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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12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 □ □

勁草書房 電子書籍

名前と対象 固有名と裸名詞の意味論

子どもはテレビをどう見るか テレビ理解の
心理学

勁草書房

¥8,100(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 村野井均著
9784326299126

本書は発達心理学の観点から、子どもがテレビの内容を理解する力をどのようにして身につけるのかについて、
子どもの観察例、大学生による子ども時代の回想、高齢者の間違い方の事例を使いながら解説する。その中
で、子どもが大人とはまったく異なるやり方でテレビを見ていること、テレビ理解が知的な作業であることを紹介
する。

ナチズムは夢か ヨーロッパ近代の物語
勁草書房

¥37,000(＋税)

冊子購入確認

¥12,000(＋税)

著編者名 南利明著
9784326200566

□

著編者名
中野智世編著,前田更子編著,
渡邊千秋編著,尾崎修治編著

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。

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。

¥15,400(＋税)

¥5,000(＋税)

著編者名 和泉悠著
9784326102570

言語哲学において、クリプキ以後「新しい正統」となった名前の「ミル説」に反旗を翻す。本書は「名前は他の名詞
と本質的に同じ種類の表現だ」という名前の「述語説」を、日本語と英語の横断的分析／言語学と哲学の良き協
同によって擁護する。固有名から始まり、冠詞を有さない「裸」の名詞一般へと広がる状況意味論からの視覚。

近代ヨーロッパとキリスト教 カトリシズムの
社会史

勁草書房

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋税)

9784326200559

世俗化のトップランナーとみなされてきた近代ヨーロッパ。しかし、その文化や生活習慣、制度や政策の基層に
は、今なお、キリスト教、ことに中世以来の伝統宗教であるカトリックの存在が垣間見える。カトリシズムというプリ
ズムを通して、近代ヨーロッパとキリスト教との対抗・相互補完の歴史を探る論文集。

「モラトリアム人間」「パラサイトシングル」「ニート」「地元志向」「さとり世代」等々、これらの言葉に人々が惹きつ
けられてきたのは、若者の特徴を通して時代や社会のあり方が浮かび上がってきたからである。しかし現在、枠
組としての「若者」が溶解しつつある。本書は「若者について論じる」ことの可能性のありかを示す。

＜若者＞の溶解
勁草書房

□

電子書籍

電子書籍

ナチズムは、歴史上唯一無二の出来事ではなく、近代に固有の、これからも繰り返されうるであろう、ごくありふ
れた一つの出来事ではなかったか？ ジェノサイドに至り着く悪魔の支配を生み出したナチス統治体制の淵源
を、ルネサンスからニーチェまで、ヨーロッパ近代の歴史に探り、その正体を暴き出すことにより、権力の暴走と
不法支配再来阻止のための批判的視座の確立を目指す。

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。

¥10,200(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 川崎賢一編著,浅野智彦編著
9784326654048

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。 

-  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12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 □ □

生命倫理学とは何か 入門から最先端へ
勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アラステア・Ｖ・キャンベル著,山本圭一郎訳,

中澤栄輔訳,瀧本禎之訳,赤林朗訳

9784326102556

分野の草創期から活躍する世界的権威が、生命倫理学について知らない人のためにわかりやすく書き下ろした
入門書。生命倫理学の骨格をなす道徳理論から臨床倫理、研究倫理、公衆衛生倫理までをバランスよく解説し、
再生医療など最新のトピックも幅広く網羅。ジレンマが生じる場面の具体例の考察を通して、読者が自ら考える
力を育む。

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

社会民主主義は生き残れるか 政党組織の
条件

勁草書房 電子書籍

¥10,500(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近藤康史著
9784326302512

最近の選挙結果を見ると、民意の受け皿として日本から社会民主主義政党は消失したように見える。しかしヨー
ロッパでは、社民主義政党は今も一定の支持を受けている。この「差」はなぜ生じたのか？　本書はイギリス労
働党、ドイツ社会民主党、そして日本社会党を、制度としての政党組織に焦点を当てて比較し、分岐の要因を明
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。

実験政治学 (フロンティア実験社会科学 3)
勁草書房 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 肥前洋一編著
9784326349135

