶應義塾大学出版会

¥22,900(＋税)

¥7,400(＋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。

電子書籍

冊子購入確認

慶應義塾大学出版会 電子書籍

『沈黙』をめぐる短篇集

シャンカラ派の思想と信仰
慶應義塾大学出版会

¥24,700(＋税)

¥8,000(＋税)

著編者名 澤井義次著
9784766423570

インド最大の哲学者といわれるシャンカラが遺した宗教的著作の言葉は、彼を信仰する人びとに、どのような意
味世界を与えているのか。そして、彼らの具体的な宗教伝統と、それらはどのように接合されうるのか。信仰現
象を、パロールとエクリチュールの両側面から捉え直し、信仰の本質に迫る、新たな宗教学的パースペクティブを
提示する画期的な一冊。

¥9,300(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 遠藤周作著,加藤宗哉編
9784766423433

フランス・ユダヤの歴史（下）――20世紀か
ら今日まで

電子書籍

¥15,400(＋税)
フランス・ユダヤの歴史（上）――古代からド
レフュス事件まで

慶應義塾大学出版会

著編者名 菅野賢治著
9784766423600

▼追放、居住許可、移民、難民……絶えざる人の流れに彩られた「フランス・ユダヤ」の道程を語り下ろす、2000
年の歴史絵巻、全2巻！▼上巻では、中世のラシによる聖典注解、旧体制下のボルドー、アヴィニョン、アルザ
ス・ロレーヌに花開いたユダヤ教文化、市民としての〈解放〉を見た「革命期」をへて、19世紀末のドレフュス事件
まで、異文化の相克とアイデンティティー構築の過程をたどる。

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋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。

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。

▼追放、居住許可、移民、難民……絶えざる人の流れに彩られた「フランス・ユダヤ」の道程を語り下ろす、2000
年の歴史絵巻、全2巻！▼アメリカに次ぐ〈ディアスポラ（離散地）〉のユダヤ人口を擁する、現代フランス。下巻で
は、両大戦間期のアシュケナジ移民、ヴィシー政権下の迫害から、戦後アルジェリア等からのセファラディ移民の
流入をへて、シオニズム賛否に揺れる現代まで、「フランス人」と「ジュイフ」の二重性を生きる人々の感性を探
る。

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

□

著編者名 菅野賢治著
9784766423617

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11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 2016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 2016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 2016年9月 商品コード □ □

大学１年生からの研究の始めかた

西山俊樹著
9784766423648

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。

10世紀。カスピ海を望む峻峰アルボルズ山脈から現れた傭兵集団・ダイラム。そのつわものどもの中にあって彼
らを率いたブワイフ家の三兄弟は、瞬く間にイラン・イラク一帯に覇を称え、強大な王朝を打ち建てる。ブワイフ朝
――。アッバース朝衰退期というイスラーム史の幕間に位置し、後続諸王朝に決定的な影響を与えた一族の支
配と権力の構造を生き生きと描き出した好著。

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。

ブワイフ朝の政権構造――イスラーム王朝
の支配の正当性と権力基盤

慶應義塾大学出版会

¥27,800(＋税)

¥9,000(＋税)

著編者名 橋爪烈著
9784766423693

著編者名

慶應義塾大学出版会

¥4,400(＋税)

冊子購入確認

細谷雄一著
9784766423730

これから研究をはじめる大学生に、研究とは何かを考えさせ、自ら研究を進めるためのプロセスを、豊富な事例
とともにやさしく解説。研究は自分のためだけでなく、社会をよくするために行うものである。そして良い研究を行
うためには、「計画の立て方」をきちんと学び、その目的と方法を明確にしなければならない。主体的に学び、目
標を達成しようとする姿勢を身に付けるための１冊。

電子書籍

□

¥1,400(＋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
香川邦生編著,猪平眞理著,
大内進著,牟田口辰己著

9784766423679

▼視覚障害を正しく理解し、視覚障害教育の基本を得る！視覚に障害をもつ子どもの特性や心理を踏まえ、乳
幼児期から学校教育を経て社会的自立に至るまで、発達段階に合わせた養育・指導上の配慮を解説。教員はも
とより、保護者やボランティアにとっても必読の書。

2016年6月、世界の政治経済を震撼させたイギリス国民投票によるEU離脱――そして、そこに至るイギリスのEU
加盟時から現在までの歴史も決して平坦ではなかった――。これから孤高の道を歩むイギリスがめざす方向
は？　　また連合王国としてのイギリスは解体に向かうのか？イギリス外交史・国際政治の第一人者が歴史的背
景からイギリス政治社会とヨーロッパを展望する一冊！

五訂版　視覚障害教育に携わる方のために
慶應義塾大学出版会

¥9,300(＋税)

¥3,000(＋税)

迷走するイギリス――EU離脱と欧州の危機
慶應義塾大学出版会

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名

-  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11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 2016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 2016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 2016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 2016年8月 商品コード □ □

勁草書房 電子書籍
倫理学は科学になれるのか 自然主義的メ
タ倫理説の擁護

2025年の日本　破綻か復活か
勁草書房

¥8,000(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 駒村康平編著
9784326550746

現在、日本社会は急激な高齢化・人口減少の進行により、医療・介護・福祉の社会保障、地域福祉の問題だけ
ではなく、生活をめぐるさまざまな保障面についてどのような社会づくりを進めていくのかが問われている。本書
は、これからの日本および地域社会を構想し、あるべき政策を体系的に提唱する。

完全理解　ゲーム理論・契約理論
勁草書房

¥7,700(＋税)

冊子購入確認

¥2,400(＋税)

著編者名 鈴木豊著
9784326504305

□

著編者名 第一東京弁護士会環境保全対策委員会編

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。

¥13,000(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名 蝶名林亮著
9784326102563

「どのように行為するべきか」といった規範倫理学に関わる問いは、物理学や化学などの科学理論のように「経
験的な方法」によってその真偽を明らかにできるのだろうか。本書はこの問いにそれは可能であると答える。この
自然主義的実在論の試みは、メタ倫理学と規範倫理学の関係をどのように理解するのかを問うことでもある。

再生可能エネルギー法務 (勁草法律実務シ
リーズ)（※）

勁草書房

¥14,900(＋税)

¥4,800(＋税)

