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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3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 1024118128 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118129 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118130 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118131 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118132 □ □

「既知」の内実を疑い、重厚な考察に基づいて執筆された体系的テキスト。「小農社会」が形成され、定着する徳
川時代から、日本経済が大小の「連続と断絶」を内包しつつ現代に至る400年を通史で、人口減少という新たな
領域に入りつつある未来を見据えて学ぶ。

電子書籍

□

冊子購入確認

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

日本経済史 近世から現代まで（※）
有斐閣

¥8,200(＋税)

¥3,700(＋税)

著編者名 沢井実著,谷本雅之著
9784641164888

電子書籍

番号法の逐条解説〔第2版〕

民事訴訟法〔第5版〕（※）

¥10,900(＋税)

¥3,300(＋税)

9784641227187

2016年にいよいよ本格施行となったマイナンバー法（番号法）。本書はこの番号法を条文ごとに丁寧に解説する
ものである。マイナンバーの利用範囲を拡大する2015年改正はもちろん、本書の初版刊行後に制定された政省
令、告示の内容も盛り込んだ最新版。

宇賀克也著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥11,500(＋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。

□

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

¥5,200(＋税)

9784641137608

民事訴訟法の代表的テキストの最新版。旧版以降に出された文献・判例をアップデートし、最新の学説状況を
フォローした。債権法改正に関係する箇所は、必要な限りで改正法案を踏まえた記述としている。この1冊で、学
習から実務まで幅広く対応。

伊藤眞著著編者名

特許による技術の専有と競争との折り合いをどうつけるか、共同研究が競争制限的な共同行為となるのをどう
防ぐか、プラットフォーム間での価格競争をどう確保するか──技術革新が著しい時代に特有の問題に、いかに
対応するべきかを経済学的考察から探る。

¥5,100(＋税)

¥2,300(＋税)

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 小田切宏之著
9784641164963

国際関係学講義〔第5版〕（※）
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 原彬久編
9784641149168

混沌とした国際関係の現在を多面的にとらえ、社会科学としての国際関係学の構築をめざして好評を博してきた
テキストの最新版。EUの動向やIS等によるテロの横行、アジア太平洋地域における中国の台頭など、最新動向
を盛り込む。巻末資料もアップデート。

イノベーション時代の競争政策 研究・特許・
プラットフォームの法と経済

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。 

-  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3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 1024118133 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118134 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118135 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118136 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118137 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118138 □ □

大学での学びをアクティブにする アカデミッ
ク・スキル入門 (有斐閣ブックス)（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,800(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤奈賀子編,富原一哉編
9784641184305

「学ぶ・表現する技術（アカデミック・スキル）」を身につけ、大学での学びをより充実したものにするための第一
歩。読むだけではなく、手を動かしグループで協働しながら、主体的に授業に取り組める「アクティブ・ラーニン
グ」型の初年次教育テキストです。

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。

地域福祉の学びをデザインする（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,400(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上野谷加代子編,原田正樹編
9784641174191

「地域福祉の学びをどう創るか」(目的・内容・方法など)を教える側が共通に理解し、より質の高い教育へとつな
げるための学習指導ガイドブック。教育工学の知見に基づくインストラクショナルデザインの枠組みにより、ある
べき教育内容を30項目に構造化。

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

地域ブランディングの論理 食文化資源を活
用した地域多様性の創出

有斐閣 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林哲著
9784641164802

地域活性化策として注目を集める地域ブランディングについて、食文化資源を活用した多数の事例を取り上げ
つつ本質にせまる。地域空間と地域産品のブランド理論を結びつけ、統合モデルを提示する。また、地域マーケ
ティングやビジネス・ブランディングとの相違、関係を明らかにする。

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。

有斐閣

¥13,900(＋税)

¥4,200(＋税)

地域経済学、地域経済、地域開発、地方自治と地域づくりの４つの柱をたて、グローバル化のなかで大きく変貌
する地域経済の実態を具体的に示しながら、政治経済学の立場から解説。地方分権、東日本大震災など、第３
版刊行後９年の動向をふまえた最新版。

合理的配慮 対話を開く，対話が拓く
有斐閣

¥9,000(＋税)

¥2,700(＋税)

国際化時代の地域経済学〔第4版〕（※）
有斐閣

¥5,300(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名
岡田知弘著,川瀬光義著,
鈴木誠著,富樫幸一著

9784641220751

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 西村成弘著
9784641164819

20世紀前半にGE社と日本企業（東京電気、芝浦製作所、東芝）の間で展開された特許管理について、日米双方
の一次史料を丹念に読み解き明らかにしていく。多国籍企業の海外進出における、特許を伴った技術移転とそ
の管理は、両社の経営発展にどう影響したか。

著編者名
川島聡著,飯野由里子著,
西倉実季著,星加良司著

9784641174221

障害者基本法、障害者差別解消法、障害者雇用促進法によって、障害者に対する「合理的配慮」が法制化され
た。この新しい概念は、障害分野を超えて「共生の技法」となる可能性を秘めている。その意義と課題を、法学・
社会学・ジェンダー研究の視点で追究する。

