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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

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 2017年2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9月 商品コード □ □

生命、エネルギー、進化
みすず書房 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ニック・レーン著,斉藤隆央訳
9784622085348

生とは何か？　その答えは、プロトン駆動力などの生体内エネルギーの制約から導き出せる……圧倒的なス
ケールで展開する生命進化論。

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

著編者名 Ｃ・Ｇ・ユング著,横山博監訳,大塚紳一郎訳
9784622085171

本書は夢に関するユングの主要な論文を集めたものである。夢についてのユングの考え方が網羅されるだけで
なく、ユング心理学全体がコンパクトに表現されている。臨床家ユングの姿を生き生きと伝える本書は、「はじめ
てのユング」にもふさわしい。

みすず書房 電子書籍

ユング 夢分析論

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

¥10,200(＋税) □

¥3,400(＋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。 

-  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 2017年2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 □ □

出版社

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12月 商品コード □ □

現代経済社会における会社法の実像をイメージしながら、法の全体像を学習できるように工夫されたテキスト。
平成26年改正など、初版刊行以降の法改正および最新判例を織り込み、また実務的に関心が高い事項につい
て、解説を充実させた。

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。

会社法要説〔第2版〕（※）
有斐閣

¥5,500(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 落合誠一著
9784641137561

電子書籍

憲法判例集〔第11版〕（※）

個人情報保護法の逐条解説〔第5版〕 個人情報
保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法
人等個人情報保護法

¥2,200(＋税)

¥1,000(＋税)

9784641091603

憲法に関わる重要判例を新書サイズに凝縮。約160件の判例の「事実の概要」「争点」「判旨」を示し、適宜コメン
トを付して読者の便宜を図った。婚外子差別違憲訴訟、再婚禁止期間違憲訴訟など、近年注目の最高裁判決も
もれなく収録。

野中俊彦編著,江橋崇編著,渋谷秀樹補訂著編者名

有斐閣

有斐閣

¥18,200(＋税) □

冊子購入確認

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

□

冊子購入確認

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

電子書籍

¥5,500(＋税)

9784641227088

情報法制研究の第一人者による信頼の逐条解説。平成27年の個人情報保護法・番号法の改正、平成28年の行
政機関個人情報保護法をはじめ、最新の法改正情報・裁判例・審査会答申などを多数盛り込んだ。小規模取扱
事業者も適用対象となるため、個人情報を扱うすべての事業者に必携の１冊。

宇賀克也著著編者名

2006年～2013年に行われた487件の公開買付け事例のデータに基づき、包括的な実証分析を行い、それを踏ま
えて解釈論や立法論を展開。法学者・経済学者・弁護士が、公開買付けの実態および法制度について多面的な
分析をし、望ましい公開買付法制を探究する。

¥28,100(＋税)

¥8,500(＋税)

¥25,100(＋税)

¥7,600(＋税)

著編者名 田中亘編,森・濱田松本法律事務所編
9784641137585

株主と会社役員をめぐる法的課題
有斐閣

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 近藤光男著
9784641137486

前著『コーポレート・ガバナンスと経営者責任』に続く論文集。著者が長年にわたり主要な研究領域としてきた株
主および会社役員に関する近時の論攷、これらを内容とする日米の判例研究を一書にまとめる。法改正にかか
る内容には、論攷末尾の「追記」で応接した。

日本の公開買付け 制度と実証
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。 

-  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 2017年2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12月 商品コード □ □

ボランティアを生みだすもの 利他の計量社
会学

有斐閣 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三谷はるよ著
9784641174276

「どのような人が、なぜボランティアになるのか？」――本書はこのシンプルな問いを精緻に探究したものであ
る。立て続けに大災害が起こり、いまやボランティアの活動は日本社会に欠かすことができない。これまで光の
当たらなかった「ボランティアの担い手」を生みだすメカニズムについて、計量的なアプローチから明らかにしてい
く意欲作。

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

殻を突き破るキャリアデザイン 就活・将来の
思い込みを解いて自由に生きる（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,800(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 筒井美紀著
9784641174252

就職活動が「なぜかうまくいかない」と悩む学生におくる、キャリアデザイン・入門。高校のキャリア教育の先にあ
る「いかに生きるか」という大きな問いを見据え、激動の時代を生き抜くために必要となる具体的な知恵や実践
可能なアイデアを紹介していく。

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。

新・流通と商業〔第6版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,100(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鈴木安昭著,東伸一補訂,

懸田豊補訂,三村優美子補訂

9784641164673

厳密かつコンパクトな解説で長年読まれ続けてきた定番テキストを、関係の深い著者が補訂を施し、全面的な改
訂を実現。時代状況の変化に合わせ、テーマの増補、項目の並べ替えを行ったうえで、大幅に加筆・修正し、装
いも新たに刊行。

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

有斐閣

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

好評の『講義刑法学・総論』と対をなす各論。総論において示された理論的・体系的認識を前提として個別の刑
罰法規を丁寧に解説。法益を超えた刑罰法規の関係性にも留意する。わかりやすい言葉と巧みな具体例で深い
理解へと読者を導く。

