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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

冊子を購入または発
注の場合は、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 □ □

●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。

　「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

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□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8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 1025193907 □ □

出版社

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 1025193908 □ □

UKの貧困地区における保育の現場から、子どもたちと親たちの進行形の闘いを通して「上と下」「自己と他者」の
分断が進む今を描く。

子どもたちの階級闘争 ブロークン・ブリテン
の無料託児所から

みすず書房

9784622086031

□

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ブレイディみかこ著

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。

みすず書房 電子書籍
誓います 結婚できない僕と彼氏が学んだ結
婚の意味

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

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ダン・サヴェージ著,大沢章子訳
9784622085966

同性カップルだからこそ、現代に結婚する理由を考えてみた──多様なパートナーシップが共存できる社会を目
指す、自然体のアクション。

電子書籍

¥7,200(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 1025193909 □ □

出版社

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 1025193910 □ □

出版社

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 1025193911 □ □

出版社

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 1025193912 □ □

出版社

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 1025193913 □ □

¥1,800(＋税)

¥800(＋税)

9784641125957

法学部に入学するとすぐにぶつかる「判例」という謎のことば。でも、そもそも「判例」ってなんなんだ！！――そ
んな疑問に答えるべく生まれた一冊です。有斐閣社章由来のキャラクター"シッシー（獅子）＆ワッシー（鷲）"が
社章から飛び出して「判例の読み方」を学びます。教えてくれるのは"アオキ先生"。先生の優しく軽妙な語り口
と、法律初学者であるシッシー＆ワッシーの素朴な疑問（ときに先生をとまどわせる自由奔放な発言）――全篇
会話調で、一気に読み通せます。

青木人志著著編者名

有斐閣 電子書籍
判例の読み方 シッシー＆ワッシーと学ぶ
（※）

はじめての法律学〔第5版〕 HとJの物語（※）
有斐閣

¥3,800(＋税)

9784641220928

□

いちばんやさしい憲法入門〔第5版〕（※）
有斐閣

Ｈが車でＪを轢いてしまうという事件から、ストーリーが展開。憲法・民法・刑法を中心として法律の世界を解説。
刑事訴訟法（取調べの録音録画等）等の重要改正や、再婚禁止期間に対する最高裁大法廷の判断等を織り込
むなど、近年の動きに対応した。

冊子購入確認

松井茂記著,松宮孝明著,曽野裕夫著著編者名

映画、小説、漫画、新聞記事などから憲法の世界が浮かび上がる！　憲法に関わる主要なテーマを選び、「対話
方式」「ゼミナール方式」あるいは「たとえ話」などの技法を駆使しながら、やさしく解説した画期的なテキスト。憲
法状況の最新情報を織り込んだ第５版。

¥3,600(＋税)

¥1,600(＋税)

著編者名
初宿正典著,高橋正俊著,
米沢広一著,棟居快行著

9784641220911

¥1,700(＋税)

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

□

冊子購入確認

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

電子書籍

冊子購入確認

電子書籍

□

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。

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。

著者が2013年から2016年にかけて発表した論文13本と、書き下ろし１本をまとめた。「憲法の背後にあるのは、
純化された実体としての人民か、約定たる憲法の基本原理か、それとも神の命ずる法か」（「はしがき」より）──
長谷部憲法学の神髄を示す一冊。

日本国憲法・憲法学の理論的・体系的理解に資する信頼の体系書。第２版刊行後の憲法をめぐる社会状況、重
要な立法、判例に目を配り、丁寧な分析を一層充実させた。構成上、違憲審査・憲法訴訟を一所に取り扱う変更
を施し、学習者の便宜にも意を用いている。

渋谷秀樹著
9784641227231

有斐閣

著編者名

¥5,900(＋税)

憲法〔第3版〕（※）
有斐閣

¥13,000(＋税)

著編者名 長谷部恭男著
9784641227163

¥14,900(＋税)

¥4,500(＋税)

憲法の論理

冊子を購入または
発注の場合は、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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 1025193914 □ □

出版社

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 1025193915 □ □

出版社

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 1025193916 □ □

出版社

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 1025193917 □ □

出版社

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 1025193918 □ □

出版社

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 1025193919 □ □

よくわかる入管法〔第4版〕
有斐閣 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田鐐一著,黒木忠正著,髙宅茂著
9784641227132

入管法解説書のロングセラーの最新版。Q＆A方式のわかりやすい解説には定評がある。近年めまぐるしい展
開を見せる入管法・入管政策の動向を適確に反映したことはもちろん、設問（Q）も十全に見直した。

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

□

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。

日本国憲法の基本を丁寧に伝える良書。議員定数不均衡違憲訴訟、婚外子相続分違憲訴訟、再婚禁止期間
違憲訴訟など、近年の重要判例に対応したことはもちろん、安保法制、特定秘密保護法、ヘイトスピーチなど、
憲法をめぐる最新の議論を盛り込んでアップデート。

立憲主義と日本国憲法〔第4版〕（※）
有斐閣

¥6,900(＋税)

¥3,100(＋税)

著編者名 高橋和之著
9784641227255

〈判旨〉から読み解く民法（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水野謙著,古積健三郎著,石田剛著
9784641137714

判旨の真の意味を理解するために、事案をひもとき、その判旨がどのように構築されたのか、さらに他の判例と
の関連や学説の展開まで鋭く分析。30の判旨から民法の奥深さを読み解く１冊。法学教室の好評連載『逆引き
民法』を単行本化。債権法改正等、最新の動向にも対応。