国際特許管理の日本的展開 GEと東芝の提
携による生成と発展

-  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3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 1024118121 □ □

出版社

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 1024118122 □ □

出版社

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 1024118123 □ □

出版社

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 1024118124 □ □

出版社

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 1024118125 □ □

□

□

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。

坂東の成立 飛鳥・奈良時代 (古代の東国
2)

吉川弘文館

¥9,300(＋税)

卓越した軍事力を誇った坂東は、ヤマト王権から特殊な位置づけを与えられ、征夷や防人の拠点となった。飛
鳥・奈良時代の東国を、古代人の信仰や交通・交流、東北との関係から多面的に蘇らせ、新しい地域像を提示
する。

¥2,800(＋税)

著編者名 川尻秋生著

冊子購入確認

9784642058421

古来、楽器には神威が宿り、王権を象徴する道具と認識されてきた。前近代の天皇は幼少より管絃の習得を積
み、どの楽器を演奏するかは、時には皇統の在り方をも左右した。宮廷内での権力闘争や武家との覇権争いを
有利に導くための楽器選択など、音楽と天皇の権威との関わりや帝器の変遷を、古代・中世の天皇の音楽事績
を紹介しつつ明らかにする。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍
天皇の音楽史 古代・中世の帝王学 (歴史文
化ライブラリー 442)

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

著編者名 豊永聡美著

¥5,700(＋税)

イルカと日本人 追い込み漁の歴史と民俗
吉川弘文館

¥1,700(＋税)

軍用機の誕生 日本軍の航空戦略と技術開
発 (歴史文化ライブラリー 443)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 水沢光著
9784642058438

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

電子書籍

季節を定めて寄り来るイルカの大群を、村をあげて入り江に追い込んで捕獲する―。かつて日本全国で行われ
ていたイルカ追い込み漁の実態と歴史を、現地調査と資料を駆使して初めて体系的に分析し、追い込み漁批判
に対して客観的な事実を提示して冷静な議論を求める。また、イルカ食を通じて、伝統食のありようにも鋭く切り
込む注目の一冊。

¥2,400(＋税)

9784642068192

電子書籍

¥8,000(＋税) □

冊子購入確認

電子書籍

□

著編者名 中村羊一郎著
9784642083058

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

第一次世界大戦を経て、兵器としての飛行機が重視され始めるなか、日本陸海軍も独自の戦略的期待や用兵
思想に基づき軍官民を挙げて研究開発を進めていく。陸海軍それぞれの航空戦略の違い、国産技術の確立や
研究機関の整備などを明らかにするとともに、科学者と技術者を総動員し、世界的レベルの名機を生み出した科
学技術体制の実態を描き出す。

朝倉氏と戦国村一乗谷 (読みなおす日本
史)

吉川弘文館 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松原信之著
9784642067225

応仁の乱で活躍して主家から自立し、有力な戦国大名となった越前朝倉氏。一乗谷を拠点に合理的な分国法を
制定して国内を支配し、和歌・連歌・古典にも精通したが信長に滅ぼされる。残された史料を博捜して実像に迫
る。

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

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 2017年3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 1024118126 □ □

出版社

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 1024118127 □ □

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。

ロシア・中国と国境を接する朝鮮東北部に位置し日本の大陸進出の拠点とされた咸鏡北道。植民地時代の経済
活動・軍事基地や港湾の建設・貿易・地方行政機構・人口の動きを、地域社会の特質や国際情勢、自然環境な
ど複合的視点から考察する。朝鮮社会の主体性や独自性に迫りつつ、日本の植民地支配下における地域変容
の実態を明らかにする意欲作。

¥9,500(＋税)

著編者名 加藤圭木著
9784642038645

植民地期朝鮮の地域変容 日本の大陸進出
と咸鏡北道

吉川弘文館

¥27,500(＋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。

明治期のイタリア留学 文化受容と語学習得
吉川弘文館

¥10,600(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 石井元章著
9784642083072

近代日本の黎明期にイタリアへ渡った若き日本人たち―王立イタリア国際学院で語学を修めた井尻儀三郎(いじ
りぎさぶろう)と緒方惟直(おがたこれなお)、ヴェネツィア王立美術学校で絵画や彫刻を学んだ川村清雄(かわむら
きよお)と長沼守敬(ながぬまもりよし)。明治政府がすすめる近代化政策の中で、彼らはイタリアから何を受容し
たのだろうか。彼らの留学時代を検証し、交流の様子を描き出した、知られざる西洋文化受容史。

-  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3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 1024118117 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118118 □ □

出版社

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 1024118119 □ □

出版社

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 1024118120 □ □

慶應義塾大学出版会 電子書籍

南方熊楠

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。

私と福澤諭吉
慶應義塾大学出版会

¥8,700(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 小泉信三著
9784766423846

戦後を代表する言論人であり、今上陛下の御教育掛であった小泉信三は、長谷川如是間や柳田國男から「当代
の名文家」と称賛されたエッセイの書き手であった。現在では入手が困難となっている小泉の随筆を、没後50年
を機に2巻に集約して刊行。幼少期に傍でみていた福澤諭吉を個人的に追憶する随筆から、歴史的資料を精読
して研究者の視点で福澤を描いた小論まで、数々の福澤像を描いた文章をバランスよく編集。慶應義塾ひいて
は近代日本の一つの思想体系をあぶり出す。