9784326403240

太陽光、風力、中小水力、地熱、バイオマス等、多様な再生可能エネルギーについて、関連法令等の制度面を
中心に、導入・運用（住民に対する説明からファイナンスまで）のポイントまでを解説。企業、地方自治体、市民、
金融機関、事業者を法的にサポートする法律家等関係者必読の実務書。2016年改正再生可能エネルギー特別
措置法対応。

分配的正義論のうちで、福利の平等な分配を主張する原理である平等主義。本書では①ロールズ的平等主義、
②運平等主義、③目的論的平等主義、④優先主義、⑤十分主義という現代の5つの平等主義理論について、そ
の理論的な特徴と問題点とを概説する。また、健康の不平等の問題を取り上げ、こうした理論の現実への応用
可能性を示す。

平等主義の哲学 ロールズから健康の分配
まで

勁草書房
□

電子書籍

電子書籍

本書はゲーム理論の多岐にわたるテーマを網羅し、契約理論までを含む完全版。とくに最近話題となっている
マッチングやマーケットデザインを取り上げる。また、契約理論については不確実性・情報の経済学・モラルハ
ザード・逆選択・不完備契約と実際の社会で起きているトピックにつながるテーマを取り上げ、理解を深める。

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。

¥8,800(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 広瀬巌著,齊藤拓訳
9784326102532

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。

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 

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11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8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8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8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8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8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8月 商品コード □ □

生物学の哲学入門
勁草書房 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森元良太著,田中泉吏著
9784326102549

生物学の知見に基づき哲学の問いに挑み、生物学に関する哲学的問題を論じる「生物学の哲学」。ダーウィン進
化論は何が新しく、そして私たちに何をもたらした？　利他性は進化論で説明できる？　進化は漸進的か断続的
か？　発生も進化する？　種に分類できない生物もいる？　基礎から最新の話題まで明快な思考で解き明か
す、決定版入門書。

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。

情報社会の〈哲学〉 グーグル・ビッグデータ・
人工知能

勁草書房 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大黒岳彦著
9784326154388

マクルーハンの「これまでの人類史とは、主導的メディアが形作ってきたメディア生態系、メディア・パラダイムの
変遷の歴史であった」とする〈メディア〉史観の下、Google、ビッグデータ、SNS、ロボット、AI、ウェアラブル、情報
倫理といった具体的で個別的な現象を分析の俎上に載せ、不可視のメディア生態系を暴きだす〈哲学〉。

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。

教育政治学を拓く 18歳選挙権の時代を見
すえて

勁草書房 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小玉重夫著
9784326299119

2015年6月に成立した改正公職選挙法により、2016年夏の選挙から18歳以上による投票が実現した。18歳選挙
権の実現は戦後史において大きな転換であり、戦後教育においてタブー視されてきた政治と教育の関係を問い
直す契機となる。この今日的局面を教育の再政治化という歴史的文脈のなかでとらえ、新たな「教育政治学」の
方向性を提示する。

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。

消費者行政法 安全・取引・表示・個人情報
保護分野における執行の実務 (勁草法律実
務シリーズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥12,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大島義則編著,森大樹編著,

杉田育子編著,関口岳史編著,
辻畑泰喬編著

9784326403219

安全法、取引法、表示法、個人情報保護法の分野において、行政庁はどのような法執行を行っているのか。ま
た、その法執行を受ける企業はどのような対応をすべきであるのか。現役消費者庁職員および元職員の弁護士
が解説する画期的法律実務書。企業法務担当者、法律実務家、行政職員等必携。

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。

Ｒで学ぶ空間計量経済学入門
勁草書房 電子書籍

¥12,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジュセッペ・アルビア著,堤盛人監訳
9784326504251

20世紀の計量経済学の主流は時系列分析、「時間」が中心であった。しかし21世紀は「空間」が中心となる。すな
わち、空間的な位置座標を応用した新たな学問・ビジネスの可能性、そしてビッグデータの多くも位置座標で紐
付けられている空間計量経済学である。これからの計量経済学に興味を持つ読者にとり重要な書籍である。

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。

学校から職業へのスムーズな移行を促す高校就職指導は、若年失業率の低下に寄与しているとして、80年代に
は国際的にもその機能が高く評価されたが、90年代にはその評価は反転した。従来は、生徒の就職先の確保や
配分を期待されてきた高校就職指導が、2000年代以降どのような状況となっているのか、実証データにより詳細
に検討する。

高校就職指導の社会学 「日本型」移行を再
考する

勁草書房

¥12,700(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名 堀有喜衣著
9784326602933

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。

-  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11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8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8月 商品コード □ □

勁草書房

¥8,800(＋税)

¥2,800(＋税)

二〇世紀日本レコード産業史 グローバル企
業の侵攻と日本市場の発展

勁草書房

¥11,900(＋税)

¥3,800(＋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

□

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 野口芳子著
9784326800582

もとは口承であったグリム童話は、19世紀の初稿以降、時代の価値観に沿って書き換えられてきた。また日本に
翻訳紹介される過程でも、新たな価値観が加えられている。『シンデレラ』『白雪姫』『いばら姫』『赤ずきん』の初
稿、初版、決定版の分析を通じて重層するメタファーを解読し、従来の通説を覆す解釈を提示する。

著編者名 生明俊雄著
9784326654031

EMI、コロムビア、ビクター、ポリグラム、ワーナー、MCA。20世紀の後半には世界の音楽市場の7割はこの英米メ
ジャー6社が握っていた。利益はもとより音源の所有権・使用権の大半をメジャーが占有する状況はどのように生
まれ、現在に引き継がれているのか。従来のポピュラー音楽研究に欠けていた産業構造からの分析視点を提供
する資料的価値高い一書。

グリム童話のメタファー

-  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11月号 

2016年9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8月 商品コード □ □

オスマン朝宮殿の建築史
東京大学出版会 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川本智史著
9784130668569

近年、イスラーム世界における前近代最大の帝国のひとつであるオスマン朝の重要性が認識されてきたが、統
治の中心となった宮殿の建築についてはいまだ不明な点が多い。本書は、限られた当時の旅行記や絵画などの
史料を駆使し、宮廷・政治制度と儀礼空間の関係性に着目しながら、宮殿群建築の歴史的変遷の過程を明らか
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。