著作権法入門〔第2版〕（※）
有斐閣

¥5,800(＋税)

¥2,600(＋税)

講義刑法学・各論（※）
有斐閣

¥9,300(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名 井田良著
9784641139176

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 伊藤正次著,出雲明子著,手塚洋輔著
9784641150355

私たちの生活と密接にかかわっている行政。行政を知ることは世の中のしくみを知ることともいえる。そうした行
政の現実や行政学の理論を、日本の行政の実態に即して、基礎的な知識や考え方に絞って、丁寧に説明する。
各種公務員試験にも対応した新しい入門書。

著編者名 島並良著,上野達弘著,横山久芳著
9784641144804

近時ますます重要性を増す著作権法の入門的概説書。具体的事案を多用し、わかりやすく解説するが一定のレ
ベルは保っており、入門者にもビジネスマンにも役立つ1冊となっている。初版（2009年）以降の立法の動向や新
しい判例を織り込んだ最新版。

はじめての行政学 (有斐閣ストゥディア)（※）

-  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 2017年2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 □ □

マクロ実践ソーシャルワークの新パラダイム
エビデンスに基づく支援環境開発アプロー
チ～精神保健福祉への適用例から～

有斐閣 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大島巌著
9784641174153

ソーシャルワーカーが社会のニーズに応えるための、有効で確かな支援方法論とは何か。実践家・当事者参画
型の「プログラム開発と評価」が有用であることを示し、精神保健福祉領域の取組みを適用例として、具体的な
アプローチ法を提示する意欲作。

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

-  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 2017年2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 2017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 2017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 2017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 2017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 2017年1月 商品コード □ □

冊子購入確認

9784642058407

中国大陸の諸勢力からの侵略を何度も受けた朝鮮半島にルーツを持つ日本の古代山城(さんじょう)。北部九州
から瀬戸内に集中して築かれ、一見大陸からの防衛ラインをなしているが機能したのか疑問点も多い。史書など
記録に残る「朝鮮式山城」に対し、記録に残っていない謎の遺跡「神籠石(こうごいし)系山城」を中心に考古学か
ら実態に迫り、新たな古代山城の姿を描き出す。

冊子購入確認

□

冊子購入確認

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

僧兵盛衰記 (読みなおす日本史)
吉川弘文館

¥7,300(＋税)

白河法皇が、賀茂川の水、双六の賽とならべて意のままにならぬと嘆いた僧兵。彼らは行動を衆議で決め、仏
法と本山を守って行動した。民衆としての僧兵集団を再評価し、仏教の護持と発展につくした実態を明らかにす
る。

¥2,200(＋税)

著編者名 渡辺守順著

国際化時代「大正日本」 (日本近代の歴史
4)

吉川弘文館

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

電子書籍

吉川弘文館 電子書籍
よみがえる古代山城 国際戦争と防衛ライン
(歴史文化ライブラリー 440)

江戸の乳と子ども いのちをつなぐ (歴史文
化ライブラリー 441)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 沢山美果子著
9784642058414

粉ミルクのように有効な代替品がない江戸時代、赤子にとって“乳”は大切な命綱だった。母親の出産死や乳の
出が悪い場合、人びとは貰い乳や乳母を確保するために奔走した。生活のため乳持ち奉公に出る女性、長期間
乳を呑んでいた子どもの声、乳と生殖の関係などに迫る。乳をめぐる人の繋がりを探り、今、子どもを育てるネッ
トワーク形成の意味を考える。

著編者名 向井一雄著

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋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

□

著編者名 櫻井良樹著
9784642068154

植民地帝国へ変貌した日本は、中国の革命や第一次世界大戦への対処、流入してくる欧米の文化・思想の受
容など、様々な国際化に曝された。対華二十一ヵ条要求、ワシントン会議から二大政党制とつづく変革の時代を
描く。

¥2,800(＋税)

9784642067218

電子書籍

¥9,300(＋税) □

前方後円墳と東国社会 古墳時代 (古代の
東国 1)

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 若狭徹著
9784642068185

なぜ関東各地に多くの前方後円墳が造られ、独自の文化が生まれたのか。古墳の立地・形態・規模・出土品な
どから、当時の社会のあり方や変化、朝鮮半島との交流、豪族たちの実像を読み解き、東国古墳社会の実態に
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。

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。 

-  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 2017年2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 2017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 2017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 2017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 2017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 2017年1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。

石田三成伝
吉川弘文館

¥12,100(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 中野等著
9784642029346

豊臣政権を五奉行の一人として支えた石田三成。「三献茶」や嶋左近の召し抱えなど多くの挿話によって語られ
てきた「実務に優れた青白きインテリ」像を超えて、三成関係の一次史料を丹念に読み解きながらその生涯を明
らかにする。江戸時代、徳川家康に刃向かった逆賊として貶められた人物像が形成された過程にも触れつつ実
像に迫る、三成伝の決定版。