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋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。

アメリカ、キューバ、ロンドン、那智――。世界各地を自ら踏破し、古今東西の膨大な時空に拡がる文献を駆使し
て、Nature やNotes and Queries に400篇近い英文論考を発表。西欧の知的潮流に正面から向き合い、独創的
な知を紡いだ学者・南方熊楠の多様性と集束力の織り成すダイナミズムを精緻に描く労作。

松居竜五著
9784766423624

著編者名 大石裕著
9784766423976

言論の自由の核心は、「批判する自由」にある！メディア政治がポピュリズムの流れを加速する民主主義社会に
おいて、ジャーナリズムはその渦から脱し、歴史的な文脈を適切に意識しながら、鋭い問題提起を行い続けるこ
とができるのだろうか？日本のジャーナリズムの根幹が揺るぎつつある現在、自由で多様な言論の場としてのメ
ディアとこれからのジャーナリズムのあるべき姿を探る。

批判する／批判されるジャーナリズム
慶應義塾大学出版会

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

実験国家　アメリカの履歴書　第2版
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木透著
9784766423907

植民地時代から21世紀まで、アメリカの歴史を多面的な視点から解き明かす。ブッシュ～オバマ政権時代を検証
する章を加筆した、新しい視点のロングセラー・テキストの改訂版。建国の理想と不平等な現実の落差、人為的
な集団統合の必要性、国としての歴史の短さ。いくつもの弱点を抱えているかに思えるアメリカが、それでもなぜ
超大国へと上りつめることができたのか？　また、アメリカの時代はもう終わったのか？　WASPという多数派が
不在となり、世界でも類のない格差／分断社会となったアメリカ。現代アメリカを読み解くための入門書。

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。 

-  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3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 1024118106 □ □

出版社

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 1024118107 □ □

出版社

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 1024118108 □ □

出版社

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 1024118109 □ □

出版社

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 1024118110 □ □

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 木庭顕著
9784326403288

公法の根底にある、近代ヨーロッパ概念である政治システムとデモクラシー。そしてそれらが全面的にギリシャ・
ローマの観念体系に負うことを踏まえ、人権概念へと迫る。東大法科大学院選択科目「公法・刑事法の古典的基
礎」公法部分の［笑うケースメソッド］。憲法や行政法の授業で見知った有名判例が、目からウロコの姿となって
現れる。

電子書籍

40年前の若き日に「立憲主義」の語を処女作の書名に選んだ著者が、21世紀の今、改めて立憲主義の意義を現
実に問わねばならぬ時代となった。社会の文明のあり方を支えるものとしての憲法という視点から、日本国憲法
を、人類社会の大きなタテ糸（歴史）とヨコ糸（比較）の交差のなかに位置づけ、「憲法から見た現代社会論」とし
て展開する。

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。

六訂　憲法入門（※）
勁草書房

¥6,000(＋税)

情報法のリーガル・マインド
勁草書房

¥11,600(＋税)

¥3,600(＋税)

9784326403349

「営業秘密は知的財産としてではなく、秘密として管理すべき」「ヒトがデータを所有するのではなく、データがヒト
と帰属関係を持つに過ぎない。あくまでもデータが主体」「情報流通の不可逆性を前提にすれば、差止と削除命
令など手続的な正義実現の重要性が増す」など、情報法に特有の法的現象を摘出したリーガル・マインドを提示
する。

著編者名 樋口陽一著
9784326451098

知覚経験の生態学 哲学へのエコロジカル・
アプローチ

勁草書房

¥16,000(＋税)

¥5,200(＋税)

著編者名 染谷昌義著
9784326102594

ギブソンの生態学的知覚論の革命性は、知覚経験を考える上で主体内部の機構ではなく環境の役割を何よりも
重視するという劇的な転回を行ったことにある。本書ではエコロジカル・アプローチが認識と行為をめぐる哲学的
問題に対して持つ革命的な意義を明らかにし、哲学を方法的独我論の軛から解放して認識を新しく捉えなおす
視点を提示する。

勁草書房 電子書籍
［笑うケースメソッドⅡ］現代日本公法の基
礎を問う（※）

電子書籍

□

冊子購入確認

□

□

著編者名 林紘一郎著

冊子購入確認

¥1,800(＋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

冊子を購入または
発注の場合は、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

□

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

災害および厄災の記憶と伝承をめぐる問題について、教育関係者や災害の専門家が、教育哲学・防災学等の
視点から検討する。先行世代から後続世代に災害という負の出来事・体験を伝えることは、教育においていかな
る可能性となるのか。その課題について思想的に踏み込んだアプローチを行い、新たな理論の構築とそれに基
づく実践を目指す。