本書は実験政治学の歴史的経緯や、その特徴をまとめ、さらに具体的なテーマにそって、どのような実験が行わ
れたのかを解説する。たとえば投票参加の呼びかけや最低投票率の設定がもたらす影響について、それを検討
するための手続きと実際の結果を示す。自らのリサーチ・クエスチョンを検討するための実験を考える上で、必読
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。

個性を活かす人材マネジメント 近未来型人
事革新のシナリオ

勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 谷内篤博著
9784326550753

日本の人事制度は、年功主義から能力主義、さらにバブル経済崩壊後は成果主義へと大きく変化した。本書は
企業を取り巻く環境変化を企業／従業員の両サイドから分析し、新たな「個性尊重主義人事」を提唱。その推進
の要となる制度構築、人材マネジメントに求められる新たなリーダーシップや定着促進に向けた施策を具体的に
検討する。

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

-  4  -

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

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



人文社会編 2016年12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。 

-  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12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8月 商品コード □ □

みすず書房 電子書籍

民主主義の内なる敵

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

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ツヴェタン・トドロフ著,大谷尚文訳
9784622085126

シリア内戦、IS、難民、テロ。「進歩、自由、人民」というリベラルな理念が内なる敵を生み出す。新たな多元主義
と民主主義再生へ向けた、渾身の政治文化論。

ザ・ピープル イギリス労働者階級の盛衰
みすず書房 電子書籍

¥22,500(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 セリーナ・トッド著,近藤康裕訳
9784622085140

「ほとんどのイギリス人が自分たちは労働者階級であり、政治家と新聞から労働者階級として扱われていると認
識するようになるのは20世紀になってからだった。労働者階級が〈人びと〉となり、その利害がイギリス自体の利
害と同義となったのも20世紀においてであった」。社会保障制度先進国から新自由主義先進国へ。1945年と
1979年をふたつの転換点にすえ、等身大の労働者群像で織りなされたイギリス現代史。

冊子を購入または
発注の場合は、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。 

-  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12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 □ □

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 渕圭吾著
9784641227125

国際課税上の重要問題について、租税法と私法の関係及び国家管轄権の限界の観点をベースにしつつ検討す
る。一次史料を渉猟した緻密な歴史的研究、また独・米における法令・裁判例・学説を丁寧にかつ理論的に分析
した比較法研究の両者を基礎とする意欲的論考。

行政法Ⅰ　現代行政過程論〔第3版〕（※）
有斐閣

9784641131828

行政法上の諸問題のうち、重要ではありながら従来からあまり理論的な検討が行われてこなかったものが少な
からず存在する。本書ではそれらの諸問題を明らかにし、より深い考察・検討を行い、理論上の欠缺を埋める。

曽和俊文編,野呂充編,北村和生編,
前田雅子編,深澤龍一郎編

著編者名

市民と基礎自治体である市町村との協働関係を基軸とした、対話型行政システムを提唱。絶えざる改革を必要
とする現代行政法を、法解釈論に加え、政策実現を目的とした公共法学として、市民の視点から解題する。最新
の内容と明解な説明を追求した、待望の改訂。

¥21,800(＋税)

¥6,600(＋税)

¥8,200(＋税)

¥3,700(＋税)

著編者名 大橋洋一著
9784641227040

所得課税の国際的側面
有斐閣

電子書籍
スターバックスでラテを飲みながら憲法を考
える（※）

行政法理論の探究　　 芝池義一先生古稀
記念

¥5,100(＋税)

¥2,300(＋税)

9784641227057

1955年前後生まれの憲法学者が、現代社会に生起する憲法問題、これから向き合うことになるであろう憲法問
題を自由に論じる。あたかもスターバックスでラテを飲みながら考え議論するような雰囲気のもと、さまざまな問
題提起がなされ、知的好奇心を刺激する。

松井茂記編著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥42,900(＋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

¥13,000(＋税)

環境法のエッセンスを学ぶための好テキスト、最新版。国内の主要な環境法を中心に取り扱う。とくに環境訴訟
については丁寧に解説した。各所に配置した設問（基礎・応用の２種）や、重要用語・重要センテンスの明示な
ど、学習に配慮した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。

環境法BASIC〔第2版〕（※）
有斐閣

¥8,800(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名 大塚直著
9784641137547

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12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。

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 西村あさひ法律事務所編
9784641048195

マーケットとしても、生産拠点としても注目を集めるベトナム。そんな変化の激しいベトナムの法制度を、企業の
進出段階に応じてわかりやすく解説したベトナム法務解説書の決定版。2015年７月に施行された2014年投資法
や2014年企業法にも対応。