近世日本の「礼楽」と「修辞」　荻生徂徠以後
の「接人」の制度構想

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 高山大毅著
9784130362580

荻生徂徠に影響を受けた思想家によって構想された「接人」＝人づきあいの制度を詳細に分析する。よき秩序を
維持し、温雅な交際を実現するための行動と言語の型―「礼楽」と「修辞」とは。博泉、江南、正志齋らが試みた
壮大で精緻な企てを跡づけ、思想史、文学史、文化史研究の新たな地平を拓く。【第5回東京大学南原繁記念出
版賞受賞作】

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。

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11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7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7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8月 商品コード □ □

ゲイのユーモア作家ダン・サヴェージと彼の伴侶テリーが、「開かれた」養子縁組によって息子を迎えた経験を綴
る痛快ノンフィクション。何が人を親にするんだろう、家族って何だろう──読み進むほどにページを繰る手がも
どかしいほど加速する、新しいかたちの家族の誕生物語。

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。

キッド 僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授
かったか

みすず書房

¥10,600(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 ダン・サヴェージ著,大沢章子訳
9784622085133

みすず書房 電子書籍

ヘンリー・ソロー 野生の学舎

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。

¥11,400(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今福龍太著
9784622079781

歩くこと、孤独、自然…　急激な産業化の中で森を遊歩し、真に自由な生き方を考え抜いたソロー。膨大なテクス
トを読み解き、その思索のエッセンスを手渡す初めての書物。

若き科学者へ
みすず書房 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ピーター・Ｂ・メダワー著,
鎮目恭夫訳,結城浩解説

9784622085300

ノーベル賞生物学者メダワーによる、理系の若者への助言の書。凡百の説法本とは一線を画す切れ味の金言・
叡智の宝庫として世界中で40年近く愛読されており、いまや科学者精神と研究倫理の世界標準を示すといえる
名著である。テーマの選び方から成果発表のコツまで、著者のアドバイスはつねに本質に触れ、研究者として生
きる人々の流儀とはどのようなものかを浮かび上がらせる。

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11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 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7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 青井未帆著,山本龍彦著
9784641150119

大学ではじめて憲法を学ぶための新しいスタンダードテキスト。１はその人権編。憲法の「今」を知るため、判例
に重点を置いて解説。本書を通じて、人権をめぐる様々な問題を憲法的に捉え、考えられるようになることを目
指した。

判例憲法〔第3版〕（※）
有斐閣

9784641125834

インターネットの進展は私たちの暮らしを大きく変えた。コミュニケーションが広がり、より便利になった一方で、そ
れに伴う法律問題も日々生起している。本書は、このようなネット社会のルールをわかりやすく解説し、今後のあ
り方をも展望するものである。

松井茂記編,鈴木秀美編,山口いつ子編著編者名

重要判例を通じ憲法の全体像を理解できる、初学者から法科大学院生まで幅広く使えるテキスト。体系的解説
に交え、判例の事案と判旨を詳しく紹介し、基礎知識と判例理論を結びつける。近年の重要判例などの動向を
踏まえた最新第３版。

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

¥6,000(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名 大石眞編,大沢秀介編
9784641227033

憲法Ⅰ　人権 (有斐閣ストゥディア)（※）
有斐閣

電子書籍

法律学習マニュアル〔第4版〕（※）

インターネット法

¥4,400(＋税)

¥2,000(＋税)

9784641125841

教科書の読み方やインターネットを使った資料収集の方法などを明快に記述した法律学習のための入門書。法
律を学ぶ上で必要な基礎的技法を、具体的・実践的に分かりやすく解説。旧版刊行以後の類書や類似論文など
の動向を織り込んだ最新版。初学者必携の１冊。

弥永真生著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥9,600(＋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

¥2,900(＋税)

法学教室の好評連載を単行本化。具体的な事例問題20問とそれを解くための豊富な資料を掲載。さらに、各事
例で問われている論点（「CHECK POINT」）、「関連問題」とその「COMMENT」を新たに収録し、より使いやすいも
のになっている。

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。

事例から行政法を考える (法学教室ライブラ
リィ)（※）

有斐閣

¥11,300(＋税)

¥3,400(＋税)

著編者名
北村和生著,深澤龍一郎著,

飯島淳子著,磯部哲著

9784641131873

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11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8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 2016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 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。

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 大村敦志著
9784641137554

「担保物権」と「保証」、「連帯債務」を扱う。「抵当権」をとくに丁寧に解説。基本的な考え方を示すと共に、コラム
で制度の変遷や社会との関わりを紹介する。Main QuestionやKey Sentenceなど学び易さへの工夫も満載。

著編者名 北村喜宣編,米山秀隆編,岡田博史編
9784641131996

近年日本各地で深刻となっている「空き家問題」対策のための決定版。空き家問題の分析から、2014年秋に成
立した空家対策推進特措法の解説、自治体の対応方法、現場のノウハウ、民間の取組みまで、幅広く情報提
供。CHAPTER4には現場からの豊富なReportを収録！

新基本民法3　担保編 物的担保・人的担保
の法（※）

有斐閣

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

行政不服審査制度の総論と、制度の主体である審査機関につき、比較法的視点をまじえながら論じる。新行審
法が施行された現在、制度の本質・個別紛争類型における不服審査制度の役割を明らかにする本書は、研究
者・行政紛争解決実務に携わる実務家必読。

空き家対策の実務
有斐閣

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

行政不服審査機関の研究
有斐閣

¥29,100(＋税)

¥8,800(＋税)

著編者名 碓井光明著
9784641227002

新基本民法4　債権編 契約債権の法（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641137523

『基本民法３』の債権総論部分を再構成し、リニューアル。債権総論を「契約債権の法」ととらえ、契約によって成
立した債権の実現に関して我々の社会がいかなる法をもつべきかを考える。２色刷で重要ポイントがひと目でわ
かる。債権法改正にも対応。

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。

知的財産法Ⅱ　著作権法 (有斐閣ストゥディ
ア)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 駒田泰土著,潮海久雄著,山根崇邦著
9784641150218

初学者が無理なく著作権法の全体像を学ぶことができるテキスト。ダイナミックに変化しつつある著作権法の諸
問題を初学者でも自ら考えられるよう、やさしい事例から説き起こし、先端的な問題にも触れる。章末の確認問
題やウェブサポートなど学習への配慮も十分。

