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　「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3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3パターンから、購入方法をお選びください。

②選書する場合は、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。

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

電子書籍価格 ¥4,400(＋税) □
冊子定価 ¥2,000(＋税) 冊子購入確認

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。

冊子を購入または発
注の場合は、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 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □
著編者名

野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3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 

「３.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7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 □ □

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 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1024943424 □ □

出版社

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 1024943425 □ □

出版社

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 1024943426 □ □

みすず書房 電子書籍
生物科学の歴史 現代の生命思想を理解す
るために

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

¥17,900(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ミシェル・モランジュ著,佐藤直樹訳
9784622085614

著者はフランスの分子生物学者で歴史・哲学研究者。最先端の視座から描く生物科学の「複雑なダイナミクス」
の歴史と生命思想の変遷。

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

アメリカ経済政策入門 建国から現在まで
みすず書房 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

9784622085836

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

電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
スティーヴン・Ｓ・コーエン著,

Ｊ・ブラッドフォード・デロング著,上原裕美子訳

高関税、補助金、インフラ、軍事など、プラグマティックな政策で世界経済を主導してきた歴史を読み解き、今後
のアメリカの戦略も提示。

エコノミックス マンガで読む経済の歴史
みすず書房

著編者名 マイケル・グッドウィン著,ダン・Ｅ・バー画,脇山美伸訳

資本主義の誕生から金融危機まで世界の経済350年史。ユーモラスなコマを追えば経済の実態が一目瞭然。世
界17ヵ国でロングセラー。

9784622085973

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1024943438 □ □

出版社

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 1024943439 □ □

出版社

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 1024943440 □ □

出版社

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 1024943441 □ □

出版社

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 1024943442 □ □
著編者名

¥1,800(＋税)

親族・相続法の基本事項について、制度趣旨・要件・効果を丁寧に記述したテキスト。預金債権に関する最高裁
大法廷の平成28年決定、夫婦同氏規定合憲判決、再婚禁止期間規定の一部違憲判決と改正法、相続法改正
中間試案とその方向性の解説等、最新の内容。

前田陽一著,本山敦著,浦野由紀子著著編者名

相続法が財産法と家族法の交点に位置づけられることから、これを「遺産管理の法」として把握する。親しみや
すくわかりやすい叙述。図表を駆使すると共に、各ユニットに、統括する問い、重要な文章や用語を明示し、学び
を助ける工夫を凝らす。２色刷。

¥3,800(＋税)

¥1,700(＋税)

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 大村敦志著
9784641137639

現代の裁判〔第7版〕（※）

法が実現される場、裁判。その全体像を正確かつコンパクトに描いた、定評のテキスト。刑事訴訟手続の改革
や、最高裁の法令違憲大法廷判決の展開、法曹養成制度改革の現状など、最新の動きを反映。統計数値も一
新した、待望の改訂。

刑事法分野全体を案内する入門書。わかりやすさ・親しみやすさを大切にしながら、内容の水準は維持。刑事法
学の奥深さを感じながら読み進められる。刑事法を中心とした法学入門という側面ももつ。初版以来好評のテキ
スト。刑訴法改正等の最新情報を織り込んだ。

井田良著
9784641220997

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

冊子購入確認

電子書籍

□

冊子購入確認

¥2,700(＋税)

基礎から学ぶ刑事法〔第6版〕（※）
有斐閣

¥4,000(＋税)

電子書籍

法の世界へ〔第7版〕（※）

民法Ⅵ　親族・相続〔第4版〕（※）

¥3,800(＋税)

¥1,700(＋税)

9784641220881

ものを買う、部屋を借りる、就職する、結婚する、事故に遭う等、生活の一場面から「法の世界」を展開。最新の
判例や立法の動向（嫡出でない子の相続分、再婚禁止期間、個人情報保護法改正）を織り込むとともに、全体を
見直した。

池田真朗著,犬伏由子著,野川忍著,
大塚英明著,長谷部由起子著

著編者名

有斐閣

有斐閣

¥6,000(＋税)