著編者名 山本草二著,兼原敦子編,森田章夫編
9784641046771

著者が遺した多くの論攷の中から、今後の国際法学を研究していく上で重要な19篇を厳選して１冊に。次代の国
際法研究を担う研究者だけに留まらず、国際関係に関する法的側面からの理解を深めたいすべての人に必読
の書。

ベトナムのビジネス法務 アジアビジネス法
務の基礎シリーズ

有斐閣

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

「ものがたりふう」に進行する医療過誤事件の事例とともに、個々の手続や制度がいかなる手続段階で問題にな
るかを把握し、裁判に関わる関係者の活動が裁判所の内外でどのように展開され訴訟が動いていくかを理解で
きる。まずは民事訴訟全体に見通しを付けたい学生に好適の著。

国際行政法の存立基盤
有斐閣

¥39,600(＋税)

¥12,000(＋税)

アクチュアル民事の訴訟〔補訂版〕（※）
有斐閣

¥4,900(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名
福永有利著,井上治典著,

中島弘雅補訂,安西明子補訂

9784641137493

FTA・TPPの政治学 貿易自由化と安全保
障・社会保障

有斐閣 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大矢根聡編,大西裕編
9784641149151

なぜ各国は高度な貿易自由化を追求するのだろうか。また、その進め方に違いが見られるのはなぜか。アジア
太平洋地域の主要国を取り上げ、経済的利益以外の要因（安全保障や社会保障）にも留意して、政治学の観点
から分析し、日本を軸とする２国間関係も検討する。

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。

入門・マーケティング戦略（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池尾恭一著
9784641164864

標準的なマーケティングを体系的にかみ砕いて平明に解説する入門テキスト。マーケティング戦略に比重を置
き、最先端の動向も取り入れ、戦略立案にどのような知識と手順が必要かについて説き明かす。学生、マーケ
ターやビジネスパーソンの必読書。

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。
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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12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11月 商品コード □ □

著編者名 大日方純夫著
9784642068130

欧米列強により東アジアの秩序が再編される中、明治政府は早期の近代化を目指した。自由民権運動・憲法制
定・国会開設・初期議会から条約改正までの過程を解読。「主権国家」の成立と民衆の動向、国際情勢に鋭く迫
る。

¥2,800(＋税)

幕藩制国家の政治構造
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤田覚編
9784642034753

現在の近世史研究は、政治・経済・思想など各分野の進展とともに細分化され、それらを通観し社会の全体像を
追究する視角が求められている。第一線で活躍する政治史研究者10名が集い、幕府内の政治構造、幕政と諸
藩・朝廷との関係、社会の諸相など多様なテーマから近世社会に迫った論考を収録。史料に真摯に向き合うこと
で、豊かな近世史像を描く。

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。

吉川弘文館 電子書籍

出雲国誕生 (歴史文化ライブラリー 436)

松陰の本棚 幕末志士たちの読書ネットワー
ク (歴史文化ライブラリー 437)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 桐原健真著
9784642058377

幕末、古今東西の書物を読破し日本や世界の情報を収集した〝読書魔〟吉田松陰。彼にとって書物とは何だっ
たのか。水戸学の代表作『新論』を求め続けた松陰の知的遍路や、獄中に記した『野山獄読書記』から松陰の思
想形成の変化を追う。各地の志士たちとの書籍貸借が育んだ同志的ネットワークの展開にも迫り、書物を通して
新たな幕末の姿を描く。

著編者名 大橋泰夫著

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。

電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋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。

□

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

9784642058360

「八雲立つ」と称される古代の出雲は、奈良時代に入る頃、大きな変革を迎えた。土地の様子や特産物、地名の
由来などを記した地誌『出雲国風土記』を考古学の成果から再検証し、地域社会の実像に迫る。役所である国府
や郡(ぐう)家(け)、整備された道路、数々の寺院を復元し、律令国家の地方支配の実態を解明。古代都市として
の出雲国の成立を明らかにする。

電子書籍

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。

木曽義仲 (読みなおす日本史)
吉川弘文館

¥7,300(＋税)