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。

組織のなかで人を育てる 企業内人材育成
とキャリア形成の方法

有斐閣 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤厚著
9784641164758

さまざまな外部環境の変化のなかで、企業競争力の向上や個人のキャリア発達に欠かせない「人材育成」をど
のように行うべきなのか。企業へのインタビュー調査や先行研究の分析を通じて、個人と組織が共に学びながら
成長を遂げていくことの重要性を明らかにする。

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。
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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11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 □ □

大学１年生のための　伝わるレポートの書き
方（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,100(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 都筑学著
9784641174207

「大学生になったら文章がうまく書けて当たり前！？」……そんなうまくはいきません。大学のレポート課題では、
論理的な文章を書くことが求められます。「調べる・考える・書いて伝える」この三本柱を欠かしたら、ちゃんとした
レポートが書けたとは言えません。「長い文章が書けるのかな」「単位取れるかな」「どうすれば書ける？」そんな
普通の心配に応えてレポートの書き方のコツを教えます。

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。



人文社会編 2016年11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 2016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 2016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 2016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 2016年10月 商品コード □ □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

シルクロードに仏跡を訪ねて 大谷探検隊紀
行

吉川弘文館 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 本多隆成著
9784642083027

２０世紀はじめ、各国による中央アジア探検が相次ぐなか、日本では西本願寺が私財を投じて仏跡調査に踏み
切った。第２２代法主大谷(おおたに)光(こう)瑞(ずい)の許に若き僧侶たちが結集し、仏教東漸の経路を探る。３
次にわたる調査の足跡や蒐集品のゆくえを、豊富な写真をまじえてたどり、シルクロード研究に貴重な成果をも
たらした大谷探検隊の壮大な旅を蘇らせる。

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。

維新と開化 (日本近代の歴史 1)
吉川弘文館

吉川弘文館 電子書籍
樹木と暮らす古代人 木製品が語る弥生・古
墳時代 (歴史文化ライブラリー 434)

頼朝と街道 鎌倉政権の東国支配 (歴史文
化ライブラリー 435)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 木村茂光著
9784642058353

「海人・野鼠」の住居といわれた鎌倉を武家政権の首都とするためには流通構造の構築が不可欠であった。源
頼朝は数度の長期遠征を行い、街道をおさえ支配領域を拡大していく。東山道、奥(おくの)大道(おおみち)という
物流の動脈を基盤とした奥州平泉の平定と、二度の上洛に伴う東海道の掌握が、首都鎌倉にもたらした経済効
果を明らかにし、街道の政治的意味を考える。

著編者名 奥田晴樹著
9784642068123

王政復古の大号令により誕生した新政府は、戊辰戦争を経ていかに近代国家を目指したのか。東京奠都、版籍
奉還から廃藩置県にいたる日本史上有数の国制改革の実態を描く。立憲政体の導入へ続く明治維新の核心に
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。

電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋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

樋上昇著
9784642058346

持続可能な社会を目指し、いま注目されている里山。それを創り出した古代人は、森林資源といかに関わり、木
材から道具を作り出し生活していたのか。用途やサイズに合った樹木の使い分け、鍬などの農具の伝播、権力
者による威儀(いぎ)具(ぐ)の利用、「専業工人」の出現など、考古学の視点から解明。〝木の国〟日本の古代史
像を、木材の利用を通して描き出す。

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。

古代の恋愛生活 万葉集の恋歌を読む (読
みなおす日本史)

吉川弘文館

¥8,000(＋税)

日本古代の婚姻形態を今の価値基準で判断しては、本質を見誤る。『万葉集』を当時の人々の世界観に基づい
て読めば、古代の恋愛・結婚は違って見えてくる。何時、どこで、どのように―逢引を具体的に明らかにした名
著。

¥2,400(＋税)

著編者名 古橋信孝著
9784642067188

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11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 2016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 2016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 2016年10月 商品コード □ □

¥9,000(＋税)

著編者名 伊藤聡著
9784642029339

伊集院葉子著
9784642046312

昭和戦時期、内閣と大本営の密な意思疎通による一元的な戦争指導体制の構築を目指し、各内閣が行ったさま
ざまな取り組みと問題点を検討する。戦争遂行に直接的に関わった陸海軍だけではなく、内閣の機能強化策や
国家意思決定の改善策にみられる不備が戦争の長期化を招いたとする新たな見解を提唱。戦争の複雑性を内
閣側の視点から追究する。

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。

昭和期の内閣と戦争指導体制
吉川弘文館

¥26,400(＋税)

¥9,000(＋税)

著編者名 関口哲矢著
9784642038560

神道史に関する研究は、近年、歴史学・文学・宗教学などの分野で広く見直しが行われている。中世において全
国に広まった神仏習合を説く本地垂迹思想の展開を、天照大神と愛染明王との関係や、祝詞や和歌の習合、小
笠原流の弓術書の由来譚などから検討する。中世神話や神道書の成立、神道諸流の形成過程にも触れ、日本
思想史研究上での到達点を示す。

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。

神道の形成と中世神話
吉川弘文館

¥26,400(＋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 森岡清美著
9784642038577

明治中期、真宗大谷派の学僧清沢満之と井上豊忠ら六人の白川党が宗務改革を志し、全国的な一大運動とな
るが、宗政当局の術策により挫折した。新発掘の井上の日誌を中心に幅広い史料を活用し、彼のライフヒスト
リーを軸に白川党の活動を克明に分析。蹶起から挫折に至る全軌跡を明らかにし、現代大谷派宗門改革の源流
を初めて解き明かした労作。

唐を模範とした日本の律令制は、官僚機構から女性を制度上〈排除〉する一方、重要政務を課し、行政運営のな
かに〈包摂〉した。この矛盾したシステムのもと、女官が得た公的地位とはいかなるものだったのか。令制前の男
女共労体制の踏襲から平安期の制度変容による女房登場まで、古代女官の実態を追究。律令国家を支えた女
性の政治的役割に迫る。

真宗大谷派の革新運動 白川党・井上豊忠
のライフヒストリー

吉川弘文館

¥37,400(＋税)

¥13,000(＋税)

日本古代女官の研究
吉川弘文館

¥26,400(＋税)

¥9,000(＋税)