9784641179318

□

著編者名 市川正人著,酒巻匡著,山本和彦著
9784641220959

新基本民法8　相続編 遺産管理の法（※）
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。

有斐閣

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。

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

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1024943443 □ □

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。

特許法・著作権法を中心に、意匠・商標・不競法と知的財産法を網羅。身近なケースからはじめ、具体的にイ
メージしながら読み進めることができる。そのほか、各UNITに「POINT」欄や「確認問題」を設けるなど、工夫が盛
りだくさんの１冊。

知的財産法入門〔第2版〕（※）
有斐閣

¥5,800(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 茶園成樹編
9784641144989

-  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7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6月 商品コード 1024943427 □ □

出版社

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6月 商品コード 1024943428 □ □

出版社

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6月 商品コード 1024943429 □ □

日本ほどものまね芸が好まれた国はない。我が国では、ものまね芸は独自の発展を遂げたうえ、能・狂言・歌舞
伎・落語などの芸能や文学の底流となってきた。人間だけでなく、神仏や動物・草木などあらゆるものが巧みにま
ねされ、こんにちのものまね芸の隆盛にいたる。その源流と展開の歴史を、仏教芸能との関わりに着目して描い
た初めての試み。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍
〈ものまね〉の歴史 仏教・笑い・芸能 (歴史
文化ライブラリー 448)

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

□

9784642058483

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

「うつわ」を食らう 日本人と食事の文化 (読
みなおす日本史)

吉川弘文館

表象としての皇族 メディアにみる地域社会
の皇室像

吉川弘文館

¥24,800(＋税)

¥8,500(＋税)

著編者名 茂木謙之介著
9784642038676

¥7,300(＋税)

日本人が使う食器は、中国・朝鮮や東南アジア諸国とは異なっている。同じ米飯を主食としながら、それはなぜ
か。碗や皿、箸の形態・材質の歴史を追い、他地域との調理法の比較から、日本の食文化の形成を現代までた
どる。

¥2,200(＋税)

著編者名 神崎宣武著

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。

戦前から戦後にかけ国民と接した皇族は、どのような存在として認識されていたのか。中央・地方の諸メディアに
描き出された、昭和天皇の弟宮たちの像を、様々な視角から分析。天皇の代理／国民の代表という両義性を有
した皇族像が、〈現人神〉言説や象徴天皇への転換など、それぞれの時代において天皇制システムの維持に果
たした役割を追究する。

冊子購入確認

著編者名 石井公成著

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

電子書籍

9784642067263

□

冊子購入確認

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1024943430 □ □

出版社

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 1024943431 □ □

出版社

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 1024943432 □ □

出版社

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 1024943433 □ □

出版社

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 1024943434 □ □

慶應義塾大学出版会 電子書籍

東南アジア地域研究入門　1　環境

電子書籍

冊子購入確認

東南アジア地域研究入門　2　社会
慶應義塾大学出版会

¥11,200(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 山本信人監修,宮原曉編著
9784766423952

▼東南アジア地域研究ガイドの決定版！▼欧米とは異なる独自の発展と変容をとげつつある東南アジア。その
研究シーンのフロントランナーたちが執筆陣に集結、重要研究をわかりやすく紹介しながら、歴史的背景から地
域が直面する課題までを新たな切り口で明快に示す。▼東南アジアを「研究したい」「知りたい」学部・大学院生
はもちろん、アジアを舞台に活躍するビジネスパーソン、メディア関係者なども必読のシリーズ。

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

▼東南アジア地域研究ガイドの決定版！▼欧米とは異なる独自の発展と変容をとげつつある東南アジア。その
研究シーンのフロントランナーたちが執筆陣に集結、重要研究をわかりやすく紹介しながら、歴史的背景から地
域が直面する課題までを新たな切り口で明快に示す。▼東南アジアを「研究したい」「知りたい」学部・大学院生
はもちろん、アジアを舞台に活躍するビジネスパーソン、メディア関係者なども必読のシリーズ。

山本信人監修,井上真編著
9784766423945

¥11,200(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

いのちに国境はない――多文化「共創」の
実践者たち

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川村千鶴子編著
9784766423938

昨今、「日本人の多文化」が注目されている海外で育った日本人や国際結婚で生まれた子ども等、多言語・多文
化家族が増えているのだ。「義務教育機会確保法」制定をはじめ法制度改革も動き出し、国や自治体、企業、市
民セクター、医療機関、教育機関の連携も進む。　多様なルーツをもつ住民同士が互いに支え合い、安全で豊か
な社会を創る……そんな「多文化社会のセカンド・ステージ」が始まろうとしている。