災害と厄災の記憶を伝える 教育学は何が
できるのか

勁草書房

¥12,700(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名 山名淳編著,矢野智司編著
9784326251209

冊子購入確認

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。 

-  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3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 1024118111 □ □

出版社

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 1024118112 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118113 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118114 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118115 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118116 □ □

勁草書房

¥19,800(＋税)

電子書籍

□

教育思想のポストモダン 戦後教育学を超え
て

勁草書房

¥9,100(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 大井浩一著
9784326851928

ある世代にとっては絶対的な存在と目されている一方で、左翼思想の退潮とともに若い世代にはその仕事が理
解されにくくなっている吉本隆明。記者として知りえた生身の吉本隆明の姿を伝えるとともに、1980年代から2012
年までの著者自身の経験した時代の流れのなかで吉本の作品を論じ、その仕事が現在と未来において持つ意
義と限界を論じる。

地方自治と図書館 「知の地域づくり」を地域
再生の切り札に

勁草書房

¥7,500(＋税)

¥2,300(＋税)

下司晶著
9784326299133

戦後日本の教育学は近代をどのように理解し、ポストモダニズムをいかに受容したのか。また、1970～80年代に
かけて隆盛し90年代に一世を風靡した近代批判の思潮は、教育学に何をもたらしたのか。戦後から現在に至る
教育学の変遷と、ポストモダン以後の教育思想・教育哲学の新動向を描き出し、教育と教育学の未来を展望す
る。

社会福祉概論　第４版（※）
勁草書房

¥9,100(＋税)

¥2,800(＋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 原田謙著
9784326602957

若年者の非婚や高齢者の孤立が社会問題化する現在、私たちの人間関係は何によって規定され、幸福感にど
のような影響をもたらしているのだろうか。本書は、親族・隣人・友人関係の地域差と階層差や、ネットワークが
幸福感に及ぼす影響を「30自治体調査」「未婚者調査」「後期高齢者調査」のデータを用いて計量分析によって
検証する。

社会的ネットワークと幸福感 計量社会学で
みる人間関係

勁草書房

¥11,300(＋税)

¥3,500(＋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。

著編者名 片山善博著,糸賀雅児著
9784326050178

地方自治において図書館は重要な拠点となりうる。地方自治体の運営を改善することにより、いかに図書館行
政を変革できるのか。以前、鳥取県知事、総務大臣として積極的な図書館政策を進めた片山と、図書館政策論
を専門とし、全国各地の図書館の実際を知る糸賀による、「地方自治論」と「図書館論」の画期的なコラボレー
ション！

批評の熱度　体験的吉本隆明論
勁草書房

¥8,300(＋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。

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 津田正太郎著
9784326602940

生活保護バッシングにみられるように「同じ国民だから」という理由によって互いを支え合う国民的連帯は危機に
瀕している。一方で、近隣諸国との緊張悪化や排外主義運動の広がりなど、ナショナリズムの高揚も見られる。
ナショナリズムとマスメディアはこれまでどのような役割を担ってきたのか、これからどのような役割を担うべきな
のか。

著編者名 小田兼三編著,杉本敏夫編著
9784326700950

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士資格取得を目指す学生のための社会福祉概論。14年刊行
の第3版に最新の法制度改正、データ刷新を加えた改訂版。各種福祉士・保育士など広く福祉分野の専門資格
を目指す学生を対象とするため、専門特化した内容でなく福祉分野の一般的枠組みをわかりやすく記述する。入
門者必携。

ナショナリズムとマスメディア 連帯と排除の
相克

¥6,500(＋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。



人文社会編 2017年3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 1024195223 □ □

出版社

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 1024195224 □ □

Reweaving the Economy　How IT affects
the borders of country and organization

東京大学出版会 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木聡一郎著
9784130470698

情報技術は国家・地域と産業組織の境界をどのように変えてきたか。日本企業を題材に、ITが可能にした情報
サービスのアウトソーシング、クラウド、マス・コラボレーションなどをめぐり、相手国ごとに異なる国際分業の生産
性、雇用への影響など、複雑かつ多面的な現象を明晰に説明する。【英文書籍】

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。

アメリカ教師教育史　教職の女性化と専門
職化の相克

東京大学出版会 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐久間亜紀著
9784130562263

今なお女性が多くを占め、専門性より「実践的」養成を求める声に晒されるアメリカの教師教育。19世紀州立師
範学校における葛藤を生き、越え出ようと模索した女性教師たちを追うことによって、こんにち日本の教育改革で
も繰り返し問われる教師教育の専門性、女性の労働の問題を照射する。

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

東京大学出版会 

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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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 2017年3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 1024118104 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118105 □ □

パリはわが町
みすず書房 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ロジェ・グルニエ著,宮下志朗訳
9784622085553

97歳のフランスの短篇名手が、人生の大半を過ごしたパリの「所番地」を鍵に語る極私的断章集。注釈、登場人
物三百人の索引付。

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

著編者名 ジャン・アメリー著,池内紀訳
9784622085195

ナチスによる幾度もの拘束と収容、逃亡を繰り返して生き延びた思想家が述懐する、個の尊厳を奪い尽くす人道
への大罪。訳者新解説付。

みすず書房 電子書籍
罪と罰の彼岸 打ち負かされた者の克服の
試み

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

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

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

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



理工学編 2017年3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 1024118002 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118003 □ □