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

新基本民法1　総則編 基本原則と基本概念
の法（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641137707

本シリーズでは、根底にある基本的な考え方を学ぶことを重視する。契約の成立・効力・効果帰属に関する一般
法であり、「市民社会の構成原理」として民法の全体像を示すものとして、民法総則を考える。債権法改正に対
応！　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。

包括的担保法の諸問題　　 上智大学法学
叢書　第38巻

有斐閣 電子書籍

¥18,900(＋税) □

¥5,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤岩昭著
9784641137677

本書では、「包括的担保権」という概念で、債権者代位権・直接訴権・詐害行為取消権という訴権を、債権者に与
えられた債権の強制的回収手段として説明することにより、三つの訴権の体系的位置づけと、それらの個々の
機能をより明晰に言語化することを目指した。

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。

担保物権法〔第4版〕　　 現代民法Ⅲ（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,100(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 道垣内弘人著
9784641137769

複雑難解な担保物権法を、首尾一貫した明晰な筆致で解説。制度・条文の構造および趣旨を、最新の実務もふ
まえて明快に解き明かす。学習から実務まで、担保物権法をまなぶすべての人へおくる、信頼の基本書。

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。

-  5  -

同時３アクセス以上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8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 1025193920 □ □

出版社

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 1025193921 □ □

出版社

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 1025193922 □ □

出版社

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 1025193923 □ □

出版社

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 1025193924 □ □

出版社

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 1025193925 □ □

信託法　　 現代民法別巻（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 道垣内弘人著
9784641137653

平成18年制定の現行信託法について、その文言・論理構造に注意しながら、厳密な解釈論を示し、信託法の本
質を解明する本書は、今後の研究の発展や実務の展開の礎となろう。立法過程にもたずさわった第一人者によ
る、待望の体系書。

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。

会社法大要〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 龍田節著,前田雅弘著
9784641137509

会社法のダイナミクスと面白さとが理解できるよう編成や叙述の方法に工夫をこらした好評の1冊。制度それぞ
れの存在理由および相互関係の理解に役立つ。実務の上でも参考になる教科書。平成26（2014）年会社法改正
をはじめとする重要な法改正を織り込み全面改訂。

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

入門刑事手続法〔第7版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三井誠著,酒巻匡著
9784641139244

本書は、刑事手続の実務と概要を手続の流れに沿って、平易かつ客観的な解説と豊富な統計・書式により、読
者の基礎知識の理解と整理に役立つものとなっている。初学者から法科大学院生まで幅広い読者の信頼を得
ているテキスト。2016年改正法にも対応。

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

労働法の世界〔第12版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中窪裕也著,野田進著
9784641144996

日々変化する「労働法の世界」の実像に迫る教科書。労働法の基本構造の転換と発展のダイナミズムを、最新
の法状況や判例・学説の展開にも目配りし、確かな座標軸をもって描き出す。多彩なコラムも必読。時を重ね、
世紀を超えて進化・発展をつづける、ロングセラー。

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。

事例で学ぶ独占禁止法（※）
有斐閣 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木孝之著,河谷清文著
9784641144576

具体的な事例（裁判例・公取委事例に加え、ガイドラインや報告書等も広く扱う）を素材として用いつつ、単なる
事例の紹介を超えて、そこから解説を敷衍することで、独禁法の意義・内容についての理解を深め、具体的な問
題解決能力をも養おうとする意欲的なテキスト。

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。

日本地方財政史 制度の背景と文脈をとらえ
る

有斐閣 電子書籍

¥14,600(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小西砂千夫著
9784641164987

複雑な成り立ちをもつ地方財政が歩んできた道を包括的に明らかにする体系的概説書。各テーマに沿って、財
政制度の生成と発展の論理を丹念に分析し、その背後にある文脈を追究していく。日本の地方財政制度の新し
い側面を浮き彫りにする待望作。

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

-  6  -

同時３アクセス以上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8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 1025193926 □ □

出版社

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 1025193927 □ □

出版社

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 1025193928 □ □

プラットフォーム企業のグローバル戦略
オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコ
システム

有斐閣 電子書籍

¥17,900(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立本博文著
9784641165014

ネットワークで繋がる産業では、キャッチアップ型企業は標準を採用し、プラットフォーム企業の影響力が増す。
それらのプロセスを跡付け、プラットフォーム企業の成功が国際的産業構造にもたらす影響を、携帯電話、パソ
コン、車載エレクトロニクス等の産業の事例により明らかにする。

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。

派遣労働という働き方 市場と組織の間隙
有斐閣 電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島貫智行著
9784641164970

制度改正等にも促される形で増加傾向にある派遣労働者は、分離した指揮命令関係と雇用関係のもと、いかな
る困難に直面し、それをどう乗り越えようとしているか。質的調査で当事者視点に迫りつつ、「仕事の質」概念に
よって、その多様な側面を総合的に検討する。

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

はじめてのジェンダー論（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤秀一著
9784641150393

人はなぜ、男か女かという性別にこだわるのか。その〈分類〉をいかに意味づけ、相互行為の中で社会制度に組
み込んでいるのか。ジェンダーの視点で見ると、はじめて「社会」が見えてくる。ジェンダーの基礎から最新動向
まで、軽妙な講義調で解き明かす、著者待望の書。

