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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 2017年4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 1024322141 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322142 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322143 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322144 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322145 □ □

対馬宗氏の中世史
吉川弘文館 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒木和憲著
9784642083140

倭寇や秀吉の「唐入り」など、国際的事件の舞台になった対馬。一方で、朝鮮半島との交流は必要不可欠であっ
た。この〈国境の島〉で、中世の日朝外交や貿易を公的に主導した宗氏とはいかなる存在だったのか。歴代当主
の治世を辿り、朝鮮との間で５世紀にわたり継続した外交・貿易の基本的な枠組みや、〈国境〉ゆえに揺れ動い
た領国経営の実態に迫る。

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。

電子書籍

□

著編者名 村上恭通編
9784642017374

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

鯨とともに生きてきた “鯨(くじら)人(びと)” ６人の聞き書きを通して、日本社会における捕鯨と鯨食の多様な関係
性を明らかにする。江戸時代の鯨食文化から戦後の「国民総鯨食時代」、鯨肉が「稀少資源化」した現代にいた
るまで、捕鯨と鯨食の変遷を、近世から現代の料理書に触れつつ、高度経済成長を契機とした生活様式の移り
かわりに位置づける、注目の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。

電子書籍

青銅や鉄を弥生文化に取り入れて以降、日本の金属器文化はどのように発展したのか。生活に欠かせない利
器や祭器・装身具など、金属器の加工技術や製品の使用方法に着目しながら、古代日本人のモノ作りを見直
す。

¥6,000(＋税)

9784642058445

電子書籍

¥18,700(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 髙澤裕一著

¥37,400(＋税)

モノと技術の古代史 金属編
吉川弘文館

¥13,000(＋税)

鯨を生きる 鯨人の個人史・鯨食の同時代史
(歴史文化ライブラリー 445)

吉川弘文館

¥6,300(＋税)

¥1,900(＋税)

著編者名 赤嶺淳著
9784642058452

「加賀百万石」と称され、近世期日本最大の大名であった前田家。金沢を本拠として、その領地は能登･越中にも
及んだ。加賀藩の藩政史料や寺社由来書上などの史料から、その村落支配体制や寺院統制の実態を分析。藩
祖である前田利家、二代利長の事績や幕末における金沢町の救恤などにも触れ、その領国社会と支配の実態
を丹念に探究した注目の１冊。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍

加賀藩の社会と政治

冊子を購入または
発注の場合は、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。

古建築を復元する 過去と現在の架け橋(歴
史文化ライブラリー 444)

吉川弘文館

¥6,000(＋税)

竪穴建物や高床倉庫、寺院など、各地の遺跡の復元建物により、私たちは当時の姿を具体的に思い描くことが
できる。だが、その復元がどのように行われているかを知る人は少ない。発掘遺構や遺物、現存する古代建築、
絵画資料など、あらゆるピースを組み合わせることで完成する復元の世界とはいかなるものか。その裏側を垣間
見て、知られざる魅力に迫る。

¥1,800(＋税)

著編者名 海野聡著

冊子購入確認

9784642034760

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4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3月 商品コード 1024322146 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322147 □ □

出版社

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 1024322148 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322149 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322150 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322151 □ □

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 宇田川勝著
9784642083126

大正・昭和時代、斬新な構想力と革新的な事業活動で勇名を馳せた技術者、実業家。社会公益に役立つ未開
拓分野の先駆者を目指し、機械工業の基礎素材である可鍛鋳鉄の事業や自動車産業を開拓。戦後は中小企業
の助成活動や政治家として精力的に活動した。日産コンツェルンや満業経営にも説き及び、革新（イノベーショ
ン）企業家の波瀾の生涯を辿る。

古代飛鳥の都市構造
吉川弘文館

¥31,900(＋税)

¥11,000(＋税)

電子書籍

□

冊子購入確認

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

電子書籍

□

冊子購入確認

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

著編者名 田嶋信雄著
9784642083157

第２次世界大戦開戦にあたり重要な位置を占めた日本とドイツ。その関係深化の契機となった日独防共協定は
いかに締結されたか。ユーラシア大陸をまたにかけた諜報・謀略活動、航空路整備、対イスラーム政策など、外
務省ルートとは別に進行した陸軍の対ソ工作に注目。「空虚な同盟」とされてきた防共協定の全体像を解明し、
両国の戦略的関係に迫る。

政党内閣制は五・一五事件で崩壊し、軍部の政治介入が強まる。満洲事変後の欧米との対立、昭和恐慌から戦
時経済への転換、そして二・二六事件。デモクラシーはいかにして潰えたか。戦争に向かう時代を克明に辿る。

日本陸軍の対ソ謀略 日独防共協定とユー
ラシア政策

吉川弘文館

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

戦争とファシズムの時代へ (日本近代の歴
史 5)

吉川弘文館

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名

著編者名 相原嘉之著
9784642046350

大宝元年（７０１）正月、律令制度が完成して誕生した「日本国」。時の為政者である「天皇」はどのような政治判
断をし、いかなる理念のもとに国家形成を行なっていたのか。最新の考古学成果をもとに飛鳥、近江、藤原京の
成立過程を追究。７世紀の王宮の変遷や構造、官衙の成立、飛鳥地域の都市構造を解き明かし、律令国家の
形成過程を展望する。