出版社

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 1024118004 □ □

出版社

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 1024118005 □ □

出版社

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 1024118006 □ □

冊子を購入または
発注の場合は、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

¥5,300(＋税)

¥1,900(＋税)

著編者名 矢野文彦監修
9784274219863

Windows 10でのコンピュータ操作、Office 2016活用などの基礎を学べる1冊！／本書は、大学において必要となる情報リテラシーの習得を
目標としています。好評の『情報リテラシー教科書』最新版は、機能、インタフェースが一新されたWindows 10とOffice 2016に対応した書籍
です。PC基本操作をはじめ、Office 2016(Word,Excel,PowerPoint)による活用としてレポート作成、プレゼンテーション、データ処理、グラフ作
成を解説し、私たちにとって不可欠な存在になりつつあるクラウドコンピューティングの話題にも触れています。情報基礎がしっかり身につく
解説、さらにイントロダクションにはマンガページを設けるなど学生の学習意欲を沸かせるように工夫を凝らしています。

「マーケティング」を知り尽くした著者が、Rによるマーケティングデータの分析をやさしく解説！／データ分析関連
のビジネス書は多数ありますが、読み物・啓蒙書に近い書籍や、分析例を説明しているものの実際の分析手法
が解説されていないため、いざ実践となると正しい分析ができない書籍などが散見しています。本書は、マーケ
ティングのデータ分析の概念・理論をやさしく解説し、特に初心者が陥りやすい「答えを求めるデータ分析」思考
をあらため、「ヒントを求めるデータ分析」へと導くとともに、豊富なRによる例題で実践力を身につけます。

情報リテラシー教科書 Windows 10/Office
2016対応版

Rによる データ駆動マーケティング
オーム社

¥7,200(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 豊田裕貴著
9784274219689

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。

9784274220043

¥8,800(＋税) □

著編者名

冊子購入確認

電子書籍

著編者名 オーム社編

図解でわかりやすい3種冷凍の定番書・待望の改訂版！／本書は全く知識がなく、はじめて冷凍機の運転、管理者を目指す
方でも、無理なく第3種冷凍機械責任者試験（3種冷凍）に合格できるようまとめた受験対策書として、2010年に発行した「ゼ
ロからはじめる3種冷凍試験」の改訂版です。本書の特長である「ポイントを絞った内容と平易な解説」、「図を豊富に用いて、
冷凍機に触れたことがない方でも原理や構造が目で見て、しっかりとイメージが掴める」といった内容はそのままに、最新の
出題傾向に沿った問題に刷新させるとともに内容もボリュームアップしています。

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。

□

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

¥5,500(＋税)ゼロからはじめる 3種冷凍試験（改訂2版）
オーム社

¥3,200(＋税)

一番やさしい整数論―暗号理論・フェルマーの定理・abc予想まで学べる、数論の集大成／整数論（数論とも呼ばれる、number theory）とは
数、特に整数およびそれから派生する数の体系（代数体、局所体など）の性質について研究する数学の一分野で、「フェルマーの最終定
理」等が有名です。本書は「読み物」ではなく、かつ単に問題を解く教科書でもない、考え方に重きを置いた本を目指します。本書の大きな
魅力は、数学の専門書以外ではあまり扱われることがなかった定理も証明し、興味を持ってくれた人にはわかってもらうよう、イラストを入
れ、詳細な説明を行います。数論は決して易しい学問ではなく、特に「abc予想」等は難問として超有名ですがこれをゴールとすることで、明
確な目標を提示できる書籍となります。

電子書籍

安福悠著
9784274219696

著編者名
Rachel Davies著,Liz Sedley著,

永瀬美穂訳,角征典訳

9784274219375

アジャイルなチームの育て方を学ぼう／ソフトウェア開発手法の一つである「アジャイル開発」。本書は、アジャイ
ルコーチ（アジャイル開発を実践するチームにおけるメンバーの指導者）のあり方について、実用的な側面から
解説したRachel Davies and Liz Sedley, “Agile Coaching”（The Pragmatic Programmers, LLC 2009）の翻訳書で
す。チームを改善するためのヒントや効果的なミーティングの方法などを実践的に解説しています。

発見・予想を積み重ねる ―それが整数論
オーム社

□

冊子購入確認

アジャイルコーチング

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

電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

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 

-  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3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 1024118007 □ □

出版社

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 1024118008 □ □

出版社

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 1024118009 □ □

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 浅野晃著
9784274220128

もう統計学は怖くない！数学が苦手な人でも理解できる統計学の入門書！／本書は「統計学が必要だけど数学は苦手、だから統計学は
敷居が高い」感じる人に向けた書籍です。まず「数学準備編」で、数学が苦手な読者でも興味がわくような題材と数学を絡めることで、飽き
が来ないように統計学に必要な数学の準備を行います。数学の基礎が身に付いたら、次は「統計学基礎編」で統計学の基礎中の基礎であ
る基本統計へと進み、さらに「統計学発展編」で実際に分析することができるようになる回帰分析や多変量解析が扱えるまで段階的に説明
していきます。この3段階を踏むことで、挫折することなく自然と実務に役立つ統計学の知識が身に付く書籍となっています。