著編者名
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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11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 □ □
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 浅沼浩之著,樫田啓 著,神谷由紀子著

電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

9784339067507

生体材料化学 基礎と応用（※）
コロナ社

本書では、バイオ関連の高分子材料に焦点を当て、その基礎と応用についてわかりやすく解説する。まずは生
体および合成高分子の基礎について説明し、つぎにバイオマテリアルなど医療関連への応用について実例を挙
げて解説する。

著編者名 伊藤信一著
9784339008708

本書は，レーダの基本形である捜索レーダについて，目標探知技術を中心とする捜索レーダシステムの基礎的
理論とその物理的意味に重点を置いて解説している。レーダの開発・設計に携わる技術者やレーダシステム技
術の学習者には必携。

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。

本書はプログラミング初心者に向けた入門書である。扱いやすく世界中で使われているプログラミング言語
Pythonを本書では扱う。シンプルな例題と解説をとおしてプログラミングや数値計算の初歩的概念を習得できる
ようにした。

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。

レーダシステムの基礎理論
コロナ社 電子書籍

¥17,900(＋税) □

¥5,400(＋税)

Pythonで始めるプログラミング入門（※）
コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大和田勇人著,金盛克俊著
9784339024982

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11月号 

2016年10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11月 商品コード □ □

著編者名 影山明俊著,コスミックエンジン著
9784407337297

　第1編でPhotoshopの基礎、第2編でIllustratorの基礎がそれぞれ学べ、第3編で両アプリケーションを使用した
実践的な活用が学べます。　CC 2015をベースに解説をしています。CS6での操作が異なる場合は、その都度
「CS6 memo」でCS6での説明を行っています。　概ねChapterごとに練習問題を用意していますので、実力の定
着がはかれます。

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。

中学・高校での統計の基本を確認し、医療系の事例のデータをもとにして統計を学ぶ入門書です。 ●授業で扱
う「基本編」と、やや発展的な「応用編」の2段階で学べます。●興味をひく豊富な具体的データで統計を身近にと
らえられます。●各章のはじめに、その章で学ぶキーワード・目的を明示し、その章の課題を設定してその章で
解決していく形式です。●本文には内容・例題の理解を助ける練習問題、章末にはレポート提出できる演習問題
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。

CGリテラシー Photoshop＆Illustrator
CC+CS6（※）

実教出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税)

事例でわかる統計　医療系のための統計入
門（※）

実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

冊子購入確認

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
景山三平監修,藤井良宜編,佐藤健一編,

冨田哲治編,和泉志津恵編

9784407337136

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11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 2016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 2016年7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 □ □

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 日本顔学会編,原島博編集委員長
9784621089583

顔は、どのように生まれ進化したのでしょうか？動物学や人類学での生態的特徴や解剖学、生理学、歯学など
医学的領域、心理学や社会学として文化的な対象でも扱われています。また演劇、美術など芸術学、コンピュー
タでは情報学、さらに、美容学、人相学、化粧、似顔絵…といった多様な分野で情報の交換、研究が進んでいま
す。本書は、日本顔学会創立20周年記念出版として、「顔学」について体系化を行った、初めての百科事典。

測量学分野における定番教科書の全面改訂版。基礎から応用までを一冊に網羅。誤差および最小二乗法、距
離測量、水準測量、角測量、多角測量、三角測量および三辺測量、GNSS測量、平板測量と地形測量、そして写
真測量に至るまで、近年の著しいディジタル化に対応。測量方法の基礎から応用を、平易かつ簡潔に解説。

顔の百科事典
丸善出版

¥82,500(＋税)

¥25,000(＋税)

新版 測量学（※）
丸善出版

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 森忠次校閲,田村正行著,須﨑純一著
9784621087480

ラマヌジャン その生涯と業績に想起された
主題による十二の講義 (数学クラシックス)
（※）

丸善出版 電子書籍

¥18,500(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 G.H.ハーディ著,髙瀬幸一訳
9784621065297

本書は数学者ラマヌジャンの業績から想起された一連の評論です。それぞれの評論でラマヌジャンの仕事の一
部を原典として取り上げており、その原典の以前・以後の書き手たちとの関係でラマヌジャンの師のハーディが
思い浮かべた内容が書かれています。ラマヌジャンの仕事の多くが、結果的には以前から知られていたことでし
たが、彼の想像力と洞察力は、今もなお私たちを感動させてくれます。

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。

犯罪心理学事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本犯罪心理学会編
9784621089552

基本的な概念や現代的なトピックを整理し、リファレンス機能も備え、日本最前線の犯罪心理研究のエッセンスを
盛り込んだ中項目主義の事典。犯罪の原因論、処遇論のみならず犯罪被害についても多くの事項で紹介してい
ます。臨床心理学、社会心理学の隣接分野として重要な位置をしめるに至った犯罪心理学について、深く理解し
たいと思っている学生のみならず、非行少年や犯罪を犯した者を扱う現場の専門家や研究者にも役立つ一冊。

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。

機能構造科学入門 3D活性サイトと物質デ
ザイン（※）

丸善出版 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大門寛監修,佐々木裕次監修
9784621300602

立体的な原子構造の可視化は機能発現のメカニズムを理解するために重要である。同時に新たな材料開発と
いった研究にもつながる。本書では物質の機能発現を担う「活性サイト」に注目して、広範にわたる必要な知識を
学べるように工夫した。無機材料・有機材料・バイオ材料などの開発・研究に携わる方に最適な一冊。

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。

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11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 □ □

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

情動と発達・教育  ─子どもの成長環境─
(情動学シリーズ３)

朝倉書店 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤良子編,津田正明編
9784254106930

子どもが抱える深刻なテーマについて、研究と現場の両方から問題の理解と解決への糸口を提示。
〔内容〕成長過程における人間関係／成長環境と分子生物学／施設入所児／大震災の影響／発達障害／神経
症／不登校／いじめ／保育所・幼稚園

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。

9784254111453

電気電子情報のための 線形代数 （※）
朝倉書店 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥村浩士著

情動と意思決定  ─感情と理性の統合─
(情動学シリーズ4)

電気・電子・情報系の大学1、2年生・高専生に、線形代数がどのように活用されるのかを詳述。
〔内容〕ベクトル／行列／行列式／連立一次方程式と行列の階数／一次変換／行列の対角化とその応用／スカ
ラー積と二次形式／演習問題解答