以仁王(もちひとおう)の令旨(りょうじ)を得て木曽で挙兵した義仲。北陸を席巻し平氏を都から追い払うが、後白
河法皇に厭まれ頼朝の派遣軍に敗れた。時代に翻弄された悲劇の生涯を、『平家物語』諸本に光を当てつつ北
陸の武士や地理と併せ描く。

¥2,200(＋税)

著編者名 下出積與著
9784642067195

「主権国家」成立の内と外 (日本近代の歴史
2)

吉川弘文館

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12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11月 商品コード □ □

昭憲皇后の内意を受けて宮内省文学御用掛の西村茂樹が編集し、1887年に刊行した『婦女(ふじょ)鑑(かが
み)』。女性の模範的徳行を記した120の話から成り、華族女学校に下賜されたその成立経緯、構成・内容、例話
の出典などを検討。女子用修身教科書の中での位置づけ、編者の思想との関係、下賜や普及の状況、後世へ
の影響などを考察し歴史的意味を探る。

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。

近代教育と『婦女鑑』の研究
吉川弘文館

¥31,900(＋税)

¥11,000(＋税)

著編者名 越後純子著
9784642038591

勢力失墜に焦る伊周と中関白家。ついに不敬事件を起こし左遷される。検非違使別当の実資はその間の一条
天皇と道長の動きを詳細に記録。また、長女彰子を一条天皇の女御とした道長は、続いて中宮に立てようとす
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。

現代語訳 小右記  3 長徳の変
吉川弘文館

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 倉本一宏編
9784642018180
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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12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 □ □

新版　福澤諭吉　家庭教育のすすめ
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺徳三郎著,山内慶太編
9784766423853

慶應義塾幼稚舎で長く教諭を務め、幼稚舎長の重責を担った著者が、みずからの教育経験をふまえつつ福澤諭
吉の教育論を再構成し、現代の保護者に家庭教育の大切さを語った著作に、教育にかかわるエッセイを付録と
して増補。新版の刊行にあたり、著者の教育観と人柄が滲む珠玉のエッセイを、さらに3本加えた。

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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

近代から現代に至る文学の「視覚性」に注目し、日本に脈々と流れる「曖昧」の系譜を辿ることで、「意志」をめぐ
る近代の激しい攻防をあぶりだす。正岡子規、夏目漱石、内田百閒、志賀直哉、横光利一、川端康成、大江健三
郎を中心にして、近現代文学における「曖昧」の系譜を可視化し、文学史そのものを読みかえるのみならず、日
本「現代」文学の起源を突き止めてゆく、大胆不敵な一書。

□

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。

坂口周著
9784766423662

著編者名 加藤宗哉著
9784766423815

吉行淳之介は、新宿赤線地帯の娼婦を題材にした作品群で登場し、1970年代以降一世を風靡するごとく注目さ
れた作家である。現代の侍にたとえられ、ストイックな芸術家、女好きの女嫌いなどと評され、その文学は人工的
な冷やかさを持ち、虚無と抽象性、研ぎ澄まされた感覚にみちている、と評された。本書は主要な作品の生成を
たどりながら、あらたなる吉行文学の本質を論じた意欲作である。

吉行淳之介
慶應義塾大学出版会

¥8,700(＋税)

¥2,800(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

意志薄弱の文学史

ジャン=ジョゼフ・スュラン 一七世紀フランス
神秘主義の光芒

慶應義塾大学出版会

¥23,100(＋税)

¥7,500(＋税)

著編者名 渡辺優著
9784766423686

イエズス会士ジャン=ジョゼフ・スュランは、〈ルダンの悪魔憑き事件〉において悪魔に憑かれた神父として知られ
る。彼は、この事件を発端に、15年以上にも及ぶ心身の危機的状況を通じて、その身に数々の超常の体験を
被った。本書は、中世と近代のはざまの時代を駆け抜けたスュランという神秘家の、劇的な魂の道程をたどりな
おすことで、従来の神秘主義理解を刷新し、宗教哲学・思想研究の水準を一段押し上げる野心的論考。

¥11,800(＋税)

¥3,800(＋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。

電子書籍

¥18,500(＋税)帝国日本の記憶
慶應義塾大学出版会

著編者名 三尾裕子編,遠藤央編,植野弘子編
9784766423594

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

□

ポストコロニアルな歴史人類学の可能性をひらく。帝国日本に統治された台湾と旧南洋群島。そこに生きた人々
の、「日本化」から脱植民地化への道のりをたどり、彼ら ／ 彼女らの歴史認識と「日本」認識の形成過程と変容
とを明らかにする。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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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12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11月 商品コード □ □