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。

-  7  -

同時３アクセス以上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8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7月 商品コード 1025233650 □ □

出版社

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7月 商品コード 1025233651 □ □

出版社

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 1025233652 □ □

出版社

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7月 商品コード 1025233653 □ □

出版社

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7月 商品コード 1025233654 □ □

角倉素庵 (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 林屋辰三郎著
9784642067270

父了以(りょうい)の高名に隠れているが、近世の経済や文化の発展に多大な役割を果たした素庵(そあん)。朱印
船による交易や大堰川・高瀬川開鑿、藤原惺窩・林羅山との朱子学研究、華麗な嵯峨本刊行など、卓越した業
績と清楚な生涯を辿る。

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

近世史研究遺文
吉川弘文館 電子書籍

¥35,200(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児玉幸多先生論集刊行委員会編
9784642034784

戦前・戦後を通じて、近世史研究に止まることなく、日本の歴史学界を牽引した児玉幸多博士の研究を、没後十
年を機に総括する。戦前発表の神社史研究などの入手しがたい論考をはじめ、百姓一揆をめぐる農村・農民
史、地租改正・町村制による近代への転換、珠玉の交通史随想など、六十余年に及ぶ不朽の学問体系を集大
成し、今後の研究の礎とする。

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。

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。

水田農耕や金属器といった大陸・半島からもたらされたあらたな技術や思想を、日本列島の人びとはどのように
改変していったのか。縄文時代の伝統をひく打製石器や土偶・石棒など信仰遺物に光を当て、文明に抗う弥生
の人びとの世界を読み解く。大陸文化の西進という固定観念にとらわれず、「日本」の成り立ちの認識、さらには
文明論の再構築に挑む。

冊子購入確認

著編者名 吉浜忍著

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

電子書籍

9784642068208

□

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。

覚醒する〈関東〉 平安時代 (古代の東国 3)
吉川弘文館

文明に抗した弥生の人びと (歴史文化ライ
ブラリー 449)

吉川弘文館

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 寺前直人著
9784642058490

¥9,300(＋税)

平安時代、東国の律令社会はどのように変化したのか。「兵(つわもの)」誕生と勢力拡大の背景を、事件・災害・
土地開発・信仰・他地域との交流などから探る。〈関東〉としての自立に目覚め、古代社会の終焉に向かうさまを
描く。

¥2,800(＋税)

著編者名 荒井秀規著

第２次世界大戦末期、米軍との激しい地上戦が行われ、「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄。今なお生々しい傷跡と
して残る数千件の戦争遺跡から厳選し、豊富な写真と現地調査に基づくわかりやすい解説で、沖縄戦の実態を
明らかにする。慰霊の塔・碑に込められた建立者の想いにも迫り、モノが語りかける戦争の〈記憶〉を辿った、戦
跡めぐりに最適な１冊。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍

沖縄の戦争遺跡 〈記憶〉を未来につなげる

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

□

9784642083171

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 1025233655 □ □

伊達政宗の研究〈新装版〉
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林清治著
9784642029377

奥羽を制覇し屈指の大藩を築いた伊達政宗の研究を牽引してきた第一人者による決定版。誕生にまつわる伝
説や家督相続、様々な合戦、領国の構造をはじめ、豊臣秀吉による奥羽仕置との関わり、仙台築城の歴史的意
義、支倉遣欧使節、政宗文書の特色など、政宗に関わるあらゆる事柄を解明しその全体像に迫る。永らく入手困
難だった不朽の名著を新装復刊。

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

-  9  -

同時３アクセス以上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8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 1025193934 □ □

出版社

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 1025193935 □ □

出版社

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 1025193936 □ □

出版社

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 1025193937 □ □

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

戦後法制改革と占領管理体制
冊子購入確認

著編者名 出口雄一著
9784766424331

▼戦後日本史の起点ともなる占領期。この極めて混乱した権力・政治状況下における法制改革の実態と占領管
理の構造を解明する。▼GHQ側・日本側双方の史料の掘り起こし、在アメリカの貴重史料に基づいた歴史的実
証、また理論的論証において他の追随を許さない精緻な議論を展開し、日本近現代法史の新しい局面を開く。
▼占領期前後の日本の法制度・法文化の跛行した歩みをまさに連続性をもって描く、学界未到の領域への挑戦
的著作。

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

¥6,800(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥21,100(＋税) □

幕府海軍の興亡 

□

冊子購入確認

消費者教育学の地平
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西村隆男編著
9784766424119

グローバル化、少子高齢化、地球温暖化などが加速する現代では、さまざまな経済社会事象に、自らの問題とし
て目を向け、批判的思想を巡らして、社会の在るべき姿を求めていかなければならない。不確実な未来を切り開
くためには、早期からの消費者教育による思考力、判断力の育成が不可欠であり、社会の構成員の一人として
消費者市民を目指すことが有効である。教育学をはじめ、社会科学、生活科学などの分野の第一線で活躍する
研究者11名による消費者教育学の集大成。

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

9784766424218

¥12,400(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名

伊勢の豪商竹川竹斎、幕臣勝麟太郎（海舟）ら近世日本人の海軍認識、咸臨丸米国派遣の成果と課題、鑑船運
用や経費執行の状況、人事システムの構築、第二次幕長戦争における戦闘の様相、明治政府への移管など、
幕末期に江戸幕府が創設した近代海軍、いわゆる幕府海軍の軍事組織としての活動実態を、広範な史料を駆
使して明らかにする。