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。

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 太田久元著
9784642038621

日本海軍では統帥権と編制権が分離して認識、運用されていたが、１９３０年のロンドン海軍軍縮会議以降、編
制権は統帥権に包含されていく。この過程における軍政機関たる海軍省と軍令機関たる軍令部の構造の変化、
両者の対立による海軍部内の人的構造の変遷、さらにこの構造の海軍の政策決定への関与を分析し、戦間期
の日本海軍の特質を究明する。

鹿児島を中心とする不平士族が起こした国内最後の内戦・西南戦争。これまで文字資料を中心に研究されてき
たその実態を考古学的に探究した初めての書。九州各地の戦跡を踏査し、小銃・弾薬などの遺物や陣地の遺
構、塹壕跡などから両軍の兵力・装備を追究。豊富な図表を駆使して戦闘の推移や武器の技術進歩を明らかに
し、研究の新たな地平を拓く。

戦間期の日本海軍と統帥権
吉川弘文館

¥27,500(＋税)

¥9,500(＋税)

西南戦争の考古学的研究
吉川弘文館

¥37,400(＋税)

¥13,000(＋税)

著編者名 高橋信武著
9784642093491

電子書籍

□

冊子購入確認

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。

八代目市川團十郎 気高く咲いた江戸の花
吉川弘文館

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 木村涼著
9784642083041

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。

¥3,500(＋税)

著編者名 山下麻衣著
9784642038638

江戸後期の花形役者として一世を風靡するも、３２歳で突然の死を遂げた八代目市川團十郎。「歌舞伎十八番」
など家の芸を継承しながら独自の個性を積み重ねた舞台姿、成田山との交流などを活写。父の江戸追放や孝子
表彰、幕府の歌舞伎統制政策などに翻弄される波瀾の生涯とその素顔を、新発見の富士市伊達家所蔵の團十
郎一家の手紙を紹介しつつ描く。

しかるべき養成を受けた看護婦は、明治期の感染症の流行や戦争による傷病者の増加を契機として誕生した。
日本赤十字社、済生会、聖路加病院、派出看護婦会などの活動に注目。看護婦を「女性が多く就く労働者」と見
なし、「どこで」「誰を」看護していたのかという基準で、養成方法や職務内容、待遇の歴史を解明。今日の看護の
労働実態の根源に迫る。

看護婦の歴史 寄り添う専門職の誕生
吉川弘文館

¥11,600(＋税)

-  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 2017年2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 □ □

出版社

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。

電子書籍

¥8,100(＋税)近代オリンピックのヒーローとヒロイン
慶應義塾大学出版会

著編者名 池井優著
9784766423891

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

□

運命を変えるオリンピック四年に一度のスポーツの祭典、オリンピックはこれまで数々のヒーロー、ヒロインを生
んだ。クーベルタン、嘉納治五郎から前畑秀子、「東洋の魔女」、そして大会を支えた裏方たちまで――。祭典を
彩ったひとびとのドラマを、豊富なエピソードとともに描き出す。

慶應義塾大学出版会 電子書籍
スポーツのちから――地域をかえるソーシャ
ルイノベーションの実践

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。

環境税の日独比較
慶應義塾大学出版会

¥14,900(＋税)

¥4,800(＋税)

著編者名 佐藤一光著
9784766423808

日独の環境税の制度に着目し、その歴史的経緯や政治過程を丹念に繙くとともに、産業への影響を定量的に分
析。「望ましい税制とは何か」をゴールに据え、これからの日本の財政を考える。

¥7,500(＋税)

¥2,400(＋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。

活気のあるまちには理由があるスポーツで人と人がつながれば、大きな「ちから」が生まれる。全国各地の成功
事例から豊かなまちをつくるための考え方と方法を示す！

松橋崇史著,金子郁容著,村林裕著
9784766423723

著編者名
慶應義塾大学大学院

システムデザイン・マネジメント研究科編

9784766423785

システムデザイン・マネジメント（SDM）学とは、100年先を見越した俯瞰的問題意識をもち、あらゆる技術システ
ムや社会システムを対象に全体統合的問題解決を図るための新しい学問体系である。本書では、①なぜSDM学
なのかを解説し、②SDM学を読み解くための20のキーワードを説明。そして、③SDM学を構築し実践するための
具体的事例として、全部で40の教育・研究・人材育成の例を紹介する。

システムデザイン・マネジメントとは何か
慶應義塾大学出版会

¥7,500(＋税)

¥2,400(＋税)

多文化「共創」社会入門――移民・難民とと
もに暮らし、互いに学ぶ社会へ

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小泉康一編著,川村千鶴子編著
9784766423716

共生から「共創」の時代へ！多様なルーツをもつ人々とともに暮らし、いのちを育み、まちを創る。そんな時代を
迎えて、私たちは何を語り合い、何に取り組むべきか？　本書は、地域の取組みから世界情勢まで移民・難民に
関する基礎と現実をやさしく解説。高校・大学の授業や、自治体・企業研修に最適の入門書！

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。

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 2017年2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 2017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11月 商品コード □ □