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。

機械力学ハンドブック  ―動力学・振動・制
御・解析―

朝倉書店
□

¥14,000(＋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。

9784254111439

「数学とは何か」「数学の起源とは」から現代数学の全体像、数学と他分野との連関までをカバーする、初学者で
もアクセスしやすい総合事典。プリンストン大学出版局刊行の大著「Princeton Companion to Mathematics」の全
訳。ティモシー・ガワーズ、テレンス・タオ、マイケル・アティヤほか多数のフィールズ賞受賞者を含む一流の数学
者・数学史家がやさしく読みやすいスタイルで数学の諸相を紹介する。「ピタゴラス」「ゲーデル」など96人の数学
者の評伝付き。

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

朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

渡邊正孝編,船橋新太郎編
9784254106947

意思決定は限られた経験と知識とそれに基づく期待、感情・気分等の情動に支配され直感的に行われることが
多い。情動の役割を解説。
〔内容〕無意識的な意思決定／依存症／セルフ・コントロール／合理性と非合理性／集団行動／前頭葉機能

□

¥18,000(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

機械力学の歴史、基礎知識から最新情報を含めた応用に至るまで、他の分野との関わりを捉えながら丁寧に解説。
〔内容〕剛体多体系の動力学／線形振動系のモデル化と挙動／非線形振動系のモデル化と挙動／自動振動系のモデル化
と挙動／不確定系のモデル化と挙動解析／各種振動と応答解析／剛体多体系動力学の数値解析法／複雑な振動系の数
値解析法／非線形系の振動解析法／振動計測法／振動試験法／実験的同定法と振動解析／機構制御技術／制振制御
技術／振動利用技術／他

¥65,400(＋税)

著編者名
砂田利一監訳,石井仁司監訳,
平田典子監訳,二木昭人監訳,

森真監訳

冊子購入確認

著編者名 金子成彦編,大熊政明編
9784254231403

プリンストン 数学大全

¥46,200(＋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。 
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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11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10月 商品コード □ □

分子性物質の物理  ―物性物理の新潮流
―

朝倉書店 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鹿野田一司編著,宇治進也編著
9784254131192

分子性物質をめぐる物性研究の基礎から注目テーマまで解説。
〔内容〕分子性結晶とは／電子相関と金属絶縁体転移／スピン液体／磁場誘起超伝導／電界誘起相転移／質
量のないディラック電子／電子型誘電体／光誘起相転移と超高速光応答

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。

統計的因果推論  (統計解析スタンダード)
（※）

朝倉書店 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩崎学著
9784254128574

医学、工学をはじめあらゆる科学研究や意思決定の基盤となる因果推論の基礎を解説。
〔内容〕統計的因果推論とは／群間比較の統計数理／統計的因果推論の枠組み／傾向スコア／マッチング／
層別／操作変数法／ケースコントロール研究／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。

曲面と可積分系  (現代基礎数学18)（※）
朝倉書店 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井ノ口順一著
9784254117684

しゃぼん玉を数学的に表現した「平均曲率一定曲面」を中心に、曲面の幾何学の基礎を学ぶ、解ける（積分でき
る）偏微分方程式の研究である無限可積分系と微分幾何学が交差する「曲面の可積分幾何」のための、初めて
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。

地理学概論 （第２版） (地理学基礎シリーズ
１)（※）

朝倉書店 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上野和彦編,椿真智子編,中村康子編
9784254168198

中学・高校の社会科教師を目指す学生のスタンダードとなる地理学の教科書を改訂。現代の社会情勢、人類が
直面するグローバルな課題、地球や社会に生起する諸問題を踏まえて、地理学的な視点や方法を理解できるよ
う、具体的に解説した。

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。
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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11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9月 商品コード □ □

2016年10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8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8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7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8月 商品コード □ □

冊子購入確認

著編者名 IvanP.Kaminow著,TingyeLi著,AlanE.Willner著,木村達也訳
9784274506192

今後の超々大容量・高速光ファイバ通信に関する最先端の研究開発状況がわかる
「光ファイバ通信技術」に関する世界最先端の研究開発状況をまとめた翻訳書です。原著は、第1巻目（1979年発行）以降、7、8年間隔で発行されてきたシリーズ書であり、本書はその第6
巻目にあたります。内容的には、本技術において焦点となる「部品、材料技術分野」と「システム、ネットワーク技術分野」をバランスよく取り上げ、現在、世界第一線で活躍する研究開発者
がそれぞれの得意分野を分担執筆している点が大きな特徴であり、T（テラ）ビット以降の今後の通信容量を持つ超々大容量・高速光通信時代を展望するバイブル的書籍になるもので
す。中でも、クラウド情報などの旺盛なインターネット需要により切迫している従来技術の限界を強く意識して、伝送容量を増加する空間分割多重化やモード分割多重化などの新たな着想
や提案を多面的に報告している点が大きなポイントとなっています。上下巻合計2288頁（全43章）にわたる内容は、当分の間、本技術分野をリードし、世界における開発の指針となるもの
と思われます。研究開発の手助けとなる参考論文も多数収録され、さらに略語集や索引も充実している点も読者の理解を助けます。

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。

絵ときで学ぶディジタル回路の基礎と演習
本書は、工高や高専で学ぶ「情報技術基礎」、「電子技術」、「ハードウェア技術」などの教科書に準拠したディジタル回路の入門書です。本格的なディジタル時代に対応するため、初心者
がディジタル回路の基礎を十分に理解できるように、理論の詳細な記述は避け、大切な事柄の本質をわかりやすく説明するように心がけて執筆されています。第1版は、初版発行以来14
年以上にわたって増刷を続け、多くの読者に受け入れられてきました。今回の改訂では、(1)近年高性能化したCMOS型のディジタルICについての解説を充実させるなど、古くなった技術に
ついての記述を削除・修正した、(2)各章末すべてに演習問題を新設し、読者にとって、より効果的な学習をしやすくした、(3)判型をA5からB5変形判に変更することで大きな誌面とし、本文
文字も大きくし読みやすくした、(4)より理解しやすくなるように全体を推敲し、よりわかりやすくなるようにイラストなどを書き換えた、などを特徴としています。

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。

□

¥40,000(＋税) 冊子購入確認

¥2,800(＋税)