慶應義塾大学出版会 電子書籍

中国対外行動の源泉

電子書籍

冊子購入確認

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

▼現代中国の対外行動を国際的要因、および統治構造による国内政治的要因からその源泉を明らかにする。
▼中国の外交路線は「特色ある大国外交」。日本は、そうした中国の新しい変化に極めて間近な距離で向き合っ
ている。▼大きく変化してきた中国の対外行動について、それを形作っている国際政治的要因と国内政治的要
因という構造的レベルに腑分けし、その源泉を見出すことを試みる。

加茂具樹編著
9784766424089

□

慶應義塾大学出版会

¥20,100(＋税)

¥6,500(＋税)

著編者名 金澤裕之著

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 1025193938 □ □

出版社

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 1025193939 □ □

出版社

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 1025193940 □ □

出版社

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 1025193941 □ □

冊子を購入または
発注の場合は、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

フィクションの哲学　改訂版 □

冊子購入確認

¥9,400(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 清塚邦彦著
9784326154456

従来のフィクション論の紹介・検討を通して、本書ではごっこ遊びにおいて参加者にさまざまな想像を指定する小
道具の役割を果たすという点にフィクションの本質を見出す。映画・演劇・絵画・彫刻などの視覚的な作品も含む
包括的なフィクション論の構築を視野に収めつつ、言語作品をめぐるフィクションの分析を完成させ、クリアな展
望を示す。

教養の揺らぎとフランス近代 知の教育をめ
ぐる思想 (教育思想双書 Ⅱ-2)

勁草書房 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 綾井桜子著
9784326299140

社会的・価値的・文化的変容のなかで、フランス中等教育は、どのように知への新しい態度を求めたのか。近代
に先行する、中世やルネッサンス期における教養をめぐる思想の歴史に遡りつつ、教養を再構成しようとした近
代という時代の駆動力を描く。同時に、近代以降における学校への教養の組み込みはいかなる問題を残したの
かをも問う。

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。

金融から学ぶ会社法入門（※）
勁草書房 電子書籍

¥12,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大垣尚司著
9784326403271

初学者やビジネスマンが会社とは何かを理解するため、まず個人事業、組合、設立につき定款例を題材に手続
的な条文をフォローし、その後経営とガバナンス・事業拡張とファイナンス・事業承継・上場・MA・企業再生等を企
業活動や会社の発展段階をイメージしつつファイナンスにも言及し関連する法の規定を通説・判例に従って解説
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。

地方財政を学ぶ
勁草書房 電子書籍

¥8,200(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
水谷守男著,菊池裕子著,
宮野俊明著,菊地裕幸著

9784326504374

地方財政について基礎を学びその理論と課題を考えるテキスト。第1章　地方財政の歩み／第2章　国民経済と
地方自治体／第3章　地方公共サービスの理論と現状／第4章　地方税の理論／第5章　種々の地方税／第6章
地方交付税と国庫支出金／第7章　地方債／第8章　市町村合併とこれからの地方財政

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

勁草書房 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 □ □

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 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 1025193942 □ □

出版社

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 1025193943 □ □

出版社

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 1025193944 □ □

出版社

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 1025193945 □ □

出版社

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 1025193946 □ □

47都道府県・くだもの百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上繁著
9784621301678

本書はリンゴやミカン、イチゴはもちろん、パッションフルーツやシークワーサーなど、北海道から沖縄県に至る
47都道府県で生産されている果物を取り上げ、地域独自の品種やその栽培面積、収穫高の全国順位、出荷時
期などを解説しています。 また、産地が提案するおいしい食べ方や加工品とともに、果物の普及に向けた各地
のさまざまな取り組みも紹介しています。

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。

多文化理解のためのアメリカ文化入門－社
会・地域・伝承（※）

丸善出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ウェルズ恵子著,リサ・ギャバート著
9784621301524

本書は、アメリカ文化を事例に、文化の多様性、雑多性を伝え、文化から人々の価値観を読み取る方法を示しま
す。アメリカに限らず、文化を考えるうえでの入門書となっています。お話や歌、お祭りなどをもとにその国の様々
な文化が、どのような影響を受けながら形成されてきたのか、また、インターネットが普及した現代の文化はどの
ように観察できるかについても解説しています。 英文と日本語で交互に解説する構成。

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

新装復刊　パリティブックス
いまさらエントロピー？ （※）

丸善出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
杉本大一郎著,パリティ編集委員会編,

大槻義彦責任編集

9784621301623

本書は、月刊雑誌「パリティ」に1986年4月号より、1年連載された「いまさらエントロピー？」を単行本化したもの
です。本書は、生命、地球、宇宙、情報、日常生活の様々な場面に顔を出すエントロピーを、いろいろな角度から
眺めてみることで、その全体像を浮かび上がらせます。それによって、自然現象をさらに深く理解でき、実際に使
えるようになることを意図して解説しています。

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。

新装復刊　パリティブックス
いま、もう一つの素粒子論入門（※）

丸善出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
益川敏英著,パリティ編集委員会編,

大槻義彦責任編集

9784621301616

本書は、月刊雑誌「パリティ」に1997年4月号より、1年連載された「いま、もう一つの素粒子論入門」を単行本化し
たものです。素粒子の世界を理解するのに不可欠な一般相対論、ゲージ理論を学び、場の理論の言葉に慣れて
具体的な計算を行い予言ができるようになる道筋をたどります。最小限の前提からスタートし、素粒子の標準理
論まで、素粒子論の発展の要点がまとめられています。