電子書籍

本書は既に多くの読者から好評を博してきたが、今版、組み方、構成建て、編集上の工夫等を一新し、改正法、
最新判例、新しい権利や最新動向を盛り込み大々的な全面的な改訂を施した。実際の法の理解をするために
は、生きた法である判例の理解が必須となるが、膨大な判例を網羅のうえ整理分析し、また実務の運用にも言
及している。

□

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。

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

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 落合仁司著
9784326154432

アメリカの社会科学が社会を諸個人の主観的な意志に還元して説明する方法論的個体主義をとるのに対して、
フランスの社会理論の特徴は方法論的全体主義にある。本書はフランス社会理論の本流をなす理論を初めて
数理モデル化することでその特徴を鮮明に浮かび上がらせ、アメリカ社会科学の数理モデルに対置させる基盤
を作る、画期的研究。

著作権法詳説［第１０版］ 判例で読む14章
（※）

勁草書房

¥22,000(＋税)

公共哲学とはなんだろう　増補版 民主主義
と市場の新しい見方

勁草書房

¥10,500(＋税)

¥3,200(＋税)

9784326154425

見知らぬ他者との協力と信頼によって築かれる秩序はいかにして可能か。民主主義だけでなく市場もまた、それ
を実現する重要な社会制度であり、特定価値の実現でなく多様な価値のバランスの追求こそが公共哲学の任務
とみる、民主主義と市場が支える自由社会をですます調で語る入門書。増補版では2005年以降の社会の変化を
織り込む。

著編者名 三山裕三著
9784326403264

¥7,000(＋税)

戦後日本の教育学 史的唯物論と教育科学
勁草書房

¥17,600(＋税)

¥5,700(＋税)

著編者名 井深雄二著
9784326251186

戦後日本の教育改革期に隆盛したマルクスの史的唯物論に着目し、それが教育学説に与えた影響を論述す
る。また、1950年以降に展開された教育科学論争やコア・カリキュラム論争史を検討するとともに、教育改革にか
かわる教育イデオロギーの分析を行う。教育学研究の方法論を深く探究し、戦後教育学の歴史を捉える際の貴
重な一冊。

勁草書房 電子書籍
社会的事実の数理 デュルケーム、モース、
レヴィ＝ストロース

電子書籍

□

□

著編者名 桂木隆夫著

冊子購入確認

冊子購入確認

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

電子書籍

□

冊子購入確認

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

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。 

-  10  -

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 2017年2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 2017年1月 商品コード □ □

2017年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年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 □ □

金融経済学
東京大学出版会 電子書籍

¥10,400(＋税) □

¥6,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水克俊著
9784130402781

現実経済が急速に複雑化するなかで進展著しい金融経済学。扱う領域もコーポレート・ファイナンス、アセット・プ
ライシング、バンキング、デリバティブ、金融政策と非常に広範囲に及ぶ。本書は、この一冊だけでその領域が拡
大し、高度化する金融経済学の全体を着実に学べるテキスト。練習問題も充実。

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。

会社法
東京大学出版会 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中亘著
9784130323727

初学者向けの基礎事項から実務家向けの最新トピックまで、会社法のすべてを解き明かした概説書。基本原則
や制度趣旨など初歩から分かりやすく解説するとともに、実務上の運用や争点など実践的な知識も数多く提示
する。丁寧な判例紹介と具体的なケーススタディ、重要論点を掘り下げたコラムなど理解を促す工夫を凝らし、こ
の一冊で完全マスターへと導く。

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。

精神医学の哲学２　精神医学の歴史と人類
学

東京大学出版会 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木晃仁編,北中淳子編
9784130141826

精神疾患が注目される近現代、精神医学と社会の関係は変わりつづけている。第1部では、表象、専門職、宗
教、メディアという観点から精神医学の歴史を問いなおす。第2部では、人類学の視点から精神医学の実践を捉
えなおす。

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。

葬儀業のエスノグラフィ
東京大学出版会 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中大介著
9784130563109

現代日本社会の死をめぐる儀礼を人類学的アプローチによって明らかにする。葬儀社・関連業者で現場作業に
従事しながら得た経験的事例を豊富に提示しながら、葬儀の現在を総合的に分析しつつ、高齢社会となった日
本における「現代の死」とは何か、多元的な問題群に挑む。

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。

キャンパスの国際化と留学生相談 多様性
に対応した学生支援サービスの構築

東京大学出版会 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大西晶子著
9784130111447

政策と連動して進められてきた留学生受け入れの実態と、支援体制の歩みをふまえた上での、留学生相談の現
場からの提言。アンケート調査から実践事例、インタビュー研究まで、様々な次元・側面から得られたデータを統
合して、「日本の」大学に求められる支援のあり方を探る。

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。

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。 

-  11  -

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 2017年2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 □ □

電子書籍

保健医療福祉に携わる17の専門職に各々必要な臨床推論の考え方を学ぶとともに他職種の思考過程も理解、
よりよいチーム医療・チームケアの実践を目指す教科書。
〔内容〕一般情報とその見方／医学情報とその見方／臨床推論の実践／事例検討