大学教授から子どもの精神科クリニックの院長となり、新たな精神科臨床の取組みを行っている著者が、面接や
診療を通して得た「心とは何か」「育ちとは何か」を綴る。子どもだけでなく、家族も含めた診療の様子も紹介。全
国の保護者から絶大な人気を誇る児童精神科医が臨床への真摯な思いをぶつけた随筆集第2弾！

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。

支援から共生への道Ⅱ
慶應義塾大学出版会

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 田中康雄著
9784766423754

¥2,500(＋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

慶應義塾大学出版会

1950年代の中国外交は、イデオロギーの原理優先で政策が決定されていたと考えられている。しかし、冷戦期で
も、実はプラグマティックな判断から合理的な決定が行われていたということを実証的に明らかにすることで、中
国という国の今後の外交戦略の本質を探ることができる。

電子書籍

□

¥5,000(＋税)

メディアの公共性 転換期における公共放送 ¥7,700(＋税)

著編者名

慶應義塾大学出版会

¥15,400(＋税)

冊子購入確認

中国外交とプラグマティズム 一九五〇年代
における中国の対英政策

廉舒著
9784766423761

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

メディア環境・政治・社会・経済構造の急激な変化の中で、問い直される「メディアの公共性」。世界的に関心の
高まる公共放送の国際的な動向と今後の方向性を解説する入門書。放送業界をめざす学生、メディア関係者
は、必携の一冊。

著編者名
大石裕編著,山腰修三編著,

中村美子編著,田中孝宜編著

9784766423778
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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12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5月 商品コード □ □

著編者名 平山修平著
9784407337310

「外国人材活用」「国際スポーツ」「グローバル・ビジネス」「地球規模の争いや危機」などの問題について演習で
きます。「グローバル市民」として異なる視点を知り、批判的に考え、情報を振り返る力が身につきます。

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。

集団の中でのメンバーと自分の関わり方がわかる本です。集団の中で自分の役割がわかります。集団を「観る」
目と自分を「活かす」目を養います。集団で何がおこっているかがわかり、よりよい集団にしていくリーダーシップ
のとり方がわかります。

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。

国際コミュニケーション　　地球規模でつな
がる

実教出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,800(＋税)

集団コミュニケーション　自分を活かす15の
レッスン

実教出版 電子書籍

¥4,700(＋税) □

冊子購入確認

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅井亜紀子著
9784407337426

授業力アップ　アクティブラーニング　グルー
プ学習・ICT活用・PBL

実教出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
市坪誠編著,油谷英明著,

小林淳哉著,下郡啓夫著,本江哲行著

9784407339314

本書は、アクティブ・ラーニングを想定した授業において、どのように学生たちが能力を伸ばせようになるか、教員の授業力アップを実現する「教え方の指導書」で
す。学生がどのような学習状態となるのか（学習到達目標）を踏まえ、これに到達するための授業構造のあり方（モジュール）と教え方のアクティビティー（スキル）
を解説しています。グループ学習やICT活用、PBLといった授業において、具体的なモジュールとスキルのあり方を章立てて明示しています。教員が自らをフィー
ドバック・セルフチェックできるだけでなく、組織的なアセスメントが行えるよう、チェックシートの活用を提示し、教え方の更なる向上（PDCAサイクル）が可能となり
ます。上記の結果、単なる教え方や事例紹介、成功体験の羅列ではなく、本書の方法論を習得した誰もが、学生の能力を確実に伸ばせることとなります。

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

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12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 □ □

2016年11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 □ □
著編者名 森忠次校閲,田村正行著,須﨑純一著

9784621087480

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。

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。

新版 測量学（※）
丸善出版

¥12,600(＋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。

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

¥11,900(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 大門寛監修,佐々木裕次監修

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。

安全人間工学の理論と技術 ヒューマンエ
ラーの防止と現場力の向上（※）

丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小松原明哲著
9784621300831

安全を組織的に推進するためには、人間の特性と安全のための技術、方法、マネジメントシステムを理解し、実
践する必要がある。本書で取り扱う内容は、人間に基準をおいたシステム設計の技術であり、人間工学の一分
野である安全人間工学に位置づけられる。あらゆる現場、安全推進に携わる実務者の実用書として、安全を学
ぶ学生の教科書として、理論から応用まで、その課題解決への具体的指針を与える一冊。