著編者名 菅民郎著
9784274220111

Excelと例題でばっちり身につく！／本書は、主に医療統計で好んで使われる統計手法を取り上げています。薬
品や治療によってどのくらい命が変わってくるかという考えは商品寿命にも応用できるので、製造業の方にも使
えます。Excelを使って実習することにより、計算が難しいロジスティック回帰分析や生存時間解析などを理解す
ることができます。

挫折しない統計学入門 －数学苦手意識を
克服する－

オーム社

¥6,100(＋税)

¥2,200(＋税)

Windows 10でのコンピュータ操作、Accessを含めたOffice 2016活用など基礎を学べる1冊！／本書は、大学において必要となる情報リテラ
シーの習得を目標としています。好評の『情報リテラシー教科書』最新版は、機能、インタフェースが一新されたWindows 10とOffice
2016,Access 2016に対応した書籍です。PC基本操作をはじめ、Office 2016(Word,Excel,PowerPoint,Access)による活用としてレポート作
成、プレゼンテーション、データ処理、グラフ作成、データベース処理を解説し、私たちにとって不可欠な存在になりつつあるクラウドコン
ピューティングの話題にも触れています。情報基礎がしっかり身につく解説、さらにイントロダクションにはマンガページを設けるなど学生の
学習意欲を沸かせるように工夫を凝らしています。

例題とExcel演習で学ぶ 多変量解析 －生
存時間解析・ロジスティック回帰分析・時系
列分析 編－

オーム社

¥9,700(＋税)

¥3,500(＋税)

情報リテラシー教科書 Windows 10/Office
2016+Access 2016対応版

オーム社

¥6,100(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 矢野文彦監修
9784274219870
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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3月号 

2017年2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 1024019801 □ □

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 1023891868 □ □

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。

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3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 1024195217 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024195219 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024195220 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024195221 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024195222 □ □

理工系のための実践・特許法 第3版
共立出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古谷栄男著
9784320096448

理工系の学生および企業の開発者・技術者が、特許法を理解し、実践への応用力が身に付くよう事例と演習に
より解説した。第3版では、新設された特許情報プラットフォームの活用、特許異議申立制度、職務発明などの法
改正を改訂した。

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。

ICT未来予想図―自動運転，知能化都市，
ロボット実装に向けて―（共立スマートセレ
クション　9）

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

ニュースが面白くなるエネルギーの読み方
共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀史郎著,黒沢厚志著
9784320005976

ニュースで流れる様々なエネルギーの課題を取り上げ、特に専門的な知識がない人でも理解できるように解説
するとともに、エネルギー問題について、さらにより詳しく知りたい方のために、理論的な整理と将来の見通しを
整理して紹介。ちょっとした疑問として抱くようなトピックについては、ショートコラムとして紹介し、より専門的な考
察ができるように理論的事柄にも言及している。

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。

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編,井本英夫著

冊子購入確認

著編者名 土井美和子著,コーディネーター：原隆浩
9784320009097

今後予想されるICT 技術と社会との関係（インタラクション）について、倫理的、法的、社会的課題（ELSI:
Ethical、 Legal and Social Issues）などの観点から、さまざまな例を交えてわかりやすく解説した本邦初の書籍。

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。

9784320044203

X線結晶構造解析は物質のミクロ構造を決定する強力な方法であり、特に無機化合物の構造決定の主役であ
る。しかし、X線結晶構造解析は、回折現象と結晶学という非常に奥の深い物理的・数学的な理論を基礎として
いて、これらを学ぶ機会の少ない化学者には理解が難しい。本書は、その難しい基礎の部分をわかりやすく解説
したものである。

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。

海鳥のモニタリング調査法（生態学フィール
ド調査法シリーズ　7）

共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

無機化合物の構造を決める―X線回折の原
理を理解する―（化学の要点シリーズ 　15）

共立出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
綿貫豊著,高橋晃周著,

占部城太郎編,日浦勉編,辻和希編

9784320057555

気候変化と人間活動の影響を調べるにあたり、海洋生態系の変化に関する広範囲かつ長期間のモニタリングが
求められ、さまざまなアプローチがとられている。その中でも調査費用が他の手法に比べ安価とされる海鳥は、
海洋生態系指標として有用とされる。また、海鳥種の絶滅危険性の判断、個体数変化の要因の解明、保全活動
の評価にも、海鳥の数や繁殖成績についてのモニタリングが必要である。そこで本書では、海鳥をモニタリング
するための野外調査手法について紹介する。

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

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  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 2017年3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 1024118010 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118011 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118012 □ □

冊子購入確認

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鄧明聡著,姜長安著,脇谷伸著
9784339032192