プログラミング言語Elixirを学ぶ！
Elixir（エリクサー）は、並行処理を得意とするプログラミング言語ErlangのVM（エンジン部分）を基盤とし、Erlangよりもなじみやすい文法を採
用したプログラミング言語です。本書は、世界的なRubyプログラマであるDave Thomas氏が書いた、プログラミング言語Elixirの本格的解説
書、“Programming Elixir 1.2” (Pragmatic Bookshelf, 2016) の日本語訳です。通常のプログラミングから、並行処理、さらなる応用へと順を
追って進む構成になっています。本書を読むことで、Elixirらしいプログラミングを学ぶことができます。

7日間集中講義！Excel統計学入門 データ
を見ただけで分析できるようになるために

オーム社

著編者名 米谷学著
9784274218880

著者の人気講座で練り込まれた「業務ですぐに使えるExcelの操作と統計学」を、７日間の独学で習得できる！
ビジネスマンであれば誰しも職場において多くのグラフやデータを目にしていますが、さてそれでは「これは何に役立つのか？」「これに基づいて次に何を行えばよいのか？」という疑問を
持ったことがあるのではないでしょうか。いくらデータが詳細で、分析が緻密であっても、統計学の知識がないと、それらを活かすことができないのです。また、巷にはデータを分析するため
のツールが数多くありますが、統計学の基礎に関する理解があやふやなままこれらにより分析を実行すると、間違った答えがもっともらしく出てしまうため、かえって危険です。本書は、
データマイニングや統計解析の講演・オンライン講座の講師を数多く務めた著者が、講座の内容を練り込み、統計学の中でも特にビジネスに活用するために必要な知識・手法を厳選し「1
週間」で無理なく独学できるようにまとめたものです。さらに、効率良く学習し、また「身に付ついたつもり」の状態に陥らないように、最も普及しているビジネスツールであるExcelを用い、実
際に手を動かしながら進めていくよう構成しています。「とりあえず操作ができる」レベルの読者でも理解できるように、Excel操作・関数等の解説も並行して行うので、Excelに自信がない方
でも問題ありません。

プログラミング Elixir
オーム社

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

¥6,600(＋税)Chainerによる 実践深層学習
オーム社

電子書籍

DaveThomas著,笹田耕一訳,鳥井雪訳
9784274219153

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。

9784274219344

¥7,700(＋税) □

著編者名

冊子購入確認

電子書籍

著編者名 新納浩幸著

Deep Learning のフレームワークである Chainer を使って、複雑なニューラルネットの実装方法を解説！／Chainer は 2015年にPreferred
InfrastructureがPython のライブラリとして開発・公開したフレームワークです。本書は、Python の拡張モジュールであるNumPyの使い方
やニューラルネットの基本をおさらいした後に、Chainerの基本的な使い方を示します。次にAutoEncoderを題材にして、それを確認し、最後
に、自然言語処理でよく使われるword2vecと RNN(Recurrent Neural Network) を解説し、それらシステムを Chainer で実装します。既存に
ない複雑なネットワークのプログラムを作る際の参考となるものです。

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。

□

電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋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。

絵とき ディジタル回路入門早わかり（改訂2
版）

光ファイバ通信（第6版）
オーム社 電子書籍

¥110,000(＋税)

著編者名 岩本洋著,堀桂太郎著
9784274506000

オーム社 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋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。 

  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11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8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8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8月 商品コード □ □

生から死へ、死から生へ
化学同人 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ベルンド・ハインリッチ著,著桃木暁子訳
9784759818222

動物たちの死体は、それを栄養とする別の生き物(腐食者)たちによって摂取・分解される。本書には鳥類と昆虫
を中心に、キノコなどの菌類や細菌、さらには、かつて腐食者であった人類の祖先までもの死体あさりの様子が
生き生きと描かれる。

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。

シュレーディンガー方程式入門
化学同人

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

9784759818307

電子書籍

著編者名 榛葉豊著

量子力学の入門書によく見られる歴史的・哲学的な説明ではなく、「シュレーディンガー方程式」だけに的をしぼ
り、式自体に即して易しく説明する待望の入門書です。「さっぱりわからない」あるいは「これまで何度も挑んでは
跳ね返された」という方から、「理屈はわからないけど使えればいい」と思っている方まで、ぜひ本書で式の意味
を「理解」してみませんか!?

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。

¥5,000(＋税)

植物たちの静かな戦い (DOJIN選書 71)
化学同人 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井義晴著
9784759816716

植物がつくり出す化学物質によって、周りの植物の生育を妨げたり、逆に生育を促進したり、害虫を寄せつけな
いようにしたりする現象「アレロパシー」。本書では、このようなアレロパシー現象の数々とその作用物質や働きを
紹介しながら、農業や生態系への応用を見据える。

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。

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11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 □ □

著編者名
彦坂幸毅著,占部城太郎編,

日浦勉編,辻和希編

9784320057524

本書は、光合成生産を測定するための手法について記したものである。野外作業の手順を説明するだけでなく、
原理の理解を容易にするために、室内での測定についても説明を行う。生物・化学・物理学的背景や、得られた
データのモデルへの適用についても取り上げ、モデルについては込み入った数式はBox内で紹介することとし、
本文にはモデルの概念を示してわかりやすくなるよう配慮した。

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。

本書では、最先端のニュートリノ研究を日本で行われている実験を中心に紹介する。内容は、初学者も順を追っ
ていけば最先端のニュートリノ研究を無理なく学べるようになっている。また、本書で学ぶ「ニュートリノ物理の基
礎」は、今後素粒子物理や宇宙物理をもっと深く学びたいと考える学生にとって、大いに役立つ知識となるだろ
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。

植物の光合成・物質生産の測定とモデリン
グ (生態学フィールド調査法シリーズ 4)

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

ニュートリノ物理 ニュートリノで探る素粒子と
宇宙 (基本法則から読み解く物理学最前線
9)

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,中家剛著

冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,中村隆司著
9784320035287

本書は、不安定核物理を理解するための入門書。原子核物理の知識がなくても文字通り基本法則から読めるよ
うに配慮した。中性子ハローと魔法数の異常（消失と出現）については、それぞれ章を設けて、最新の研究の状
況を紹介した。また、宇宙物理との関連では中性子星物質に関する章を設けた。この章は「中性子星核物理入
門」とでも言うべき内容になっている。それぞれの章はある程度独立しているので、読者の関心や背景知識に応
じて選んで読むこともできるようになっている。