¥12,600(＋税)

著編者名 多賀谷光男著

冊子購入確認

著編者名 北島政樹編
9784254335057

分子細胞生物学 （第2版）（※）

¥10,600(＋税)

朝倉書店
□

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀田良之著

新版 メタ・アナリシス入門  ─エビデンスの
統合をめざす統計手法─ (医学統計学シ
リーズ 4)

代数的閉体上の線型代数群の基礎理論。導入的な代数幾何の知識をまとめた付録も充実。
〔内容〕基礎／Jordan分解／代数群のLie環／商／Borel理論／ルートとWeyl群／簡約群／不変写像／付録：ス
キームと代数多様体／抽象的ルート系／他

9784254118322

線型代数群の基礎  (朝倉数学大系12)
朝倉書店

9784254127607

好評の旧版に大幅加筆。
〔内容〕歴史と関連分野／基礎／手法／Heterogeniety／Publication bias／診断検査とROC曲線／外国臨床
データの外挿／多変量メタ・アナリシス／ネットワーク・メタ・アナリシス／統計理論

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

保健医療福祉のための 臨床推論  ―チー
ム医療・チームケアのための実学―（※）

朝倉書店
□

¥3,200(＋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。

9784254171624

生命を分子・細胞レベルで理解できるようまとめた教科書の改訂版。近年の研究成果を取り入れつつ，エッセン
スを解説。
〔内容〕細胞と研究法／生体膜／物質輸送／オルガネラと細胞内輸送／シグナル伝達／細胞骨格／細胞の増
殖と死／他

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

冊子購入確認

著編者名

朝倉書店 電子書籍

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税)

丹後俊郎著

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

情動と運動  ─スポーツとこころ─ (情動学
シリーズ 5)

朝倉書店 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西野仁雄編,中込四郎編
9784254106954

人の運動やスポーツ行動の発現、最適な実行・継続、ひき起こされる心理社会的影響・効果を考えるうえで情動
は鍵概念となる。運動・スポーツの新たな理解へ誘う。
〔内容〕運動と情動が生ずる時／運動を楽しく／こころを拓く／快適な運動遂行

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

電子書籍

¥19,200(＋税) □

¥5,800(＋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。 

-  12  -

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 2017年2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 □ □

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。

オーム社

¥8,800(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名
株式会社フォワードネットワーク監修,

藤田一弥著,高原歩著

9784274219993

「ディープラーニング」を概念から実務へ ― Keras、Torch、Chainerによる実装！／―数多の「ディープラーニング」解説書で概念は理解できたが、さ
て実際使うには何から始めてよいのか― 本書は、そのような悩みを持つ実務者・技術者に向け、画像認識を中心に「ディープラーニングを実務に活
かす業」を解説しています。すでに世界で標準的に使われているディープラーニング用フレームワークであるKeras（Python）、Torch(Lua)、そして日本
で開発が進められているChainerを、そのインストールや実際の使用方法についてはもとより、必要な機材・マシンスペックまでも解説していますの
で、本書なぞるだけで実務に応用できます。

イラストを使って初心者にわかりやすく解説！／現在扱われている各種機械学習の根幹とされる「ボルツマン機
械学習」を中心に、機械学習を基礎から専門外の人でも普通に理解できるように解説し、最終的には深層学習
の実装ができるようになるまでを目指しました。さらに機械学習の本では、当たり前になってしまっている表現や
言葉、それが意味していることを、この本ではさらにときほぐして解説しています。

実装 ディープラーニング

機械学習入門 －ボルツマン機械学習から
深層学習まで－

オーム社

¥6,400(＋税)

¥2,300(＋税)

著編者名 大関真之著
9784274219986

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

電子書籍

¥9,700(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

菅民郎著
9784274219658

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

9784274219634

¥7,700(＋税) □

著編者名

冊子購入確認

電子書籍

著編者名 株式会社システム計画研究所編

初心者でもPythonを用いて機械学習が実装できる！／本書は、今後ますますの発展が予想される人工知能の技術のうち機
械学習について、入門的知識から実践まで、できるだけ平易に解説する書籍です。「解説だけ読んでもいまひとつピンとこな
い」人に向け、プログラミングが容易なPythonにより実際に自分でシステムを作成することで、そのエッセンスを実践的に身
につけていきます。また、読者が段階的に理解できるよう、「導入編」「基礎編」「実践編」の三部構成となっており、特に「実践
編」ではシステム計画研究所が展示会「Deep Learning実践」で実際に展示した「手形状判別」を実装します。

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

□

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

¥7,200(＋税)Pythonによる 機械学習入門
オーム社

¥2,800(＋税)