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。

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。

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12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 2015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 □ □

電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

オックスフォード 仏教辞典
朝倉書店 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 末木文美士監訳
9784254500196

定評あるオックスフォード辞典シリーズの一冊、D.Keown編“Buddhism”の翻訳。項目は読者の便宜をはかり五
十音配列とし、約2000項目を収録。印中日のみならず、スリランカ、タイ、チベット、韓国等アジア各国に伝わり独
自の発展を遂げた仏教用語、さらに欧米における仏教についても解説。仏教文化に馴染みのない西欧の読者
向けに編まれた本辞典は、日本の読者にとっては基本的な知識を新鮮な視点から説き起こす、平明かつ詳細な
必携の書となっている。

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。

□

¥3,700(＋税)

並木満夫編,福田靖子編,田代亨編

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

電子書籍

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

ヒツジの科学  (シリーズ〈家畜の科学〉５)
朝倉書店

□

¥3,800(＋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。

9784254400236

国際土壌年を記念し、ひろく一般の人々に土壌に対する認識を深めてもらうため、土壌についてわかりやすく解
説した入門書。基礎知識から最新のトピックまで、話題ごとに2～4頁で完結する短い項目制で読みやすく確かな
知識が得られる。

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。

冊子購入確認

著編者名

朝倉書店 電子書籍

¥12,300(＋税)

著編者名 上野川修一編

ゴマの機能と科学  (食物と健康の科学シ
リーズ)

高栄養価かつ様々な健康機能をもつ牛乳と乳製品について、成分・構造・製造技術など様々な側面から解説。
〔内容〕乳利用の歴史／牛乳中のたんぱく質・脂質・糖質の組成とその構造／牛乳と乳飲料／発酵乳食品／抗
骨粗鬆作用／整調作用／ほか

9784254435535

乳の科学  (食物と健康の科学シリーズ)
朝倉書店

9784254435467

数多くの健康機能が解明され「活力ある長寿」の鍵とされるゴマについて、歴史、栽培、栄養学、健康機能などさ
まざまな側面から解説。〔内容〕ゴマの起源と歴史／ゴマの遺伝資源と形態学／ゴマリグナンの科学／ゴマのお
いしさの科学／他

電子書籍

一万年以上前から人類と共にあり、羊毛・肉・乳など多面的な利用がなされてきた家畜・ヒツジをさまざまな分野
から総合的に解説。〔目次〕ヒツジの起源と改良の歴史／日本のヒツジ生産／ヒツジの栄養／ラム肉生産／ヒツ
ジの多面的利用／他

¥9,300(＋税)

著編者名 土壌肥料学会「土のひみつ」編集グループ編

冊子購入確認

著編者名 田中智夫編
9784254455052

土のひみつ  ―食料・環境・生命―

¥12,600(＋税)

朝倉書店
□

¥2,800(＋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。 

-  15  -

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

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



理工学編 2016年12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 □ □

油脂の科学  (食物と健康の科学シリーズ)
朝倉書店 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 戸谷洋一郎編,原節子編
9784254435528

もっとも基本的な栄養成分の一つであり、人類が古くから利用してきた「あぶら」についての多面的な解説。〔内
容〕油脂とは／油脂の化学構造と物性／油脂の消化と吸収／必須脂肪酸／調理における油脂の役割／原料と
搾油／品質管理／ほか

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。
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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12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 □ □

¥3,800(＋税)

SAS社のソフトウェアであるSAS Enterprise Guideを解説したシリーズ、保健・看護統計編登場！／本書はSAS が開発・販売しているSAS
Baseに含まれているEG（Enterprise Guide）の操作解説書のシリーズで統計学における基礎事項から応用までを扱います。保健・看護分野
でよく利用されている統計解析手法の方法や結果の見方について説明します。EGは、メニュー画面から分析名をクリックし、変数や出力を
指定するだけで統計解析ができます。保健・看護に関する分析も、各種そろっています。本書では、各手法についてEGの操作方法だけで
なく、必要となるデータ整理方法や出力の意味なども解説していきます。分析で使用するデータの種類と、保健・看護の分野でよく使われる
統計解析手法について説明します。