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。

9784320035294

モバイルネットワーク
共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
水野忠則監修,内藤克浩監修,北須賀輝明著,鈴木秀和著,
稲村浩著,太田賢著,今井哲朗著,奥村幸彦著,鈴木信雄著,

吉廣卓哉著,森野博章著,神崎映光著,江原正規著,
内藤克浩著,梶克彦著,村尾和哉著

9784320123533

本書では、新しい技術を順序立て、わかりやすく、かつ親切に説明しており、まず、身近なモバイルネットワーク技術の概要として、携帯電
話システムの歴史とシステム概要について説明し、今後の関連技術の発展性について述べる。その後、インターネットをはじめとするコン
ピュータネットワークの基本技術、スマートフォンをはじめとしたモバイル端末の概要を紹介した後、モバイル通信の特性を決定づける電波
伝搬、モバイル無線アクセス技術、無線LAN、移動支援技術、マルチホップネットワーク、パーソナルエリアネットワーク、センサネットワー
ク、RFID、位置推定方法など、モバイルネットワークの基本となる技術について述べ、最後にモバイルネットワークを利用したアプリケーショ
ン例を紹介する。

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。

不安定核の物理 中性子ハロー・魔法数異
常から中性子星まで (基本法則から読み解
く物理学最前線 8)

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

DNA情報で生態系を読み解く 環境DNA・大
規模群集調査・生態ネットワーク (生態学
フィールド調査法シリーズ 5)

共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
東樹宏和著,占部城太郎編,

日浦勉編,辻和希編

9784320057531

本書は、生態学者に限らず、「DNA情報を基にして生物の多様性や群集を調査するすべての学生・専門家」を対
象とする。医学・農学・工学分野において微生物を扱う研究者にも生態学的な解析の基本を理解してもらえるよ
う、群集構造や生物種間ネットワークの統計に関する章も充実させた。調査計画の立案やサンプリング方法に始
まり、次世代シーケンシングからバイオインフォマティクス処理、生態学的統計解析までの全工程を解説。

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。
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□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 購入済 購入

底本発行年 2016年10月 商品コード □ □

2016年10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8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8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 2016年9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 萬年甫著
9784521744292

脳解剖学者として名高い著者が、1955～1957年の仏留学中に体験した出来事・交友録などを克明に記した日
記。「戦後10年」という復興途上の時期にヨーロッパに渡った青年が、脳解剖学を学ぶ者として、医師として、また
日本人として、何を見て何を感じたかが生き生きとした筆致で綴られる。巻末には愛弟子の岩田誠(女子医大名
誉教授)による「萬年甫 小伝」のほか、著者をよく知る18名のエッセイを掲載。

著編者名 堀井新編,浦野正美編
9784521744322

35におよぶ耳鼻咽喉科疾患の主訴を網羅し、耳鼻咽喉科外来を訪れる患者に潜む危険なサイン、診療上見落
としてはならないポイントを詳述した。主訴から想定できる疾患とその鑑別診断、診断の進め方を、フローチャー
トも用いてわかりやすく解説。特に見逃しやすい疾患については具体的な症例を挙げ、その診断のポイントを掲
載。すべての耳鼻咽喉科医が診断学に精通するための一冊。

滞欧日記　1955～1957
中山書店

¥12,100(＋税)

¥5,000(＋税)

見逃してはいけない耳・鼻・のどの危険なサ
イン

中山書店

¥16,500(＋税)

¥6,800(＋税)

著編者名

生活障害として診る発達障害臨床
中山書店 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

田中康雄著
9784521744285

発達障害診療の第一人者である田中康雄先生の33年間の臨床実践と、そこから得た知と技と哲学を余すところ
なく開陳した１冊。 発達障害を生活障害としてとらえ、生きづらさを抱える当時者に寄り添い、その理解と支援の
実際を、豊富な事例を提示しつつ年代別に詳述。家族、学校関係者への対応や支援、多職種との連携の方法に
ついても、具体例をあげて指南。診察室の臨場感溢れる珠玉の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。

癌診療指針のための病理診断プラクティス
腎・尿路／男性生殖器腫瘍

中山書店 電子書籍

¥48,400(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 専門編集：都築豊徳,総編集：青笹克之
9784521742694

泌尿器科腫瘍の対象臓器は腎、尿路系、前立腺で、疾患単位、診断方法、予後因子および治療方法などが大き
く異なる。本書は対象疾患を日常遭遇する疾患のみに絞り、病理像や図を多用することにより、臨床に直結する
病理診断の助けとなるよう編集されている。画像診断、生検手技、標本作製方法にも言及し、病理診断上の重
要項目やその限界も理解できる1冊である。

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。

新戦略に基づく麻酔・周術期医学　麻酔科
医のための周術期危機管理と合併症への
対応

中山書店 電子書籍

¥29,100(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 専門編集：横山正尚,監修：森田潔
9784521743264

周術期における安全対策・危機管理は、麻酔科医が日常臨床で常に直面する問題であり、現在の医療現場で
は最も基本となる重要事項として熟知していなければならない．本書では、災害時での対応にも言及して、安全
を確保するための基本を簡潔にまとめ、さらに、危機的状態が予想される重篤な合併症・偶発症について、実臨
床での対応を具体的に解説した．麻酔科医必携の一冊．

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。

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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冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016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10月 商品コード □ □

やさしく学べる　がん免疫療法のしくみ
羊土社 電子書籍

著編者名 玉田耕治著

第4のがん治療として注目高まる「がん免疫療法」の入門書。がん抗原とは？抗PD-1抗体はなぜ効くの？副作
用は？細胞療法とワクチンの違いは？などの基本知識を、豊富なイラストとともにやさしく、正しく解説します。

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。

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

9784758120715

薬剤師が解決するポリファーマシー
羊土社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平井みどり編
9784758109345

41の症例をもとに、処方意図の推測や処方適正化の進め方を具体的に解説！漫然投与されがちな薬剤、エビ
デンスなく処方されがちな薬剤など知っておきたいコツも満載。病院、薬局、在宅に関わる薬剤師におすすめ！

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。

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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