分析手法を「目的変数（予測したい変数）がある場合」と「ない場合」に分け、それぞれの手法を更に丁寧に解説、本書は「予測」の解析に
焦点を置いた！／多変量解析を行う目的としては、大きく分けて「予測」と「要約」の2つがあります。本書では、「予測」の解析に焦点を当て
て解説します。本書では、主に重回帰分析、判別分析、正準判別分析、数量化I類（（ダミー変数）重回帰分析）、拡張型数量化1類(重回帰
の目的変数を予測する)、コンジョイント分析などの手法を扱います。各手法の解説には身近で実践的な例題を豊富に設け、これについて
計算・解釈の方法を、Excelと著者自ら作成したアドインソフトウェアを活用して詳細かつ実践的に説明していきます。

例題とExcel演習で学ぶ 実験計画法とタグ
チメソッド

オーム社

著編者名 菅民郎著
9784274219665

Excelで実験計画法とタグチメソッドが一緒に学べる！／品質管理の中でよく使う手法として実験計画法とタグチ
メソッドが挙げられます。特に品質を重視する開発技術者や製造工程を効率化したい製造技術者にとって必須
の知識といえるものです。本書では品質を定量的にあつかう品質工学の手法として代表的なタグチメソッドと実
験計画法の例題を取り上げてExcelで演習・実践していくものです。またExcelの機能だけできない分析はWebか
ら無償のアドインソフトをダウンロードして使って分析することができます。

例題とExcel演習で学ぶ 多変量解析 －回
帰分析・判別分析・コンジョイント分析 編－

オーム社

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 

-  13  -

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 2017年2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12月 商品コード □ □

2017年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年8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 □ □

はたらくしくみがマンガでわかる！いでんし
ずかん

化学同人 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北村雄一著
9784759819236

遺伝子が役目をもつことは知っていても、どんなふうにそれを果たすかイメージできますか？　本書では、生命を
司るさまざまな遺伝子のうち、最初に卵から体をつくるもの、細胞を死に導くもの、そしてがんが生じさせるもの、
をピックアップし、ダイナミックに絡み合いながら働く遺伝子の様子をマンガで楽しくわかりやすく紹介します。大
胆にも擬人化されキャラクターになった遺伝子たちの姿をお楽しみ下さい。

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。

睡眠科学 (DOJIN BIOSCIENCE SERIES
26)

化学同人 電子書籍

¥17,400(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三島和夫編
9784759817270

私たちの意識、行動、思考の根源を司る睡眠・覚醒現象。その特徴や調節メカニズムを明らかにする睡眠科学
は、脳科学のなかでも進展著しい学問領域であり、日本人研究者が多大な貢献をしている。本書では、各領域で
中心的な役割を果たしている一線の研究者が執筆し、睡眠科学のこれまでの進展と、将来目指す方向が示され
ている。学際的な研究分野を見渡せる貴重な一冊。

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。

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。

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)

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。

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。 

-  14  -

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 2017年2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6月 商品コード □ □

サービスデザイン―フレームワークと事例で
学ぶサービス構築―

共立出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山岡俊樹編著
9784320071988

本書で紹介している汎用システムデザインプロセスは、個人の直感やセンスに依存することなく、優れたサービ
スを論理的・システム的にデザインするための手法である。その特徴は以下の通りである。・属人的な手法を排
し、システム的思考に基づく、論理的手法である・発想、論理性の基となる幅広い知識を学べる・発想は制約条
件により効率的に行い、目利き力を養える　本書の前半はサービスデザインの考え方やデザイン方法について
述べている。また、学生や企業でのサービスデザインの実践例・活動例を紹介している。

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

作図で身につく双曲幾何学―GeoGebraで
見る非ユークリッドな世界―

共立出版 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税)

的川博士が語る宇宙で育む平和な未来
（喜・怒・哀・楽の宇宙日記　5）

共立出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 的川泰宣著
9784320005969

第5巻の本書は、主に毎日小学生新聞「銀河教室」で連載した記事やその他の記事を編集し直し、より広く読者
に提供するものである。2012年12月～2016年5月までの約4年分をもとにしている。前シリーズ（喜怒哀楽の宇宙
日誌）1～4巻と同様に、時々刻々と変わっていく宇宙計画の「ライブ中継」あり、時事ネタあり、嘆き節あり、でい
ろいろと楽しめるものになっている。

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。

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
野口潤次郎著,新井仁之編,

小林俊行編,斎藤毅編,吉田朋広編

冊子購入確認

著編者名 阿原一志著
9784320111165

三角形の内角の和が180°より小さい？ユークリッドの第5公準を否定し、マッスグの概念を根底から覆した、そんな不思議
な幾何学、双曲幾何学を体感しよう！本書は『計算で身につくトポロジー』の思想を引き継いだ、素朴に面白い双曲幾何学
の書である。双曲幾何学を「補助線」、「コンパスと定規の作図」、「平面座標」、「複素座標」という4つの切り口から、作図をメ
インに据えながら、同時並行で進めていく。また、同じ作図で双曲幾何学を考えるのでも、上半空間モデルでは易しく、ポア
ンカレディスクモデルでは難しいが、本書ではポアンカレディスクモデルですべての作図を試みている。