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。

東南アジア地域研究入門　3　政治
冊子購入確認

著編者名 山本信人監修・編著
9784766423969

▼東南アジア地域研究ガイドの決定版！▼欧米とは異なる独自の発展と変容をとげつつある東南アジア。その
研究シーンのフロントランナーたちが執筆陣に集結、重要研究をわかりやすく紹介しながら、歴史的背景から地
域が直面する課題までを新たな切り口で明快に示す。▼東南アジアを「研究したい」「知りたい」学部・大学院生
はもちろん、アジアを舞台に活躍するビジネスパーソン、メディア関係者なども必読のシリーズ。

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

¥3,600(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥11,200(＋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。

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。

世界史のなかの近世
慶應義塾大学出版会

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋税)

著編者名 青木敦編
9784766424096

近世と呼ばれる時代に強固な独自性を見出す研究潮流が、世界各地に生まれている。本書は、日本、イギリス、
フランスを研究対象とする歴史学・文学の研究者たちが、それぞれの研究対象における「近世的なもの」を追究
し、共通する特徴を浮かび上がらせた、画期的な共同研究の成果である。伝統の再解釈による文化の活性化、
文学の世俗化・大衆化、人々の移動の拡大や身分制の再構成による社会の変容など、近世を画する重要な論
点に迫り、それらを世界史的文脈のなかに位置づける。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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4月 商品コード 1024943435 □ □

出版社

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 1024943436 □ □

出版社

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 1024943437 □ □

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか
慶應義塾大学出版会

¥6,200(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 玄田有史編
9784766424072

電子書籍

▼企業業績は回復し人手不足の状態なのに賃金が思ったほど上がらないのはなぜか？　この問題に対して22
名の気鋭の労働経済学者、エコノミストらが一堂に会し、多方面から議論する読み応え十分な経済学アンソロ
ジー。▼各章は論点を「労働需給｣「行動｣｢制度｣｢規制」「正規雇用｣「能力開発」「年齢｣の七つの切り口のどれか
(複数もあり)を中心に展開。読者はこの章が何を中心に論議しているのかが一目瞭然に理解できる、わかりやす
い構成となっている。

大学生のための動画制作入門
慶應義塾大学出版会

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 黒岩亜純著,宮徹著
9784766424287

1990年代半ばにはじまったインターネットの普及が、コミュニケーションのあり方を大きく変化させた。そして、スマ
ホの登場によってその変革の対象が文字表現から映像に移ってきている。しかし、学校で作文（文章作成）の授
業を受けたことはあっても、映像制作について体系的にその手法を学んだことはほとんどないだろう。本書は、学
部教養課程の講座を意識し、制作に必要な知識――企画から撮影、編集までを初心者向けにわかりやすく解説
したものである。

知覚と判断の境界線
慶應義塾大学出版会

¥10,600(＋税)

¥3,400(＋税)

著編者名 源河亨著
9784766424263

　20世紀はじめにセンスデータ説によって興隆をみせた「知覚の哲学」。一度は忘れ去られたこの領域が一世紀
を経て、意識の自然化の問題に注目が集まったことにより、新たに息を吹き返した。　分析哲学、現象学、心の
哲学、美学、認知科学、認識論や存在論を総動員した最新の「知覚の哲学」から、事物の種類、他者の情動、音
の不在、美的性質など、一見すると「理解」「判断」されると思われるものが、実は知覚されうる可能性を探る、野
心的な試み。

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。

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

□

-  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7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5月 商品コード 1024943444 □ □

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 齋藤直子著
9784326654086

被差別部落出身者との恋愛や結婚を、出自を理由に反対する「結婚差別」。部落出身者との結婚をめぐる家族
間の対立、交渉、破局、和解などのプロセスを、膨大な聞き取りデータの分析から明らかに。同時に、結婚差別
の相談・支援活動の事例から「乗り越え方」のヒントを探る。部落差別の根本問題を徹底的に調査研究した画期
的な成果。