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

プラクティカル解剖実習　四肢・体幹・頭頸
部（※）

丸善出版 電子書籍

¥27,400(＋税) □

¥8,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 千田隆夫著,小村一也著
9784621301401

カリキュラムの時間内で平均的な能力の医学生が解剖実習を完遂でき、学生目線の解剖実習をめざしてプラク
ティカルに徹した新時代のカラー版解剖実習の手引書です。写真・イラストはすべてオリジナルの全編見開き構
成となっており、初めて学ぶ学生が、指導者が不在でも解剖ができるようにまとめられています。解説は必要最
小限にとどめ、わかりにくい箇所をイラストや写真でカバーしているため、複雑な作業プロセスが理解できます。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 1025193947 □ □

出版社

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 1025193948 □ □

出版社

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 1025193949 □ □

出版社

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 1025193950 □ □

出版社

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 1025193951 □ □

造林学 （第四版）（※）
朝倉書店

¥11,300(＋税)

¥3,400(＋税)

著編者名 丹下健編,小池孝良編
9784254470512

好評テキスト「造林学（三訂版）」の後継本。〔内容〕樹木の成長特性／生態系機能／物質生産／植生分布／森
林構造／森林土壌／物理的環境／生物的要因／環境変動と樹木成長／森林更新／林木育種・保育／造林技
術／熱帯荒廃地／環境造林

ファイナンス・ライブラリー13　金融市場の高
頻度データ分析

朝倉書店

¥12,300(＋税)

¥3,700(＋税)

著編者名 林高樹著,佐藤彰洋著
9784254295436

金融市場が生み出す高頻度データについて、特徴、代表的モデル、分析方法を解説。〔内容〕高頻度データとは
／探索的データ分析／モデルと分析（価格変動、ボラティリティ変動、取引間隔変動）／テールリスク／外為市場
の実証分析／他

確率工学シリーズ 1　待ち行列の数理モデ
ル

朝倉書店

¥11,900(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 木村俊一著
9784254275711

数理と応用をつなぐ丁寧な解説のテキスト。演習問題・解答あり。学部上級から〔内容〕待ち行列モデル／出生
死滅型待ち行列／M/G/1待ち行列／M/G/s待ち行列／拡散近似／待ち行列ネットワーク／付録：速習コース
［マルコフ連鎖／点過程の再生過程近似］

気象学の新潮流 3　大気と雨の衛星観測
朝倉書店

¥9,600(＋税)

¥2,900(＋税)

著編者名 中澤哲夫編,中島孝著,中村健治著
9784254167733

衛星観測の基本的な原理から目的別の気象観測の仕組みまで、最新の衛星観測の知見をわかりやすく解説
〔内容〕大気の衛星観測／降水の衛星観測／衛星軌道／ライダー・レーダー／TRMM／GPM／環境汚染／放射
伝達／放射収支／偏光観測

現代物理学［展開シリーズ］ 5　半導体量子
構造の物理（※）

朝倉書店

¥11,300(＋税)

¥3,400(＋税)

著編者名 平山祥郎著,山口浩司著,佐々木智著
9784254137859

半導体量子構造の基礎と応用をやさしく紹介。〔内容〕半導体量子構造の作製／半導体二次元系の輸送現象／
一次元バリスティックチャンネルの量子輸送現象／量子ドットにおける量子輸送現象／量子状態のコヒーレント
制御／他

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。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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  -

同時３アクセス以上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8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 1024720987 □ □

出版社

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 1024989209 □ □

出版社

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 1025228514 □ □

出版社

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 1025228515 □ □

出版社

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 1025228516 □ □

ドローンビジネス調査報告書2017
インプレス 電子書籍

¥280,500(＋税) □

¥95,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
インプレス総合研究所編,

春原久徳著,株式会社CLUE著

ドローンビジネスの現在と未来がわかる必携の一冊！！ドローンは社会インフラや設備の災害調査などの幅広
い用途で利用が想定されており、様々な企業が業務への導入を検討しています。しかし一方で、ドローンに関わ
るビジネスにあたってはビジネスモデル、技術、法規制、運用方法など多岐にわたる理解が必要です。そこで、
本書はドローンが抱えている様々課題などを徹底的に分析しています。

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。

冊子購入確認

著編者名 森田秀一著,インプレス総合研究所編
9784295001898

海外事業者の日本参入も相次ぎ、活発化する動画配信市場。2016年度は、ライブストリーミング形式の
AbemaTVや特定のコンテンツジャンルを配信するDAZNやスポナビライブなど様々なサービスが立ち上がった。
そこで本書では、活発化する動画配信ビジネスに関して、その最新概況や業界構造、ビジネス構造や収益モデ
ルなどについて徹底分析する他、国内・海外の注目すべき事業者の概要と戦略をそれぞれ解説する。

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。

9784295001256

動画配信ビジネス調査報告書2017［DAZN
日本参入など新たな局面を迎えるVOD市場
の現状と将来展望］

インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税)

2020年、人工知能は車を運転するのか 自
動運転の現在・過去・未来（※）

インプレス 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,480(＋税)

いちばんやさしい人工知能ビジネスの教本
人気講師が教えるAI・機械学習の事業化

インプレス 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥1,850(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二木康晴著,塩野誠著