The R Tips （第3版） データ解析環境Rの基
本技・グラフィックス活用集

オーム社

著編者名 舟尾暢男著
9784274219580

使い方自由自在！統計解析、数値計算、プログラム、シミュレーション、プロット図から複雑なグラフィックスまで詳細に解説！／本書は
2009年11月発行の『The R Tips 第2版 データ解析環境Rの基本技・グラフィックス活用集』（2005年3月に九天社から発行された書籍に対し
て、改訂・加筆を行いオーム社から再発行したもの）の改訂版です。R は統計計算とグラフィックスのための言語・環境で、R の熟練度に合
わせて読んでいただけるよう、2 部構成にしています。初心者向けにはR入門編、統計や数値計算、プログラミング技法やデータハンドリン
グ等、グラフィックスなど実行したい人はR-Tips 編で学ぶことができます。改訂にあたって、データ解析の内容を抜本的に見直し、グリッド
グラフィックスの章を削り、代わりにパッケージdplyr とggplot2 に関する内容を新たに盛り込みました。

SAS Enterprise Guide 保健・看護統計編
オーム社

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

¥8,800(＋税)
新装版 達人プログラマー 職人から名匠へ
の道

オーム社

電子書籍

SAS Institute Japan 監修,
高柳良太著

9784274219481

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

9784274219337

¥10,500(＋税) □

著編者名

冊子購入確認

電子書籍

著編者名
Andrew Hunt著,David Thomas著,

村上雅章訳

より良いプログラマになるための実践的アプローチを説く名著／本書は、Andrew Hunt and David Thomas, The Pragmatic Programmer
(Addison Wesley, 1999) の日本語版です。『達人プログラマー システム開発の職人から名匠への道』（ピアソンエデュケーション、2000）の
訳を全面的に改稿し、新装版として発行するものです。本書は、より生産的になりたいソフトウェア開発者に向け、アジャイルソフトウェア開
発手法の先駆者として知られる二人により執筆されました。経験を積み、生産性を高め、ソフトウェア開発の全体をより良く理解するため
の、実践的なアプローチが解説されています。先見性と普遍性に富んだ本書は、入門者には手引きとなり、ベテランでも読み直すたびに得
るものがある、座右の一冊となるでしょう。

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

□

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

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

  オーム社 

-  17  -

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

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



理工学編 2016年12月号 

2016年11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。 

-  18  -

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

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



理工学編 2016年12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
岩村秀監修,角五正弘監修,

大月穣編,青山忠編,浮谷基彦編,
遠山岳史編,松田弘幸編

9784320044500

本書では、従来の化学実験に加えて、燃料電池や太陽電池などの応用デバイスやタンパク質や遺伝子等に関
する実験も含めた実験テキストとした。また本書は、正しい結果を出すためのマニュアルとしてではなく、原理を
考え、議論するための構成にしており、研究室に入ってからや卒業してからも使える実験テキストとすることをコ
ンセプトとした。

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。

本書は、コンピュテーショナル・シンキングに関する日本ではじめての入門書。知識を基に論理的な思考と問題
解決ができる能力を獲得する、そのためのアプローチのひとつとして、コンピュテーショナル・シンキングがある。
コンピュテーショナル・シンキングをひとことで言うならば「計算機科学の流儀で考えて問題を解決すること」とな
るであろう。大学における教養教育科目の教科書として、また、新しい能力の獲得を目指すすべての人の自習書
ともなりうる。

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。

理工系のための化学実験 基礎化学からバ
イオ・機能材料まで

共立出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税)

コンピュテーショナル・シンキング
共立出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

冊子購入確認

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
磯辺秀司著,小泉英介著,
静谷啓樹著,早川美徳著

冊子購入確認

著編者名
菊池誠編,佐野勝彦著,倉橋太志著,
薄葉季路著,黒川英徳著,菊池誠著

9784320111486

本書は数理論理学の基礎的な知識を持つ読者を対象として、様相論理の構文論と意味論、ならびに、数学基礎
論の専門家以外にも名前はよく知られているゲーデルの不完全性定理、コーエンの強制法、タルスキの真理論
という三つの話題について、それらの基礎から最近の発展までを紹介するものである。

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。

9784320123984

デザイン学概論 (京都大学デザインスクー
ル・テキストシリーズ  1)