冊子を購入または
発注の場合は、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

結婚差別の社会学 □

冊子購入確認

勁草書房 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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。



理工学編 2017年7月号 

2017年6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 1024775773 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024775774 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024775775 □ □

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。

Professional Engineer Library　機械力学
実教出版

¥8,000(＋税)

¥2,900(＋税)

著編者名
PEL編集委員会監修,本江哲行著,阿部晶著,

伊藤昌彦著,岡本峰基著,軽部周著,
河村庄造著, 外山茂浩著,中江貴志著

9784407337907

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋がりを
意識してまとめた。

Professional Engineer Library　工業力学
実教出版 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,本江哲行編著,久池井茂著,
池田耕著,伊藤昌彦著,國峰寛司著,小島隆史著,

小松崎俊彦著,田中嘉津彦著,森本喜隆著,吉野正信著

9784407337891

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋がりを
意識してまとめた。

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。

Professional Engineer Library　水理学
実教出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,神田佳一編著,泉山寛明著,
宇野宏司著,岡田将治著,長田健吾著,加藤茂著,

中村文則著,八田茂実著,東野誠著,三輪浩著,和田清著

9784407337884

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門
学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体となって能動的に学べるように、予習や復習をうながす要素や、工学ナビやプラスアルファなどと
いった、学習支援となる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・10章30節で構成。節ごとに予習問題、到達目標の明示、
例題、様々な学びをうながす注、演習問題、学びの振り返りのチェックリスト、自己学習用スペースの確保など、アクティブ・ラーニングを充実させるための仕掛け
を用意。・水理学とは、物理学や数学を基礎として、水の運動を科学的に説明するため経験的に発展した学問。本書は水理学を学ぼうとする読者が自主的に・
能動的に学習できるように、わかりやすく丁寧に解説したテキスト。

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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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4月 商品コード 1024943402 □ □

出版社

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 1024943403 □ □

出版社

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 1024943404 □ □

漱石と「學鐙」
丸善出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小山慶太編著
9784621301203

「學鐙」は、明治30年（1897）3月に創刊し、現在まで続く我が国最古のPR誌です。2017年は、「學鐙」の創刊120
周年でもあり、漱石にちなむ出版として、過去「學鐙」に載った漱石関連のエッセイの中から、現在にも通じる、興
味深い25本を再録して刊行しました。編者による解説をガイドとして、英文学者で教師の夏目金之助、作家の夏
目漱石の素顔を垣間見てはいかがでしょうか。

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。

サイエンス・パレット　原子核物理—物質の
究極の世界を覗く（※）

丸善出版 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Frank Close著,名越智恵子訳
9784621301654

核物質を壊す際に出る放射線は、原子爆弾や原子力発電のみならず、医療、がん治療、農業、工業などの幅広
い分野で使用されています。本書の内容は、ますます発展する素粒子や宇宙科学へとつながるこれらの分野お
よび、放射能・放射線分野の入門書といえます。発展の歴史や思考のポイントの時間軸を追うことで、理解を得
ることができます。MRIやPETなど医学分野への応用も解説しています。

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。

エコツーリズム：こころ躍る里山の旅-飯能エ
コツアーに学ぶ（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 犬井正著
9784621301517

エコツーリズム（ecotourism）とは、本来は、発展途上国の自然保護のための資金調達を目的に考え出されたも
のです。現在は日本でも、農山村を舞台にしたツーリズムが胎動しています。本書は、飯能市エコツーリズム推
進協議会長を務めた筆者が、「里地里山の持続可能な社会システムの研究」の視点から、好評だった実践例を
多数紹介し、今後エコツーリズムが農山村振興にどれだけのプラス効果をもたらすかを明らかにします。

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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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。
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出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年4月 商品コード 1024943419 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943420 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943421 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943422 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943423 □ □

冊子を購入または
発注の場合は、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

□

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

市場分析のための 統計学入門
朝倉書店

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 清水千弘著
9784254122152

住宅価格や物価指数の例を用いて、経済と市場を読み解くための統計学の基礎をやさしく学ぶ。〔内容〕統計分
析とデータ／経済市場の変動を捉える／経済指標のばらつきを知る／相関関係を測定する／因果関係を測定
する／回帰分析の実際／他