日産の創業者　鮎川義介
吉川弘文館

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

河島真著
9784642068161

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

朝河貫一と日欧中世史研究
吉川弘文館

¥26,400(＋税)

¥9,000(＋税)

著編者名 海老澤衷編,近藤成一編,甚野尚志編
9784642029353

明治から昭和期に欧米の歴史学者との交流の中で学問を磨き、アメリカから日本史研究を世界に発信した
イェール大学教授・朝河貫一。日本と西欧を比較し、中世社会の封建制度を追究する朝河の先駆性と史学史上
の意義を、現在の中世史研究に照らして再評価する。同大学図書館の日本史資料収集に関わる記録や、歴史
家と交わした書簡の翻刻なども掲載。

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。

中世において「悪党」と呼ばれる人々が、朝廷・幕府や荘園領主と敵対し、召し捕りの対象とされた。鎌倉中期以
降、朝廷・幕府に悪党を訴える訴訟が多く提起され、荘園領主や地域社会も独自の治安維持機能をもって悪党
と対峙した。犯罪者を逮捕・処罰する「検断」の実態を探り、自力救済が前提の中世社会を治安維持から追究。
悪党の実像に迫る。

¥2,800(＋税)

著編者名 西田友広著
9784642083133

悪党召し捕りの中世 鎌倉幕府の治安維持
吉川弘文館

¥9,300(＋税)

-  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4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 1024322152 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024322153 □ □

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 芳賀登著
9784642067232

儒教・仏教など漢(から)意(ごころ)を排し、日本古来の精神を追究した本居宣長。松阪の商家に生まれながら、古
典研究から国学の道を歩む。『古事記伝』の成立過程を中心に、学問的営みと特徴を詳述し、思想史に与えた影
響を解き明かす。

著編者名 関周一編
9784642083089

活発な通交・貿易、そして戦争と断絶…。古来、日本列島と朝鮮半島は、国境を史的境界としない多様・多元的
な移動や交流があり、王権・国家のあり方や対外関係に大きな影響を与えてきた。律令国家群の形成と展開、
秀吉の「唐入り」、日韓国交正常化交渉など、双方の関係を東アジア内の広範な交流にも触れつつ解明。広域
史の視点から見つめ直す。

本居宣長 近世国学の成立(読みなおす日本
史)

吉川弘文館

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

日朝関係史
吉川弘文館

¥11,600(＋税)

¥3,500(＋税)

-  5  -

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

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



人文社会編 2017年4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 1024322132 □ □

出版社

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 1024322134 □ □

出版社

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 1024322135 □ □

世界と僕のあいだに
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 タナハシ・コーツ著,池田年穂訳
9784766423914

これがお前の国なんだよ。「これがお前の世界なんだよ。これがお前の肉体なんだよ。だからお前は、その状況
のなかで生きていく方法を見つけなければならない」アメリカにあって黒人であるということ、この国の歴史を、こ
の肉体とこの運命を生き抜くことを説く、父から息子への長い長い手紙。▼2015年度全米図書賞受賞の大ベスト
セラー

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

¥15,400(＋税)

¥5,000(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

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

▼点字教育の維持・発展のために視覚障害教育の中でも特に専門性が求められるのが点字教育である。教育
現場での四半世紀にわたる地道な実践をもとに、子どもの点字読速度の発達過程を探り、点字読み熟達者の調
査から効率的な両手の使い方を追求する。

牟田口辰己著
9784766423983

インドネシア国家と西カリマンタン華人
慶應義塾大学出版会

¥18,000(＋税)

¥5,800(＋税)

著編者名 松村智雄著
9784766423860

カリマンタン島西部は、インドネシアの一地域ではあるが、いわば「辺境」。この地域は元来、インドネシアのナ
ショナリズムの中心であったジャワ島とは全く異なる歴史的背景を持つ。そのような別個の社会がインドネシアと
いう国家の一部になっていく過程は波乱に満ちたものであった。またこの地域に暮らす華人たちは、インドネシア
と中国というふたつの国家に翻弄されてきた。その60年の歩みを辿り「辺境」に暮らす民衆の視点から歴史を考
える。

□

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

慶應義塾大学出版会 電子書籍

盲児に対する点字読み指導法の研究

電子書籍

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。 

-  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4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3月 商品コード 1024322184 □ □

出版社

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 1024322185 □ □

出版社

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 1024322186 □ □

出版社

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 1024322187 □ □

出版社

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 1024322188 □ □

20世紀の先進国に現れた福祉国家は21世紀に生き残れるのか。福祉国家の何が持続し、何が変化しているの
か。欧米（アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スウェーデン）と日本の福祉国家の形成・変容過程を、約100年に
わたるタイムスパンのなかに位置づけ、歴史学や政治学だけでなく比較政治経済学の知見も組み合わせて考察
し、将来像を展望する。