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。

9784320111776

本書の目的は、複素関数論あるいは複素解析学に入る前の段階までの数（カズ）としての複素数について厳密
性を維持しながらできるだけ平易に解説することである。新しい工夫としては、通常の教科書ではあまり触れら
れることのない数の超越性の初等的部分を扱う点と、複素数と「定規・コンパス」の組み合わせを強調したことで
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。

ウナギの保全生態学（共立スマートセレク
ション　8）

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

複素数入門（共立講座 数学探検　4）
共立出版 電子書籍

¥7,600(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 海部健三著,コーディネーター：鷲谷いづみ
9784320009080

食材としても、「謎の生物」としても、注目を集めるニホンウナギ。2013年には環境省が、2014年にはIUCN（国際
自然保護連合）が、相次いで本種を絶滅危惧種に指定した今、保全と持続的利用のための対策が急務とされ
る。本書は、最新の知見に基づき、ニホンウナギの保全と持続的利用を進めるための、具体的な指針を提示す
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。

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 2017年2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 2016年4月 商品コード □ □

冊子購入確認

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 尾内理紀夫著
9784339028522

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

ネット上にWebショップを開設させるまでを順を追って解説する。最初にクライアント側のHTMLとCSSについて説
明し、その後、Webサーバプログラミング言語としてPHP、サーバと接続するデータベースとしてMySQLを説明し
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。

はじめて学ぶコンピュータ概論 ハードウェ
ア・ソフトウェアの基本（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,000(＋税) □

¥2,100(＋税)

Webサービス入門 HTML/CSS，PHP，
MySQLによるWebショップ開設（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

実践サイバーセキュリティモニタリング
コロナ社

本書では、マルウェア感染攻撃を中心に、攻撃を観測して解析する技術を演習を交えて解説した。本質的な検
討方法や実践的な解析技術を学べるような構成とし、サイバー攻撃に対応するための実践力を身につけること
ができる。

著編者名
寺嶋廣克著,朴鍾杰著,

安岡広志著,平野正則著

9784339028508

現代のIT社会の常識として、コンピュータ全般にかかわる技術をやさしく解説。コンピュータの中で何が行われて
いるかを初歩から理論的に説明し、ハードウェアとソフトウェアの基本を重点的に学べるようにした。初学者に最
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。

冊子購入確認

著編者名
八木毅著,青木一史著,秋山満昭著,

幾世知範著,高田雄太著,千葉大紀著

電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税)

9784339028539

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 2017年2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 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407340235

・ワープロ、表計算、プレゼンテーションなどのパソコンのリテラシーを網羅
・例題をとおして基礎から学べる
・レポート・資料作成に必要な知識・操作を解説
・情報活用基礎が身につく実習問題を節末に掲載
・コンピュータやインターネットの基礎、著作権の基礎、SNSの安全な利用、レポート作成のコツ、プレゼンテーションの基本技能なども掲載

Windows10,Wordの基本的な使い方をマスターできるテキスト。手順を追った例題と豊富な練習問題を掲載。

30時間アカデミック　情報リテラシー
Office2016 (30時間シリーズ)

実教出版

¥3,600(＋税)

¥1,300(＋税)

30時間でマスター　Word2016 (30時間シ
リーズ)

実教出版

¥2,700(＋税)

¥950(＋税)

著編者名 実教出版企画開発部編
9784407340204

30時間でマスター　Excel2016 (30時間シ
リーズ)

実教出版 電子書籍

¥2,700(＋税) □

¥950(＋税) 冊子購入確認

著編者名 実教出版企画開発部編
9784407340211

Windows10,Excelの基礎から応用まで、手順を追った例題と豊富な練習問題を掲載。関数については、全商情報
処理検定ビジネス情報2級の範囲までを完全網羅。

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

¥950(＋税) 冊子購入確認

著編者名 実教出版編修部編
9784407340198

Windows10,Word,Excelの基本的な使い方をマスターできるテキスト。手順を追った例題と豊富な練習問題を掲
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。

30時間でマスター　Office2016 (30時間シ
リーズ)

実教出版 電子書籍

¥2,800(＋税) □

¥1,000(＋税)

30時間でマスター　Word&Excel2016 (30時
間シリーズ)

実教出版 電子書籍

¥2,700(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 実教出版編修部編
9784407340181

Windows10,Word,Excel,PowerPointの基本的な使い方とOfficeのフォトレタッチ機能をマスターできるテキスト。手
順を追った例題と豊富な練習問題を掲載。

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。

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 2017年2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 □ □

出版社

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 □ □

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 2016年1月 商品コード □ □

光メタマテリアル入門（※）
丸善出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中拓男著　
9784621087831

メタマテリアルは今までにない新しい物質を作り出すサイエンスとテクノロジーで、2000年頃から、欧米を中心に
研究が活発化してきた分野です。 本書は、本来は構造体なのに、なぜ「メタマテリアル」と呼ばれるのかという疑
問も含め、その正体、作り方、用途などの基礎の基礎を、光に関するメタマテリアルに限定して初学者の方に解
説しています。

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。

日本の火山ウォーキングガイド（※）
丸善出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 特定非営利活動法人火山防災推進機構編
9784621088487