Luis Atencio著,加藤大雄訳

冊子購入確認

著編者名 西村直人著
9784295000778

自動運転×人工知能の現在と未来を探る！人と人工知能が協調して車を運転する未来。東京オリンピック・パラ
リンピックが開催される2020年をひとつの節目に、人と車との関わりかたが大きく変わろうとしている。本書では、
手動運転→協調運転→自動運転への進化と、この進化を加速させる人工知能との連携について、政府の戦略、
自動車メーカーやヘルスケアメーカーの取り組み、海外事例など、あらゆる角度から最新動向に迫る。

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。

9784295001133

「人工知能を使ったビジネスアイデアが欲しい」本書は、人工知能ビジネスの具体的な成功事例から事業化のヒ
ントを学べる構成になっています。また、人間の手を離れて価値を生み出す人工知能を使うにあたり、避けて通
れない「法律の壁」についても具体的な注意すべきポイントや検討方法をしっかりと説明しています。仕組みや事
例だけでなく、法規制の面からも人工知能ビジネスを推進するためのノウハウを解説した一冊。

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。

JavaScript関数型へスキルアップ。もう1つのパラダイムへ転換可能に！！本書では、この関数型思考の実践を
第1の目標にしています。関数型のメリットに触れながら、再利用性を高める実践テクニックを網羅的かつ段階的
に解説。更により現場指向のテクニックとして、テストや最適化の手法、非同期処理を扱う手法も説明。一般的な
テクニックに飽き足らず、より上位レベルの技術の習得を目指すJavaScriptプログラマーに格好の一冊です。

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。

JavaScript関数型プログラミング 複雑性を
抑える発想と実践法を学ぶ

インプレス 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

近代科学社 
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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理工学編 2017年8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード 1022526853 □ □

出版社

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 1024523350 □ □

出版社

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 1024523341 □ □

出版社

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 1024523340 □ □

出版社

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 1024523336 □ □

出版社

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 1024523338 □ □

はじめての半導体デバイス
近代科学社 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 執行直之著
9784764905238

半導体デバイスは、厳密に学ぼうとすると量子力学から解き明かさなければならず大変ハードルが高くなる。本
書は、著者のメーカーと大学での講師経験から、直観的かつ本質的に理解できるよう、式よりも図を用いて丁寧
に解説した。 各章末には、演習課題と、詳細な解答を用意して確実に理解できるようしてある。付録ではより確
実な理解を得るために、重要な事項について解説を行っている。初学者には最適の書である。

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。

C言語で学ぶ　コンピュータ科学とプログラミ
ング

近代科学社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小高知宏著
9784764905344

コンピュータの本質である「手続き的処理」の理解を目標とし、具体的なC言語の例題を通してプログラミングの
基礎を学ぶための演習書である。工学系分野の学生及び初学者を対象とし、工学のさまざまな分野で素養とし
て要求されるコンピュータ科学とプログラミングの基礎知識を、C言語の演習を通して無理なく習得できるよう工
夫する。

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。

データ市場  データを活かすイノベーション
ゲーム

近代科学社 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大澤幸生編著,早矢仕晃章著,秋元正博著,

久代紀之著,中村潤著,寺本正彦著

9784764905245

「データ市場」が注目されている。これは、皆が安心できる条件で必要に応じてデータを共有し、また状況に応じ
て結合したり分析したりして使うことで新たなビジネスを生み出すという、いわばデータの取引市場である。 本書
は、データ市場構築の手法をIMDJを中心に幾つか挙げて、その具体的な活用方法を産業界の視点から提案す
る。

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

実践・自然言語処理シリーズ1　言語処理シ
ステムをつくる

近代科学社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 言語処理学会編,佐藤理史著
9784764905320

AIを考えるとき、「自然言語処理」は常に中心となるテーマである。本書は、著者らが実用化した言語処理システ
ムを最初に提示し、そのシステムをどのように作り上げたかを追体験しながら、設定不良問題などへの具体的な
対処方法を紹介している。本書全体をとおして、システム構築に際して、学ぶべき対象と方向性の手かがりが示
されている。

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。

世界標準MIT教科書 ストラング：線形代数イ
ントロダクション 原書第4版

近代科学社 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ストラング ギルバート著,
松崎公紀訳,新妻弘訳

9784764904057

大きな支持を得て世界中の大学で教科書として活用されているMITの名物博士ストラング先生の線形代数入門
書の邦訳である。初歩からはじめ、多くの演習問題を解きながら線形代数の本質の理解へと進めていく。後半で
は、線形代数の工学的側面にかかわる課題を、具体的な応用事例とその演習問題を解くことにより深く学べる。

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

9784764904231

この本は工学と理学の学部学生を対象として、応用数学や計算数学の立場から、研究から開発まで一生涯携
わっていく仕事の基礎となる事項について非常に興味深くかつ体系的に導入を行っている教科書あるいは参考
書である。 理工学を学ぶには、物理あるいは数学を中心として、すべてを見渡す方法があるが、本書は計算の
数理を中心として理工学全般を学ぶのに適している。（監訳者序文より）

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

世界標準MIT教科書 ストラング：計算理工
学

近代科学社 電子書籍

¥29,700(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ストラング ギルバート著,
日本応用数理学会訳,
今井桂子訳,岡本久訳
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同時３アクセス以上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8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 1024523337 □ □