福祉政治史 格差に抗するデモクラシー
勁草書房

¥9,700(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 田中拓道著
9784326351695

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

□

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

勁草書房 電子書籍
学習者中心の教育 アクティブラーニングを
活かす大学授業

電子書籍

□

冊子購入確認

□

□

著編者名 赤林朗編

冊子購入確認

¥4,800(＋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。

ジャック・デリダ　動物性の政治と倫理
勁草書房

¥7,100(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名
パトリック・ロレッド著,
西山雄二訳,桐谷慧訳

9784326154449

近代政治の主権概念は人間と動物の区分と不可分であり、政治は常に人間に固有なものとされてきた。つまり
西欧思想においては、人間と人間ではない生きものたちの政治関係の発明が回避され、獣と主権者のアナロ
ジーによって動物たちに日々ふるまわれる根底的な暴力が否認されてきたのだ。デリダが人生の最後に発明し
た「動物－政治」概念から、「動物の民主主義」を考える。

¥12,800(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名
メルリン・ワイマー著,

関田一彦監訳,山﨑めぐみ監訳

9784326251193

今、教育現場ではアクティブラーニングが注目されている。しかしアクティブラーニングとは一種のスローガンであ
り、その内実は様々な教育方法や教育理念を内包する。本書はそのベースにある「学習者中心の教育」という観
点に立ち、授業実践を検討。問題解決型学習に関する米国の最新研究のレビューもあり、教育関係者に役立つ
一冊。

電子書籍

近代科学の創始者であるガリレオやニュートンが活躍した17世紀。天動説と地動説をめぐって論争が繰り広げら
れ、世界と歴史の理解が大きく変わったこの科学革命の時代に、知識人たちは化石、鉱物、火山活動、気象と
いったものから、地球がどのようなものだと考えていたのか。デンマーク人ステノを案内人に、「ジオ・コスモス」
（大地の世界）観の変容を読み解く。

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。

ジオコスモスの変容 デカルトからライプニッ
ツまでの地球論 (Bibliotheca Hermetica叢
書)

勁草書房

¥15,000(＋税)

入門・医療倫理Ⅰ改訂版（※）
勁草書房

¥10,600(＋税)

¥3,300(＋税)

9784326102600

2005年刊行の旧版は、医療倫理学を学ぶための定番テキストとして医学部や看護学部で数多く採用され、版を
重ねてきた。刊行から10年以上を経て、現在の視点から見て古くなり不正確となった情報をアップデートし、新た
に再生医療と脳神経科学の章を設けることでこの間の分野の進展に対応。旧版の特徴を生かしつつバージョン
アップした改訂版！

著編者名 山田俊弘編,ヒロ・ヒライ編
9784326148295

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。 

-  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4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 1024322189 □ □

出版社

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 1024322190 □ □

出版社

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 1024322191 □ □

出版社

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 1024322192 □ □

出版社

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 1024322193 □ □

出版社

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 1024322194 □ □

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 養父志乃夫著
9784326654062

日本は、食の安全安心も、保育も介護もあの世に逝くときも、すべてお金で買い取る社会を作り上げた。この経
済一辺倒の社会では、多くの人々が暮らしとこころを疲弊させていく。いまこそ、現代的な視点から暮らし一つ一
つを見直し、礎を組み直す時に来ている。本書は、生きていくための「こころ」、「暮らしのしきたり」、「ちから」に迫
る。

著編者名 内田勝一著
9784326499359

規定の内容を断片的に書き並べるのではなく、法制度の趣旨、背景等の本質的なしくみに重きを置き、法が織り
なす全体像を縦糸（歴史的沿革）と横糸（比較法、社会的実態）から立体的にわかりやすく解きほぐす。相互の法
令を有機的に連関させ、法的・論理的な思考方法をも習得できる。学生、各種国家試験受験生等、はじめて学ぶ
ひとたちへ。

里山に生きる家族と集落 こころと絆、持続
可能な暮らし

¥2,800(＋税)

著編者名

電子書籍

□

冊子購入確認

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

著編者名 上田純子編,松嶋隆弘編
9784326403325

会社法の体系にそって新旧司法試験・予備試験の過去問を配置、若手弁護士および合格者が模範答案を作成
し、研究者がコメントを付して丁寧に解説を施す！過去問が存在しないテーマについてはオリジナル問題を作
題。高い信頼性を備える司法試験合格のための論文演習書。平成28年度過去問まで収録。

マンション法の判例解説（※）
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 竹中治堅編
9784326351701

2009年に民主党に政権が交代し、2012年に自民党に政権が戻った。この二つの政権交代は政策の内容やその
決定過程にどんな影響を及ぼしたのか？　農業、電力・エネルギー、コーポレート・ガバナンス、社会福祉、税
制、外交、防衛、法制執務の8つの政策を精査すると、安倍政権と民主党政権の知られざる継続性が浮かび上
がる。

二つの政権交代 政策は変わったのか
勁草書房

¥10,600(＋税)

¥3,300(＋税)