すべての医療系学生・研究者に贈る 独習
統計学応用編24講 ─分割表・回帰分析・ロ
ジスティック回帰─（※）

朝倉書店

¥11,600(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 鶴田陽和著
9784254122176

好評の「独習」テキスト待望の続編。統計学基礎、分割表、回帰分析、ロジスティック回帰の四部構成。前著同様
とくに初学者がつまづきやすい点を明解に解説する。豊富な事例と演習問題、計算機の実行で理解を深める。
再入門にも好適。

物性科学ハンドブック ─概念・現象・物質─
朝倉書店

¥85,800(＋税)

¥26,000(＋税)

著編者名 東京大学物性研究所編
9784254131123

物性科学研究の諸領域（物性理論、物性実験、新物質開発）におけるこれまでの重要な成果から最先端の話題
までを、世界トップレベルの研究機関である東大物性研究所のスタッフが解説。物性科学の全体像を丁寧に俯
瞰する最新リファレンス。〔内容〕物性理論［考え方、第一原理からの物性理論、モンテカルロ法、新潮流］／物性
実験［核磁気共鳴法、電気伝導、ナノスケール量子系、光物性、強磁場開発と物性測定、中性子散乱実験］／新
物質開発［強相関電子系の物質開発］

株式の計量分析入門 ―バリュエーションと
ファクターモデル― (FinTech ライブラリー)

朝倉書店

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 津田博史著,吉野貴晶著
9784254275810

学生、ビジネスマンおよび株式投資に興味ある読者を対象とした、理論の入門から実践的な内容までを平易に
解説した教科書。〔内容〕株式分析の基礎知識／企業利益／株式評価／割引超過利益モデル／データ解析とモ
デル推定／ファクターモデル

形態論 (朝倉日英対照言語学シリーズ 4)
（※）

朝倉書店

¥9,000(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名 漆原朗子編
9784254515749

語及び語形成を対象とする形態論の基本概念を解説し隣接領域からの多様な視点を紹介。〔目次〕文法におけ
る形態論の位置づけ／語彙部門／派生形態論／屈折形態論／語の処理の心内・脳内メカニズム／自然言語
処理

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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5月 商品コード 1024943415 □ □

9784274220647

電子書籍

著編者名 伊庭斉志著

人工知能のための創発・進化のシミュレーションが体験できる！／本書は、進化計算をもとにした複雑系シミュ
レーションの理論とその応用を解説します。本書を通して、複雑系と創発の基礎的な考え方を学ぶとともに、その
考えを読者自らが人工知能に応用できるようになることを最終的な目的としています。また、本書では主に複雑
系のシミュレーション構築ツールであるSwarmを使ったシミュレーションを示していますが、それ以外のシミュレー
タに基づくデモも提供しております。読者自ら創発現象のシミュレーションを体験できるような構成としています。

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

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

¥7,700(＋税)
人工知能の創発 －知能の進化とシミュレー
ション－

オーム社

  オーム社 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7月号 

2017年6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 1024775870 □ □

出版社

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 1024775871 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024775872 □ □

出版社

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 1024775873 □ □

出版社

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 1024775874 □ □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

9784759819304

DOJIN選書73　ドローンが拓く未来の空　飛
行のしくみを知り安全に利用する

化学同人 電子書籍

¥4,800(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木真二著
9784759816730

「空の産業革命」を拓くと期待される小型無人航空機、ドローン。これまで航空機が飛行できなかった空域におい
て、空撮、測量などのほか、空輸、災害調査、インフラ点検など、さまざまな活用が考えられている。しかしその前
提となるのは、有人の航空機と同じく、高い安全性の確保である。本書では、著者が携わったドローン利用の実
証実験の様子や航空機開発の歴史も踏まえながら、ドローンの飛行原理、利用のルール、事故防止の考え方な
どを解説し、ドローンが飛び交う未来の空を展望する。