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

本書は、機械系、電気系、プロセス系などの研究開発分野において有用となる、MATLABを用いたシステム分析
とモデル化、各種制御器設計、システムダイナミクス環境の構築に関するシミュレーションについてわかりやすく
解説する。

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

暗号と情報セキュリティ (リスク工学シリーズ
8)（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

MATLABによるシステムプログラミング プロ
セス・ロボット・非線形システム制御からDCS
構築まで

コロナ社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

数値電磁界解析のためのFDTD法 基礎と実
践

コロナ社

電磁界解析に用いられるFDTD法の基本的なプログラムコードを掲載し、経験者の技術者や大学院生はもちろ
ん、初学者にも理解できるよう詳細に説明した。FDTD法の基礎を学ぶとともに具体的な解析のステップアップに
役立つ一冊。

著編者名 岡本栄司著,西出隆志著
9784339079289

情報ネットワークを有用にするものは情報セキュリティであり、リスク工学的手法も応用の一つである。本書は暗
号技術とその周辺を中心にその基礎と、応用として情報セキュリティの必要性、脅威に対する対策、標準化動向
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。

冊子購入確認

著編者名 宇野亨編著

電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税)

9784339008845

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 

-  16  -

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

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



理工学編 2017年3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 1024118013 □ □

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6月 商品コード 1024019792 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024019794 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024019795 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024019796 □ □

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) 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。

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。

事例でわかる統計シリーズ　教養のための
統計入門

実教出版 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 景山三平監修,大田靖編,宿久洋編
9784407332841

中学・高校での統計の基本を確認し、一般教養系の事例のデータを基にして統計を学ぶ入門書 ●授業で扱う「基礎編」と、やや発展的な
「実践編」の2段階で学べるテキスト●ていねいな説明で理解しやすいテキスト●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、その章で解決していく形式●豊富な図やイラス
ト、グラフで視覚的にも理解しやすい●例題はマークを付けて見やすくしてあります●重要事項には枠囲みがしてあります●章末にはレ
ポート提出できる演習問題を掲載●章の終わりには理解の確認ポイントを置いてその章の理解度をチェックできる●各章の最後には歴史
や親しみやすい話題のコラムを掲載●巻末にはその章で必要な参考文献を提示

冊子を購入または
発注の場合は、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3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 1024118014 □ □

出版社

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 1024118015 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118016 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118017 □ □

脳はいかにして数学を生みだすのか
丸善出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田暁著
9784621301029

脳は、数学および数学的論理体系をいかにして構築するのか。脳の認知機能と自然科学的思考に関する研究
が、脳科学、情報科学、教育学の観点からも進展してきている。脳がどのように数を認知し、論理を構築し、抽象
化し推論していくのかを、素粒子物理学者として著名な著者が、わかりやすく解説。

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。

物理チャレンジ独習ガイド-力学・電磁気学・
現代物理学の基礎力を養う94題（※）

丸善出版 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 特定非営利活動法人物理オリンピック日本委員会編,
杉山忠男著

9784621301210

本書は、高校物理を基本として、物理チャレンジで扱われる内容の、力学、電磁気学、現代物理の基礎を丁寧に
解説し、関連する多くの問題を掲載しています。物理の理解を深め、物理チャレンジや国際物理オリンピックに参
加して各国の高校生と交流を深めたり、大学・大学院での幅広い研究活動の基礎を学ぶものとして役立つ一冊
です。

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

『有機反応機構』ワークブック-巻矢印で有
機反応を学ぶ！（※）

丸善出版 電子書籍

¥3,000(＋税) □

¥880(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥山格著
9784621301074

有機化学は有機物質の変換の化学であり、有機反応を理解することが重要です。本書は、”『有機化学』ワーク
ブック：巻矢印をつかって反応機構が書ける！”の続編で、有機反応機構の書き方をさらに学ぶために、反応の
種類別に系統的に考え、有機反応の枠組みがわかりやすくなるように工夫されています。実際に紙と鉛筆を用
いて繰り返し学習することで、有機化学が身に付く、反応機構への入門書です。

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

□

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。

終末期医療を考えるために―検証･オランダ
の安楽死から（※）

丸善出版

¥8,600(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 盛永審一郎著,ベイツ裕子編集協力
9784621301142

本書は、オランダで耳鳴りによる耐えがたい苦痛から、安楽死を望み永眠した女性のケースを取り上げ、患者の
死ぬ権利、医師の側における死の介助を拒否する権利など、さまざまな見地から検討されてきたオランダの安楽
死法制定に至る背景を検証しています。日本における終末期医療のあるべき姿について考察するために書かれ
た一冊です。

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3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 1024118018 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118019 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118020 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118021 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024118022 □ □

電子書籍

生命を維持していくために、光はエネルギー源、情報源として必要不可欠である。本書は、光と生命に関連する事項や現象
を化学、生物学、医学など様々な分野から捉え、約200項目のキーワードを見開き2頁で読み切り解説。正しい基礎知識だけ
でなく、応用・実用的な面からも項目を取り上げることにより、光と生命の関係の重要性や面白さを伝える。
〔内容〕基礎／光のエネルギー利用／光の情報利用（光環境応答、視覚）／光と障害／光による生命現象の計測／光による
診断・治療