上田純子編,松嶋隆弘編
9784326403332

会社法の体系にそって新旧司法試験・予備試験の過去問を配置、若手弁護士および合格者が模範答案を作成
し、研究者がコメントを付して丁寧に解説を施す！過去問が存在しないテーマについてはオリジナル問題を作
題。高い信頼性を備える司法試験合格のための論文演習書。平成28年度過去問まで収録。

借地借家法案内 (勁草法学案内シリーズ)
（※）

勁草書房

¥8,400(＋税)

¥2,600(＋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。

勁草書房

¥9,100(＋税)

電子書籍

□

論文演習会社法　下巻（※）
勁草書房

¥10,300(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 鎌野邦樹編,花房博文編,山野目章夫編
9784326403318

理論的、実務的に完全に解明されていない重要判例100件を精選し、第一人者の研究者による解説により、体
系的に分類・整理のうえ分析・評価し、実務な解決指針をも示す。実際の裁判例をもとにした実践的なマンション
法の知識の会得を目指す判例解説書である。
読者対象：学生、弁護士、マンション管理会社、管理組合、管理士、管理業者等

論文演習会社法　上巻（※）
勁草書房

¥11,300(＋税)

¥3,500(＋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4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 1024322195 □ □

出版社

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 1024322196 □ □

出版社

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 1024322197 □ □

本書は、国家的形態としてのEUと、EU経済のセンター的存在であるドイツを取り上げ、20年にも及ぶ国境を越え
た規制の模索において、行政がどのような場面でどのような組織的機構を作ったかという歴史的経緯と、技術発
展の積極的展開という特徴を持つ情報通信分野に適合する規制ネットワーク構築の在り方を解明する。

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。

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
クロード・ルフォール著,渡名喜庸哲訳,

太田悠介訳,平田周訳,赤羽悠訳

9784326302543

民主主義は全体主義の経験に照らされたとき、はじめてその意義を明かす。全体主義の概念によって、スターリ
ニズムやファシズムを定義しなおしたルフォール。本書では、東欧政治体制の研究や『収容所群島』の読解を通
じて、全体主義のただ中で生まれてくる民主主義の可能性と両義性を考察していく。

ＥＵとドイツの情報通信法制 (ＫＤＤＩ総合研
究所叢書 5)

勁草書房

¥11,300(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 寺田麻佑著
9784326403301

地方暮らしの幸福と若者
勁草書房

¥11,500(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 轡田竜蔵著
9784326654079

本書は、日本の若者研究の文脈と、「地方暮らしの幸福」に関する議論の文脈とをかけ合わせた問題意識から
出発し、地方暮らしの諸側面を総合的に捉え、その社会的課題を考察する。広島県内の「地方中枢拠点都市
圏」と「条件不利地域圏」の二つの自治体の若者（20～30代）への質問紙調査とデプス・インタビュー調査から答
えを探る。

民主主義の発明 全体主義の限界
勁草書房

¥16,500(＋税)

¥5,200(＋税)

-  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4月号 

2017年3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 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 □ □

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。

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。

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。 

-  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4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 1024322131 □ □

2017年3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 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。

みすず書房 電子書籍

テクノロジーは貧困を救わない

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。

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 外山健太郎著,松本裕訳
9784622085546

インドマイクロソフト研究所での実践が生んだ結論は「さよなら技術信仰」。単純な技術導入楽観主義を超えた新
たな貧困解決への処方箋。

罪と罰の彼岸 打ち負かされた者の克服の
試み

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 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。

冊子を購入または
発注の場合は、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。 

-  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。



人文社会編 2017年4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 1024322172 □ □

出版社

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 1024322173 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322174 □ □

出版社

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 1024322175 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322176 □ □

電子書籍

□

冊子購入確認

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

電子書籍

□

冊子購入確認

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

著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

9784641150386

私たちの生活の何と行政が関わっている？　行政の仕組みと役割は？　行政と争うときはどうするの？　身近な
ようで、イメージのつかみにくい行政法を、事例や図表を用いて、コンパクトにわかりやすく解説した。初学者が行
政法の力をつけるために最適な入門テキスト。

憲法判例50！（※）
有斐閣

9784641125926

法律実務家に必須の能力（＝紛争解決力）を、元裁判官の視点から解説する１冊。民事訴訟に関する「実践的
ケース」の解説に沿って、紛争解決力の向上に資する「糧」を提供する。長年の経験から作られたケースや、仕
事の方法に関する解説は必見です。

髙世三郎著著編者名

いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例として、人権・統治あわせて50件を易しく丁寧に解説し、
学生の理解を徹底サポート！事案と判旨だけでは難解な事例も、［読み解きポイント］［この判決／決定が示した
こと］欄で着実な理解に導く。

¥4,400(＋税)

¥2,000(＋税)

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 上田健介著,尾形健著,片桐直人著
9784641227194

行政法（※）
有斐閣

電子書籍

法を学ぶ人のための文章作法（※）

弁護士の紛争解決力 元裁判官による実践
的ケースで学ぶ

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

9784641125896

法について学んだ知識を、「よい」文章として表現するにはどうすればよいか。本書は、法律の文章ならではの特
性や、基礎となる日本語の文章作法を丁寧に解説。文章例や練習問題も豊富に掲載した。答案やレポートを書
くのが苦手と感じている人は必見。