本書では、日本に数多くある火山のなかから特徴的な22の火山を紹介しています。そのうち21の火山は「活火
山」で、噴火の可能性を秘めています。それらの火山に焦点をあて、地下深くに存在するマグマの通り道であり、
非火山では決して見ることのできない周辺景色を楽しめるウォーキングルートを紹介します。 火山ウォーキング
を安全に楽しむため、準備や留意点のほかに、各火山コースの難易度も掲載されています。

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。

自然科学のための　はかる百科（※）
丸善出版 電子書籍

¥39,600(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
渥美茂明編,尾関徹編,越桐國雄編,

関隆晴編,西村年晴編,松村京子編,横井邦彦編

9784621300480

物理・化学・生物・地学・生活分野の「はかる」ことに特化したトピックスごとの読切りの事典。現代の標準的な「は
かり方」から歴史的な「はかり方」、最先端の「はかり方」まで、高校の教科書では詳しく触れていない「はかり方」
について懇切丁寧に解説。理科4教科を横断して解説するので、「はかる」という視点で他の教科も知ることがで
き、広い視野が得られる。

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。

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。

薄膜工学 第3版（※）
丸善出版

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名
日本学術振興会薄膜第131委員会編集企画,

金原粲監修,吉田貞史編著,近藤高志編著

著編者名 森下直貴編　 
9784621300176

本書は、近未来のデジタル世界を先取りし、生命（バイオ）技術を含めて人間に関連する先端科学技術のもたら
す効果もしくは負荷に対して、私たちの社会がいかに対応すべきかを探求する倫理学の本です。倫理の根本を
押さえつつ、現代社会の中の科学技術システムの位置、科学技術倫理学とその問題および三つの基本課題を
解説。身体・脳・心・社会をめぐる具体的事例を取り上げながら、三つの基本課題に対する理論モデルを提案し
ます。

9784621300985

今日のナノテクノロジーは微細加工・微細構造作製技術と組み合わされた薄膜技術なしには成り立ちません。
本書では基本を重視する従来の編集方針はそのままに、「薄膜工学セミナー」の内容をもとに大幅な改訂を行い
ました。幅広い知識を要求されている薄膜分野に携わる研究者・技術者に、基本技術の解説書として必携の一
冊です。

生命と科学技術の倫理学-デジタル時代の
身体・脳・心・社会（※）

丸善出版

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  18  -

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

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



医学編 2017年2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 2017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 □ □

「足に釘を打ち込んでしまった！」などの、救急で出合うあらゆる異物を除去するコツを教えます！消化管から
眼・耳・鼻まで全身の症例を豊富に掲載、ベテランならではの工夫や攻略法が学べる、現場で役立つ一冊！

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。

この一冊で全身攻略！　救急での異物除去
羊土社

¥16,200(＋税)

¥4,900(＋税)

著編者名 千代孝夫編
9784758117982

IBD診療ビジュアルテキスト
羊土社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日比紀文監編,横山薫編,齊藤詠子編,
新井勝大編,清水泰岳編,前本篤男編,

津典孝編,内野基編,国崎玲子編

9784758110631

IBD診療に携わるメディカルスタッフ・医師は必読の学会推薦テキスト！IBDの基礎知識や、外科・内科治療はも
ちろん、みんなが悩む食事・栄養療法、女性や小児の診方とサポートまで、豊富な図表でやさしく解説！

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。

IBDを日常診療で診る
羊土社 電子書籍

著編者名 日比紀文編,久松理一編

IBDの診断と治療の進め方を、最新のガイドラインに対応してわかりやすく解説！炎症性腸疾患を疑うべき症状
から、薬の使い分け、患者さんの日常生活の注意点など、炎症性腸疾患を診るすべての医師に役立つ実践書。

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。

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

9784758110600

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。 

-  19  -

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 2017年2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 □ □

2017年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年12月 商品コード □ □

2016年12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 □ □

バイオ医薬品と再生医療 (臨床薬学テキス
トシリーズ)（※）

中山書店 電子書籍

¥11,700(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
乾賢一監修,赤池昭紀編,
長船健二編,直江知樹編

9784521744490

本シリーズでは、今後、基礎領域で著しい発展が期待される「バイオ医薬品」と「再生医療」を1冊のタイトルとし
て扱った。本書は、「バイオ医薬品」「再生医療」領域の活躍する第一線の研究者によって解説された、精選され
た良質なテキストとなっている。最新知識や高度な知識については、サイドノートでの用語解説を充実させてお
り、学生が読み進めることで無理なく学習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。

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。

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　Ⅰ．解剖生理学（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
福島光夫編,津田謹輔監修,
伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742847

人体の構造と機能について、管理栄養士に必要な知識を頭の先からつま先までをバランスよく簡潔に解説。臨
床栄養学や臨床医学との関連も丁寧に盛り込んだ実践的なテキスト。

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 横山正尚編,森田潔監修
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。 

-  20  -

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。



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 



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）



■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】

　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。
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〒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