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

著編者名 西澤幹雄著

学会発表をするにはどれくらい研究をやったらいいの？　学会発表の応募はどのようにすればよい？　要旨はど
んなふうに書くの？　発表当日はどんな準備が必要？　研究発表をめぐる初歩的な疑問の数々を解決し、ワンラ
ンク上の魅力的な発表にするためのコツ、教えます。

DOJIN選書72　宇宙災害　太陽と共に生き
るということ

化学同人

¥4,200(＋税)

¥1,500(＋税)

著編者名 片岡龍峰著
9784759816723

近場の宇宙空間の利用が進み，火星への移住計画が話題になる現代．私たちは，地球を取り巻く宇宙空間につ
いて，どれだけ理解しているだろうか．本書ではまず，通信障害，衛星墜落，世界停電などの事例から，宇宙災
害とは何かを紹介．地球と宇宙のつながりを理解する研究の様子が，現場での体験と共に生き生きとした筆致
で描かれる．さらに，全球凍結や大量絶滅をめぐる仮説を提示し，近い将来の現実的な宇宙利用の方向性まで
も探る．

ぜったい成功する！はじめての学会発表
たしかな研究成果をわかりやすく伝えるため
に

化学同人

¥3,900(＋税)

実験を安全に行うために　第８版
化学同人

¥2,200(＋税)

¥800(＋税)

著編者名 化学同人編集部編
9784759818338

実験中の事故・災害の防止、応急処置などの手引きである本書は、1975年の第1版以来、大学、企業などでの
必携定番書として高く評価されている。今回の改訂では、法規変更、特に環境関係法令への対応や、現状に合
う化学物質・廃液の取扱いへの修正を行うとともに、２色化とレイアウト一新も図って誌面を見やすくした。

続 実験を安全に行うために　第４版　基本
操作・基本測定編

化学同人

¥2,200(＋税)

¥800(＋税)

著編者名 化学同人編集部編
9784759818345

化学実験の基本操作・基本測定の手引きである本書は、初心者必携の定番書として高く評価されている。今回
の改訂では、古典的基本は引き継ぎながら、新しい機器や手法に関する記述を盛り込み、教育・実験現場の
ニーズに合うようにした。また、２色化と、レイアウトおよび器具等の図の一新も図って誌面を見やすくした。

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。

電子書籍

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1024943405 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943406 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943407 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943408 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943409 □ □

ミュオンスピン回転法―謎の粒子ミュオンが
拓く物質科学―（基本法則から読み解く物
理学最前線　10）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,門野良典著
9784320035300

本書は、物質世界を探索する手法の1つであるミュオンスピン回転法（μSR）を、初学者にわかりやすく紹介する
ことを目的として執筆した書。

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。

確率解析への誘い―確率微分方程式の基
礎と応用―

共立出版 電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,300(＋税)

線形代数学に基づくデータ分析法
共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原田史子著,島川博光著
9784320111455

ビッグデータの定義のひとつに「事業に役立つ知見を導出するためのデータ」がある。有象無象のデータの中か
ら「使える情報」を見つけ出すため、古典的な統計的方法から、複雑な代数的・確率的計算を伴う方法まで様々
な分析法が利用されている。本書では、主要なデータ分析法のひとつとして多変量解析法を中心に紹介する。さ
らに、協調フィルタリング、PageRankアルゴリズム、非負値行列分解等の手法についても紹介する。

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。

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
谷口説男著,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 成田清正著
9784320111431

偶然現象の数理モデルに熱い視線が注がれている今日、本書では、学びのツールとして重要な確率解析の中
から、確率微分方程式についての基礎から応用までの道のりを丁寧に辿り深い内容を面白く伝える。
大学初年次の学習内容だけで必要な理論を読み解き、金融などタイムリーな話題に絡めた応用までの展開を具
体的にイメージできるように解説。

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。

9784320112018

カルマンフィルタは、もともとは工学分野における動的システム制御の手法として提案されたものであったが、そ
の後、時系列解析手法としてのカルマンフィルタの有用性が見出され、現在に至るまで様々な派生形が生まれ
るとともに、その応用範囲を拡大してきている。本書は、主にカルマンフィルタを用いた時系列解析の方法論と、
データ解析の実践を解説する。