井田良著,佐渡島紗織著,山野目章夫著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥7,300(＋税) □

冊子購入確認

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

□

冊子購入確認

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

電子書籍

¥2,200(＋税)

刑法総論をはじめて学ぶ学生に向けた判例教材。学習上の最重要判例50件を厳選し、判例を読むときどこにど
のように着目すべきか、どのような問題にどのような解決が示されたのか、易しく丁寧に解説する。学生の理解
を徹底サポートする、いままでにない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。

刑法総論判例50！（※）
有斐閣

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名
十河太朗著,豊田兼彦著,
松尾誠紀著,森永真綱著

9784641139213

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。



人文社会編 2017年4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 1024322177 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322178 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322179 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322180 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322181 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322182 □ □

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 小野善生著
9784641164871

学界のみならず実際の経営現場でも最重要テーマの１つであるリーダーシップ。その生成はフォロワーの認知に
よると規定し、３つの定性的事例研究におけるフォロワー、リーダー双方の語りから、両者の相互作用がリー
ダーシップの成立に至る内実を明らかにする。

著編者名 内田浩史著
9784641164932

初学者には馴染みのない金融の専門用語から、証券化や投資信託といった複雑でわかりにくい金融の仕組み、
マイナス金利やマクロプルーデンスなどの最新の金融政策までを幅広くカバーし、図表や事例を豊富に用いて
丁寧に解説。学習にも実務にも使える決定版テキスト。

フォロワーが語るリーダーシップ 認められる
リーダーの研究

有斐閣

¥19,500(＋税)

¥5,900(＋税)

実務家を中心に支持を集める体系書の最新版。審決例・裁判例・ガイドライン等に周到に目配りし、必要な情報
を網羅して体系的に整理している。審判制度廃止にかかる平成25年改正に対応するとともに、第２版刊行後の
数多くの重要事例にも丹念に応接している。

金融（※）
有斐閣

¥7,500(＋税)

¥3,400(＋税)

独占禁止法〔第3版〕（※）
有斐閣

¥12,400(＋税)

¥5,600(＋税)

著編者名 白石忠志著
9784641144934

マーケティング戦略〔第5版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 和田充夫著,恩藏直人著,三浦俊彦著
9784641220782

絶大なる信頼を得てきたスタンダード・テキストの最新版。体系的な構成と各論への目配りを重視するというコン
セプトに基づきつつ、豊富な事例をバランスよく取り入れて、平明にいきいきと解説する。ケースを中心に最新の
内容に改訂。（２色刷）

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

フェイス・トゥ・フェイス・ブック クチコミ・マー
ケティングの効果を最大限に高める秘訣

有斐閣 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
エドケラー著,ブラッドフェイ著,

澁谷覚訳,久保田進彦訳,須永努訳

9784641164949

膨大な調査データ（ケラー・フェイ・グループのトークトラック）から、人々の対話とクチコミの実態を暴き、クチコミ
をスパークさせて、収益をあげるための戦略を示す。アメリカ・マーケティング協会のベストブックを受賞した、クチ
コミ・マーケティングのバイブル、上陸！

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

生涯発達心理学 認知・対人関係・自己から
読み解く（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木忠著,飯牟礼悦子著,滝口のぞみ著
9784641220744

私たちはいかにして生まれ、育ち、そして老いていくのか。子どもが認知能力を獲得する過程から、自己を確立し
未来へと世代を継承していくに至るまで、生涯にわたる成熟の流れをわかりやすく解説する。コンパクトで読みや
すい入門書。

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。

-  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。



人文社会編 2017年4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 1024322183 □ □

□

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。

やさしい教育原理〔第3版〕（※）
有斐閣

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

著編者名
田嶋一著,中野新之祐著,

福田須美子著,狩野浩二著

9784641220812

「教育とは何か」という大きな問題に、広く深く取り組めるように工夫した好評テキスト。具体的な素材や問いにつ
いて考え、経験と思考の間を行き来しながら教育の世界に迫る。学習指導要領の改訂に対応し、内容がさらに
充実。学び、教え、育てる教職志望者へ。

電子書籍

-  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4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 1024394635 □ □

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 □ □

ライフサイエンスのための化学
化学同人 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
安藤祥司著,熊本栄一著,
坂本寛著,弟子丸正伸著

9784759818277

生命科学を学ぶために必要な化学の概念や考え方が理解できる、１，２年次向けの教科書。好評の第1版を全
面的に見直し、生体分子を学ぶための化学の基礎、生体分子とそのはたらき、生体化学反応とエネルギー、生
体をとりまく分子などについて記述を充実させた。

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。

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。

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。

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4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 1024322136 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322137 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322138 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322139 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322140 □ □

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,上羽牧夫著
9784320035065

熱力学は身近なものが対象であるにもかかわらず考え方が抽象的なため敬遠されがちだが、いったん身に着け
れば手軽に使えて役に立つものである。本書では、物理的意味の理解を深めるための問題と有用性が実感でき
る問題を厳選して解説した。