出版社

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 1024680200 □ □

グラフ・ネットワークアルゴリズムの基礎  数
理とCプログラム

近代科学社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅野孝夫著
9784764905368

グラフ・ネットワークアルゴリズムの背後に横たわる数理を、例題と図を多用して、直観的なイメージを抱いて思
考を巡らせながら理解できるよう、配慮。また、ほとんどのアルゴリズムにC言語によるプログラムを与え、出力結
果を確認できるようにしている。さらに、各章での内容を効果的に復習できるように、章末の演習問題とともに多
くの問題でその解答例を付している。

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。

アルゴリズムの基礎とデータ構造  数理とC
プログラム

近代科学社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅野孝夫著
9784764905351

基本となる必須のアルゴリズムとデータ構造のみに焦点をあて、丁寧に数理を理解しながら習得できるよう解
説。初学者が直感的に把握できるよう、手作業で確認するように工夫してある。 すべてのアルゴリズムにC言語
によるプログラムを掲載。また、豊富な演習課題と詳細な解答を掲載し、自学自習ができる。 しっかりアルゴリズ
ムとデータ構造を理解しようとする読者には必携の書である。

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。

-  17  -

同時３アクセス以上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8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 1025193952 □ □

9784274220029

電子書籍

著編者名 林雄亮著,苫米地なつ帆著,俣野美咲著

SPSSシンタックスを用いたデータ処理の手順がよくわかる！／本書は、統計ソフトウェアSPSSを用いてデータの
計量分析を基礎から学ぶためのものです。初学者がデータ入力から分析、結果の見方、発表までを一冊で学べ
るものとし、初学者がつまずきやすい点についてもあらかじめ明示します。また、実際の分析の際にはクリックだ
けで行うよりも、シンタックスを利用した方が効率的、かつ容易であることがしばしばあるので、SPSSの基本操作
と併せてSPSSシンタックスを用いたデータ処理の手順も解説します。

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。

□

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

¥8,300(＋税)SPSSによる 実践統計分析
オーム社

  オーム社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 
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同時３アクセス以上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8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 1025193953 □ □

出版社

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 1025193954 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 鹿倉二郎編,鶴池柾叡編 

健康・スポーツ科学、体育系の大学や専門学校で学ぶ1、2年生に適した内容と構成。この後に学ぶ専門課程に
進むために身につけておくべき知識をわかりやすくまとめた。各章冒頭には学ぶポイントを、また適宜役立つ知
識を、章末には復習問題を掲載し理解が進むようにした。巻末には用語解説も掲載。

冊子購入確認

はじめて学ぶ　健康・スポーツ科学シリーズ
アスレティックトレーニング

化学同人

¥7,200(＋税)

¥2,700(＋税)

9784759817072

ステップアップ栄養・健康科学シリーズ　食
品学 II

化学同人 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中島肇編,佐藤薫編
9784759818956

管理栄養士国家試験ガイドラインのうち「人間と食品（食べ物）」の「食品の分類と食品成分表」について、おもに
食品学各論の内容を取り上げた。食品成分表を理解するためには「有機化学」と「数学」の知識が必要で、本書
では巻末で有機化学の基礎と食品成分表を理解するための数学、また微生物の基礎についても説明している。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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理工学編 2017年8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 1025193955 □ □

出版社

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 1025193956 □ □

出版社

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 1025193957 □ □

出版社

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 1025193958 □ □

出版社

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 1025193959 □ □

著編者名 伊藤智博著,新谷篤彦著,中川智皓著
9784320082151

これから機械や機構の設計に従事する技術者や大学の学生のための入門書。できるだけ必須の事項を抽出し
てなおかつ、高校卒業程度の知識があれば理解できるように、平易に分かりやすく記述した。各章末には演習
問題を盛り込み、かつ問題の解答において数値計算を要する部分については、近年技術計算で多用されている
汎用解析ソフトMATLABのプログラムリストを準備し、出版社のホームページから入手できるようにしている。

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。

振動工学の基礎から始めて、1次元（棒、梁）、2次元（膜・板）、3次元（シェル）の弾性構造の振動特性について
順序立て、丁寧に解説したテキスト。最近の工学的応用を取り上げ、多くの例題、演習により実践的に説明した。

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

わかりやすい機構学
共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

構造振動学
共立出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

冊子購入確認

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 千葉正克著,小沢田正著

冊子購入確認

著編者名 瀬野裕美著
9784320057814

本書は、生命現象に対する数理モデルの数学的解析への入門として、数理生物学(Mathematical Biology)の典
型的な基礎数理モデルと関連する基礎概念、その解析に必要とされる基本的な数学的手法を解説する教科書。
本書は、大学理系学部教養課程半期の数理生物学入門相当の講義に活用されることを視野に入れた内容に限
定している。

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。

9784320082144

光誘起構造相転移―光が拓く新たな物質科
学―（基本法則から読み解く物理学最前線
11）

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,腰原伸也著,

TADEUSZ MICHAL LUTY著

9784320035317

本書ではまず、なるべく式を使わずに、「光誘起相転移」という新しい概念を生み出した理論的、実験的背景を紹介する。そ
れに続き新概念を具体化するために必要不可欠な、物質の具体例、新現象の観測手法の開発、観測結果について紹介す
る。この記述にあたっては、多くの関係者との連携、とりわけ物質開発、観測技術、その結果の理論解析という2人3脚ならぬ
3人4脚での共同研究が立ち向かった困難と悪戦苦闘ぶりも含めて解説する。そして最後に、新観測技術による実験がもた
らした「光誘起相転移」現象研究の新しい突破口とその最新データ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。