共立出版 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石田亨編
9784320006003

京都大学デザインスクールが編纂する本テキストシリーズでは、社会的要請に応えるデザイン概念を定式化し、
デザイン学の確立を目指す。新たなデザイン概念を踏まえて、デザインの対象、方法、行為、方法論のあり方を
検討し、より良い未来の創造に資するデザイン学を展望する。

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。

数学における証明と真理 様相論理と数学
基礎論

共立出版 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税)

安定同位体を用いた餌資源・食物網調査法
(生態学フィールド調査法シリーズ 6)

共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
土居秀幸編,兵藤不二夫編,石川尚人著,

占部城太郎編,日浦勉編,辻和希編

9784320057548

安定同位体解析を使って食う-食われる関係を探る一連の手法、すなわち、同位体比の基礎から、調査方法、サ
ンプル処理法、データ解析法までについて解説。さらにその手法を用いて食物網を解析した研究例について紹
介するとともに、近年発展している新たな同位体指標である炭素の放射性同位体とアミノ酸の窒素安定同位体
比についても取り上げる。

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12月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1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 平嶋洋一著

電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

9784339024999

モデリングとシミュレーション Octaveによる
算法

コロナ社

本書は、モデリングと計算機シミュレーションについて、理論とプログラミングとの接続を意図している。微分方程
式で記述する連続系モデル、不確実な要素を確率として扱う離散系モデルを計算機上で動かしながら設計手法
を解説。

著編者名 青木徹彦著
9784339052480

1986年の発行後ご好評いただいた「構造力学」（大学講義シリーズ）の2分冊化に伴う不静定編。単位をSIにし、
トラスの部材力をはりのM、Q図から一括で求める方法や単位荷重法の物理的意味と解法などについて追加説
明した。

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。

1986年の発行後ご好評いただいた「構造力学」（大学講義シリーズ）の2分冊化に伴う静定編。単位をSIにし、は
りの内部応力状態や曲げモーメント、せん断力をロープ法により簡単に求める方法などについて追加説明した。

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。

例題で学ぶ 構造力学Ⅱ 不静定編（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

例題で学ぶ 構造力学Ⅰ 静定編（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

冊子購入確認

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木徹彦著
9784339052473

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。



医学編 2016年12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11月 商品コード □ □

画像強調内視鏡の診断ロジック
羊土社 電子書籍

著編者名 田尻久雄監修,斎藤豊編,炭山和毅編

画像強調内視鏡の入門書が登場！目の前の画像から何を読み取りどう考えるべきか、診断までの「ロジック」を
フローチャートで図解。分類・用語の定義や良いviewの出し方など、キホンから実践まで丸ごと学べる！

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。

¥27,400(＋税) □

¥8,300(＋税) 冊子購入確認

9784758110624

咳の診かた、止めかた
羊土社 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤森勝也編
9784758117951

「色々試しても咳が止まらない」「原因がはっきりしない」など、日常診療でよく出会う「咳」の悩みを、この１冊でま
るごと解決！臨床像などの基礎知識や初期治療のコツといった、診療に活かせるポイントが満載。

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

一流医学論文５本を教材に、正しい統計の読み取り方が実践的にマスターできます。数式は最小限に、新規手
法もしっかりカバー。怒涛の30講を終えれば「何となく」の解釈が「正しく」へとレベルアップ！

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。

医療統計セミナー　論文読解レベルアップ
30

羊土社

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 田中司朗著,田中佐智子著
9784758117975

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12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11月 商品コード □ □

2016年11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 □ □
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。

Visual栄養学テキスト　人体の構造と機能お
よび疾病の成り立ち　II．生化学（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡純編,田中進編,津田謹輔監修,

伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742854

見やすい図表を豊富に用い、人体を構成する「アミノ酸」「たんぱく質」「糖質」「脂質」「核酸」「ビタミン」「ミネラル」
「酵素」「ホルモン」等についてわかりやすく解説。またそれらの代謝を理解することにより、人体の機能の系統的
な知識が得られる。国試ガイドラインに即した構成で、栄養士を目指す方が栄養学の基礎となる生化学を学ぶた
めに最適なテキスト。

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。

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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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。
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医学編 2016年12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 □ □

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)
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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。
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【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】

　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&Fビル1 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

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【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 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3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 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒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
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