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。

定性的データ分析（シリーズ Useful R　5）
共立出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税)

確率微分方程式（共立講座 数学の輝き　7）
共立出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 金明哲編著
9784320123687

本書ではカテゴリカルデータ解析の主な内容に、数量化理論の基本的な考え方を必要となる項目に織り交ぜな
がら、カテゴリカルデータ分析の基本的手法と機械学習法を紹介する。

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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1024943416 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943417 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1024943418 □ □

冊子購入確認

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野呂康宏著
9784339008883

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

分散型エネルギーによる発電の基礎知識として、各種システムの「エネルギー変換原理」、「変換効率」、「発電
システム構成」、「導入状況・適用例」等を関連する熱力学、流体力学、化学、物性など、専門領域の基礎に触れ
ながら解説。

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。

回転体力学の基礎と制振
コロナ社 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

分散型エネルギーによる発電システム（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

震災工学 被害想定・リスクマネジメントから
みた地震災害（※）

コロナ社

地震災害に対する被害概要と被害想定手法を知ることにより地震被害発生メカニズムを理解し、地震リスクマネ
ジメントを知ることにより防災・減災対策を考えることが必要である。本書はそれらを体系的にまとめた教科書で
ある。

著編者名 石田幸男他著
9784339046458

回転体の力学を基礎から学びたい学生や技術者を対象に、数学と力学を復習しながら回転体力学の基礎をわ
かりやすく解説した。さらに、技術者に必要となる回転機械の振動を抑制する各種方法について、最近の研究結
果を含め紹介した。

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。

冊子購入確認

著編者名 矢代晴実編著

電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税)

9784339052503

  コロナ社 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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。



医学編 2017年7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6月 商品コード 1024943410 □ □

出版社

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6月 商品コード 1024943411 □ □

角膜，結膜 (眼科診療ビジュアルラーニング
1)

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上幸次編
9784521745107

角膜、結膜は、前眼部に位置し、外界に接することから障害を受ける契機が比較的多い部位である。内因性の
疾患も含めると、非常にバラエティに富む疾患像がある。この部位に関する基礎知識と病像を、写真を中心にし
た誌面でまとめた。編者による豆知識“Editor's note”120編を収載。

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。

これが知りたかった！　糖尿病診療・療養指
導Q&A

中山書店 電子書籍

¥9,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩本安彦監修,吉田洋子編
9784521745237

糖尿病診療や療養指導の現場で感じるいまさら聞けない教科書には載っていない様々な疑問に対し、朝日生命
成人病研究所を中心としたベテランの医師・医療スタッフが、Ｑ＆Ａ形式で明快に解答。知っていると差がつくコ
ラムやホットなトピックスも多数収載。わかりやすい説明で、臨床現場での実践のレベルアップが図れる。付録と
して、フットケアの記録用紙や糖尿病食の献立例なども収載。

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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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6月 商品コード 1024943412 □ □

出版社

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6月 商品コード 1024943413 □ □

出版社

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5月 商品コード 1024943414 □ □

重要性の増す「遺伝情報に基づく医療」。その研究・検査・臨床に関わるすべての専門職に向けてミニマム・エッ
センシャルな知識をやさしく解説します。医療系大学の講義にもお使いいただきやすい内容です。

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。

遺伝医学
羊土社

¥14,200(＋税)

¥4,300(＋税)

著編者名 渡邉淳著
9784758120623

臨床に役立つ！病理診断のキホン教えます
羊土社 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤智雄編
9784758118125

良性・悪性はどうしてわかる？ 病理医は何をみているの？臨床に活かす病理の基本的な見かたを初学者レベ
ルでやさしく解説。診断プロセスを実感できるケーススタディ、病理レポートを読むのに役立つ専門用語など必
読！

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

Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療　内分泌・
消化器編

羊土社 電子書籍

著編者名 田中竜馬著

大好評のDr.竜馬のやさしくわかる集中治療シリーズ第２弾！上部消化管出血、急性膵炎、糖尿病ケトアシドー
シス、副腎クリーゼなど、よくみる内科疾患が重症化したときの考え方や適切な対応が面白いほどよくわかる！

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。

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

9784758118101

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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。
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