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

ビッグデータ解析の時代に最も注目されている手法の一つが、因果モデル解析、未知データの予測など多くの
用途に用いられる「確率的グラフィカルモデル」である。本書は、ベイジアンネットワーク、因果推論、離散論理に
よるグラフィカルモデル、統計力学とグラフィカルモデル、グラフィカルモデルの産業への応用を、それぞれの分
野で世界的に活躍する気鋭の研究者たちが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。

高校で物理を履修しなかった人のための熱
力学（ フロー式 物理演習シリーズ　7）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

確率的グラフィカルモデル
共立出版 電子書籍

¥11,900(＋税) □

冊子購入確認

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鈴木譲編著,植野真臣編著,黒木学著,
清水昌平著,湊真一著,石畠正和著,

樺島祥介著,田中和之著,本村陽一著,玉田嘉

冊子購入確認

著編者名
北海道大学数学連携研究センター編,

津田一郎著

9784320110502

本書はよく見られる脳の数理モデルに関するものではなく、脳の中に数学そのものを見出すという視点で書かれ
ている。文体もできるだけ平易に、また随所に脳のダイナミクスの意味を解明するために必要な数学が何である
かを明記している。また、研究者に関するエピソード、個人的経験、裏話なども適宜盛り込むことで、「楽しんで」
読めるように工夫した。数学と諸科学の連携の書という位置づけである。

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。

9784320111394

代数的組合せ論入門（ 共立叢書 現代数学
の潮流）

共立出版 電子書籍

¥19,200(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡本和夫編,桂利行編,
楠岡成雄編,坪井俊編,

坂内英一著,坂内悦子著,伊藤達郎著

9784320111479

代数的組合せ論とは、「群無しの群論」と標語的に述べられもするが、「組合せ論的対象の表現論の方向からの
研究」、具体的には有限置換群の研究の発展として組合せ論として研究が進められてきた分野であり、また、ア
ソシエーションスキームの枠組みの中でグラフ、デザイン、コードなどを統一的に見る方向でも研究が進められて
きた分野である。本書は、代数的組合せ論の理論およびその様々な拡張などをとりあげて解説した入門書かつ
専門書である。

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

脳のなかに数学を見る（連携する数学　5）
共立出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

プラスチックの表面処理と接着
共立出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小川俊夫著
9784320044517

プラスチックではコロナ処理のような表面処理をして、接着性を向上させることが大事な技術となる。この分野は
多くの研究があり、本書は実用的な観点から資料を選択して、ものづくりの現場で活用される技術としてまとめ
た。

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

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  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4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 1024322986 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322987 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024322988 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 宇野宏司著,渡部守義著

電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税)

9784339055214

環境生態工学 (環境・都市システム系教科
書シリーズ 21)（※）

コロナ社

本書で扱う環境生態工学とは環境工学や生態工学を学ぶための基礎的な部分を包括したものである。生態系
について初めて学ぶ学生や、その保全に関わる若手技術者らにとって学習や実務に役立つように記述した。

著編者名 桑子敏雄著
9784339052329

まちづくりや河川整備などの社会基盤整備では、住民どうし、住民と行政、行政機関間、行政機関内部での合意
形成をどう進めるかが課題となる。本書は、この課題を限られた時間の中で適切に解決するための実践的ガイド
ブックである。

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。

改訂版では現代の主要なMIMOやOFDM技術などを追加した。広帯域ディジタル移動通信の回線設計に必要な
電波伝搬の基礎理論を数式を省略せず丁寧にまとめ、初版本の思想や基本構成を維持しつつ内容を増やした
移動通信の決定版。

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。

社会的合意形成のプロジェクトマネジメント
コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

改訂　ディジタル移動通信の電波伝搬基礎
コロナ社 電子書籍

¥17,200(＋税) □

冊子購入確認

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 唐沢好男著
9784339008838

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 

-  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4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 1024394785 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024394786 □ □

経済・経営系のための統計入門 (事例でわ
かる統計シリーズ)

実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
景山三平監修,元山斉編,
伊藤有希編,高橋一編

9784407337112

中学・高校での統計の基本を確認し、経済・経営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●各章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。

理工系のための統計入門 (事例でわかる統
計シリーズ)

実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
景山三平監修,元山斉編,
伊藤有希編,高橋一編

9784407337242

●理工系の分野で用いられる統計の基礎を学ぶためのテキスト。 ●フリーソフトRを用いて分析する方法に触れ、研究にお
ける統計利用に役立てられる。●各章のはじめに，キーワード・目的を明示し，その章の課題を設定して解決していく形式。
●本文中に内容の理解を助ける例題、練習問題，章末には演習問題を掲載。巻末に練習問題の略解を掲載。●章末に“理
解の確認ポイント”を挙げ、その章での理解度をチェック。また、必要な参考文献を提示。●随所に親しみやすい話題のコラ
ムを掲載。

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。 

-  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 2017年4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 1024195225 □ □

出版社

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 1024195226 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024195227 □ □