¥11,300(＋税)

著編者名 日本金融証券計量工学学会編

冊子購入確認

著編者名 日本光生物学協会光と生命の事典編集委員会編
9784254171617

ファイナンスにおける 数値計算手法の新展開  (ジャ
フィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分析)

¥36,300(＋税)

朝倉書店
□

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 横田博編,木村和弘編,志水泰武編

地域環境水文学  (シリーズ〈地域環境工
学〉)（※）

独自の内容を盛り込み一層ブラッシュアップした、獣医生化学の「学びやすく」「読んでみたくなる」テキスト。豊富
な図表で最新の知見を詳細に解説。
〔内容〕水と電解質／代謝の概観と酵素／代謝の臓器分担と相関／ホルモンの基本生化学／他

9784254460353

改訂 獣医生化学
朝倉書店

9784254445015

水文学の基礎を学べるテキスト。実際に現場で用いる手法についても、原理と使い方を丁寧に解説した。
〔内容〕水循環と水収支／降水（過程・分布・観測等）／蒸発散／地表水（流域・浸入・流量観測等）／土壌水と
地下水／流出解析／極端現象の水文統計解析／付録

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

光と生命の事典
朝倉書店

□

¥11,000(＋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。

9784254290257

〔内容〕ニュースを用いたCSR活動が株価に与える影響の分析／分位点回帰による期待ショートフォール最適化
とポートフォリオ選択／日本市場センチメント指数と株価予測可能性／小企業のEL推計における業歴の有効性

冊子を購入または
発注の場合は、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) □

¥3,700(＋税)

田中丸治哉著,大槻恭一著,
近森秀高著,諸泉利嗣著

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

コンパクト 公衆栄養学 （第 3 版）（※）
朝倉書店 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 梶本雅俊編著,川野因編著,石原淳子編著
9784254610598

家政栄養系学生・管理栄養士国家試験受験者を対象に、平易かつ簡潔に解説した教科書。国試出題基準に準
拠。
〔内容〕公衆栄養の概念／健康・栄養問題の現状と課題／栄養政策／栄養疫学／公衆栄養マネジメント／公衆
栄養プログラムの展開

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

電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

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

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



医学編 2017年3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 1024195215 □ □

2017年2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 1024015015 □ □

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 1023891794 □ □

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 1023668621 □ □

食道・胃・十二指腸の診療アップデート (プリ
ンシプル消化器疾患の臨床)

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木裕編,木下芳一編
9784521744421

上部消化管疾患は、良性疾患、悪性疾患、機能性疾患ともに有病率が高く、内科診療において出会う機会が多
い。本書では、最新の診療ガイドラインに基づいた上部消化管疾患の標準的な診療の流れを解説するとともに、
好酸球性食道炎などの新しい疾患、各種の画像強調内視鏡検査などの検査法、アコチアミドやPOEMなどの薬
剤・治療法なども概説する、消化器分野の最新の進歩までカバーした内科医必携の一冊。

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。

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。

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 2017年3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 1024195403 □ □

出版社

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 1024195404 □ □

出版社

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 1024195405 □ □

「くり返す痛み、適切な処方は？」「言いづらいこと、どう切り出す？」薬の使い方に加え、つらさを癒す声かけや
ICの具体例が満載！ポケットに入れて持ち運べるオピオイド等力価換算表付き！

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。

がん治療のための緩和ケアハンドブック
羊土社

¥11,900(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 吉田健史著,中川和彦監修,小山敦子監修
9784758118033

楽しくわかる生物・化学・物理
羊土社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡田隆夫著,村山絵里子イラスト
9784758120739

理科が不得意な医療系学生のリメディアルに最適！ 必要な知識だけを厳選して解説、専門基礎でつまずかな
い実力が身につきます。頭にしみこむイラストとたとえ話で、最後まで興味をもって学べるテキストです。

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。

研究留学のすゝめ！
羊土社 電子書籍

著編者名
UJA（海外日本人研究者ネットワーク）編,

カガクシャ・ネット編集協力

留学にはギモンがいっぱい！留学先選び、グラント獲得、留学後の進路…これらを乗り越えた経験者がノウハウ
を伝授し、ベストな留学へと導きます。本書を持って世界に飛び立ち、研究者として大きく羽ばたこう！

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。

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

9784758120746

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。



 

出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年7月 商品コード

出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年4月 商品コード

医薬品の合成戦
略  医薬中間体か
ら原薬まで

化学同人
¥10,900(＋税)
¥4,200(＋税)

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174

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

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

はじめての研究生
活マニュアル 解消
します！理系大学

化学同人
¥3,300(＋税)
¥1,200(＋税)

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979



電子図書館サービス 
高等教育機関向け 

Powered by 

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

拘束することなく、本の貸出が行えます。 

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

深い読書活動を支援します。 

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

ゆとりある空間を提供できます。 

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

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

サービスイメージ 

電子図書館のメリット 



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo
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　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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