出版社

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 1024195228 □ □

出版社

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 1024195229 □ □

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。

若い技術者のための機械・金属材料　第3
版

丸善出版

¥9,600(＋税)

¥2,900(＋税)

著編者名
矢島悦次郎著,市川理衛著,古沢浩一著,
宮崎亨著,小坂井孝生著,西野洋一著

9784621301241

機械・金属材料の丁寧に解説された基礎や、現場技術者の多年にわたる実用的な知見がふんだんに取り入れ
られた本書は、多くの大学、高専などで教科書・参考書として採用されてきました。本書は、その改訂版（第3版）
になります。基本形態は変更せず、時代に即して内容を刷新しました。日本工業（JIS）規格は最新のものに準拠
し、巻末の付録に関しては、全面的に見直されています。若い技術者の方々に役立つ一冊です。

【叢書インテグラーレ015】左と右･対称性の
サイエンス

丸善出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
広島大学大学院総合科学研究科編,

佐藤高晴編

9784621301180

本書は、「左」「右」で代表される日常的な認識に潜む「対称性」をテーマに、物理学、化学、地学、生物学、心理
学、スポーツ科学、美学、文化人類学分野で扱う事柄を、対称性の観点から考察しています。分野の壁を越えて
「対称性」を考察する楽しさ、多角的総合的に物事を捉えることの楽しさを提示する一冊です。

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。

47都道府県･寺社信仰百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山和久著
9784621301227

各都道府県には様々な寺社（お寺と神社）があり、寺社がその地、その場所に建てられたのには、歴史的･地理
的･民俗学的な理由が存在する。また、寺社が中核となって、その地の伝統を反映させた地方色豊かな信仰や
祭り、行事も毎年行われている。本書では、都道府県別に切り分けるという新鮮味のある切り口で、各都道府県
ごとにユニークな寺社や信仰(儀式･祭り･行事)について解説し、全国各地の信仰を通観する。

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。

数学リーディングス19シュプリンガー数学コ
ンテストから学ぶ数学発想レクチャーズ

丸善出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋山仁著,酒井利訓著
9784621065037

問題解決の基本的な発想法やテクニックの習得を目指し、「場合分けの技術」「対称性の活用法」など、テーマ毎
に代表的な例題を精選。基本事項のまとめとハイレベルな応用問題を両方カバーする本書は、数学の発想力を
鍛えたいと願う、全ての学生や数学ファンにとって得るものの大きいテキストです。

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。

PCの仕組みの簡単入門で基本をおさえ、著者オリジナルのパズルを解きながらプログラミングの楽しさを体感し
ていきます。プログラミング生活六十余年の著者によるユーモアと機知に富んだやさしい語り口は、プログラミン
グを始めたい人、初学者、初心を忘れたプログラマを「プログラミング道」＝「プログラミングを楽しむ道」へと誘う
でしょう。

電子書籍

□

冊子購入確認

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

プログラミング道への招待
丸善出版

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 竹内郁雄著
9784621301333

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4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 1024390614 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024390615 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024390616 □ □

電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

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

冊子を購入または
発注の場合は、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

よくわかる観光学３　文化ツーリズム学
（※）

朝倉書店 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菊地俊夫編著,松村公明編著
9784254166491

地域における文化資源の保全と適正利用の観点から、文化ツーリズムを体系的に解説。
〔内容〕文化ツーリズムとは／文化ツーリズム学と諸領域（地理学・社会学・建築・都市計画等）／様々な観光（ヘ
リテージツーリズム、聖地巡礼等）／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。

電子書籍

¥8,300(＋税)

著編者名 前川喜久雄監修,砂川有里子編

□
日本語表現力 　アカデミック・ライティングの
ための基礎トレーニング（※）

BCCWJ研究日本語教育班による、日本語教育へのコーパス活用研究の成果を紹介。
〔内容〕検索の方法／教育語彙表／類義表現分析／日本語教科書分析／作文支援／コーパス検索／正規表
現とコーパス／他のコーパスとの比較。

9784254516050

講座　日本語コーパス５　コーパスと日本語
教育

朝倉書店

9784254510492

現代社会で必要とされる、コミュニケーション力や問題解決力などを、日本語表現の土台において身につけてい
くためのテキスト。文章の構成・書き方を学び、基礎的な用語について理解を深め、実際に文章として書いてみ
るプロセスを解説。

著編者名

朝倉書店

¥2,500(＋税)

石塚正英編著,黒木朋興編著

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4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 1024322198 □ □

出版社

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 1024322199 □ □

出版社

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 1024322200 □ □

出版社

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 1024322201 □ □

出版社

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 1024322202 □ □

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

SAS Enterprise Guide 時系列分析編

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

¥10,500(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

オーム社

SAS社のソフトウェアであるSAS Enterprise Guideを解説したシリーズ、時系列分析編登場！
本書ではSAS Enterprise Guide（以下EG）を使って、時系列分析そのものと、分析用の時系列データの作成や加
工について説明します。時系列分析は、統計解析の中でも独特の用語やデータに対する考え方を使います。EG
を使えば、他の解析と同じように容易にデータの作成や分析を行うことができます。

9784274219900

¥6,900(＋税)

著編者名

□

電子書籍

松下温監修,市村哲著,宇田隆哉著
9784274219917

著編者名 SAS Institute Japan監修,高柳良太著
9784274220036

電子書籍例題とExcel演習で学ぶ 多変量解析 因子
分析・コレスポンデンス分析・クラスター分析
編

オーム社

¥8,300(＋税)

¥3,000(＋税)

¥2,500(＋税)

Webサービス構築の技術が実践的に学習できる教科書！／Webシステムを利用したビジネスが急速に展開して
いる今日、大学でも実践的なWeb技術の教育が求められるようになりました。本書は、HTMLなどを解説した「IT
Text 基礎Web技術（改訂2版）」の姉妹編として、動的Webページの作成から携帯端末Webサイトの構築、データ
管理、セキュリティ技術まで学べる教科書です。

IT Text 応用Web技術（改訂2版）
オーム社

電子書籍

著編者名
松下温監修,市村哲著,

宇田隆哉著,伊藤雅仁著

Webサービス構築の基礎が実践的に学習できる教科書！
本書は、HTML、XML、CGI、JavaScriptなどのWebページ作成のためのプログラミングの基礎事項を実践的に解
説した教科書です。改訂版にあたり、HTML5などの最新技術も加えて解説しています。近刊の「IT Text 応用Web
技術（改訂2版）」とあわせて読むことでより理解が深まります。

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。

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

¥6,900(＋税)IT Text 基礎Web技術（改訂2版）
オーム社

著編者名 菅民郎著
9784274220227

冊子を購入または
発注の場合は、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

¥7,200(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 小林雄一郎著
9784274220234

「テキストマイニングに必要な知識とはなんだろう？」 素朴な疑問に答えたテキストマイニング入門書の決定版！
本書は、「テキストマイニングに必要な知識とはなんだろう？」という素朴な疑問に直球でお答えする入門書です。テキストマイニング自体に
注力して、わかりやすく解説しています。単なるツールの説明にならないように、言語学や社会調査法の理論についても前半でていねいに
ふれ、さまざまな用途に応じたデータの視覚化手法を盛り込みます。また、テキスト分析やデータ分析のためのファイルの作り方についても
詳しく説明します。

「要約」の解析に焦点を当てて解説！
本書は因子分析、主成分分析、数量化3類（質的データのときの主成分分析）、コレスポンデンス分析、クラス
ター分析、共分散構造分析を解説します。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。

Rによる やさしいテキストマイニング

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

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

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



理工学編 2017年4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 1024322203 □ □

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。

短い問題を繰り返し、かつ多数こなすことにより、知識の定着を図る！
情報処理安全確保支援士試験合格には、多肢にわたる知識が必要です。本書は、関連試験問題や最近のセ
キュリティの話題を分析し、本試験合格に焦点を合わせたものです。特定分野に特化しがちな実務者のみならず
セキュリティ初学者に対しても、短時間で幅広い知識の定着が図れるよう考案した短い問題文（555問）とコンパ
クトな解説が特長です。

要点解釈　情報処理 安全確保支援士
オーム社

¥5,500(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 IT資格研究チーム編
9784274506512
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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4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 1024390618 □ □

出版社

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3月 商品コード 1024390619 □ □

出版社

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4月 商品コード 1024390620 □ □

やさしくわかる眼の診かた
羊土社 電子書籍

著編者名 若原直人著

元内科の眼科専門医が内科医が知っておくべき眼科診療をやさしく解説！緑内障、糖尿病網膜症などの眼科
「超コモン」から、特に気をつけるべき眼科救急、外傷まで、特別な検査機器がなくてもできる診療パールを紹
介！

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

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

9784758118019

根拠からよくわかる　注射薬・輸液の配合変
化　Ver.2

羊土社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 赤瀬朋秀編,中村均編
9784758109352

注射薬や輸液を扱う薬剤師必携の定番書が改訂！配合変化の予測・回避に必要な知識が根拠から学べて、各
章末の演習問題で応用力が身につけられます。基礎の理解から実務まで役立つ、調剤事故の防止に欠かせな
い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。

心房細動の「どの薬を使うべき？」「既往症・合併症への対処法は？」「周術期管理は？」などよくある悩みにお
答えします！実臨床での治療を全力で解説したこれまでにない実践書！すべての臨床医におすすめ！

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。

心房細動の診かた、全力でわかりやすく教
えます。

羊土社

¥11,900(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 赤尾昌治編
9784758107570

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4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 1024390621 □ □

2017年3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 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 □ □

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。

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。
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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。
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本書では、救急・集中治療領域において見逃してはならないDICを中心に、炎症と凝固・線溶の関連を示し、実際
の臨床に役立つテーマを取り上げた。各種DICの診断基準の特徴、有用なマーカー、基礎疾患との関連性、アン
チトロンビン濃縮製剤などによる治療法、鑑別診断として重要な病態や疾患について、分かりやすく解説。炎症と
凝固・線溶に関する新たな知見と臨床の実際をまとめた。
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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。
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ます。
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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
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