数理生物学講義―【基礎編】 数理モデル解
析の初歩―

共立出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

基礎 情報伝送工学
共立出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古賀正文著,太田聡著,高田篤著
9784320086463

本書は、大学工学部2年生程度の知識を持つ読者が、情報伝送システムの基礎を独学で学ぶための教科書と
なることを目指した。大学院生や通信技術の初学者が改めて学習したとき、理解を深めてシステム設計へ応用
できるのにも十分に役立つ内容まで踏み込んで説明した。さらに、読者がシステムの理論を確かめられるよう
に、演習問題を豊富に用意した。これらを解いて巻末の解答例と比較すれば、独学で深く情報伝送システムの基
礎を身に付けることが可能であろう。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

-  20  -

同時３アクセス以上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8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年8月 商品コード 1025193960 □ □

出版社

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 1025193961 □ □

出版社

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 1025193962 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 大山昌彦他著

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

9784339027891

ミュージックメディア (メディア学大系 9)（※）
コロナ社

私たちの生活には音楽があふれている。音楽文化とメディアの関わりに加え，音楽産業がどのようなしくみに
なっているのか，さらには楽曲構成に関する基礎的な知識の解説とともにさまざまな音楽表現のあり方について
まとめた。

著編者名 伊庭斉志著
9784339028591

本書はプログラムを通して数理パズルを愉しみ、その背後にある考えや応用につながるアイディアを理解しよう
というものである。独立したトピックはどこからでも読む事が可能で、プログラムのソースコードや、解答例も紹介
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。

Pythonベースの深層学習フレームワークであるCaffe、Theano、Chainer、TensorFlowを紹介し、実際に動作する
モデルとその理論であるCNNとLSTMを画像認識と自然言語処理を題材にして解説。

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。

プログラムで愉しむ数理パズル 未解決の難
問やAIの課題に挑戦

コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

Pythonで体験する   深層学習 Caffe，
Theano，Chainer，TensorFlow

コロナ社 電子書籍

¥12,300(＋税) □

冊子購入確認

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅川伸一著
9784339028515

  コロナ社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

-  21  -

同時３アクセス以上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8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 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 □ □

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。

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。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

-  22  -

同時３アクセス以上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8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7月 商品コード 1025193963 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025193964 □ □

出版社

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7月 商品コード 1025193965 □ □

免疫ペディア
羊土社 電子書籍

著編者名 熊ノ郷淳編

複雑な免疫学を体系的に解説！ビジュアライズされた紙面と豊富なイラストですぐに理解！免疫学の基礎から、
がん免疫・腸内細菌など注目の話題までしっかり網羅！河本宏先生描下ろしイラストの表紙が目印です。

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。

¥18,900(＋税) □

¥5,700(＋税) 冊子購入確認

9784758120807

脳神経ペディア
羊土社 電子書籍

¥22,500(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺雅彦著
9784758120821

脳神経の解剖や、神経核の機能・投射、感覚系・運動系のはたらきを、相互に関連づけながら整理して解説。バ
ラバラになりがちな構造と機能のピースがぴたりとはまる！脳の全体像の理解に役立つMRI画像も収録

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。

肺炎が疑われる症例にどのような検査を行うか？抗菌薬の選択は？…など、非呼吸器内科医が「これだけは
知っておくべき」肺炎診療のポイントを専門医がやさしく解説します。日常診療で肺炎を診る医師必携の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。

肺炎診療 どう見極め、まず何をすべきか
羊土社

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 青島正大編
9784758118118

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

-  23  -

同時３アクセス以上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8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 1025193966 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。

気管支喘息 (呼吸器疾患 診断治療アプ
ローチ 1)

中山書店 電子書籍

¥26,700(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上博雅編,三嶋理晃編
9784521745251

呼吸器内科医の日常診療にかかせない「気管支喘息」のすべてを網羅したスタンダードテキスト。検査・診断・評
価・発症予防・管理・治療・患者指導といった臨床面のみならず、治療方針を考えるために必要な病態生理から
みた危険因子等について、図表を多用してわかりやすく解説。喘息・アレルギー疾患診療の第一線で活躍中の
執筆陣により、必要な知識が包括的にまとめられている。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

-  24  -

同時３アクセス以上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8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 1025193967 □ □

出版社

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 1025193968 □ □

出版社

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 1025193969 □ □

出版社

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 1025193970 □ □

出版社

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 1025193971 □ □

循環器の病気ずかん
メディカ出版 電子書籍

¥13,700(＋税) □

¥4,000(＋税)

看護師・研修医・臨床工学技士のための実
践！カテーテルアブレーション治療とケア

メディカ出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中川義久監修,貝谷和昭編著,柴田正慶編著 

冊子購入確認

著編者名 木原康樹監修 
9784840459129

【目でみる“ずかん”で病気の理解がすすむ！】こどものころにわくわくする気持ちでめくった図鑑のように、楽しく
心臓の疾患・治療・ケアについて学べる！　豊富なイラスト図解＆新人ナースの悩みに答える「おしえて！
Q&A」、実践に活かせる「やってみよう」コーナーが、心臓ビギナーの理解を助ける。

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。

9784840461641

【最前線の現場から生まれた本当に使える本】心カテ室の新人さんはまず、聞きなれない言葉にとまどうかもし
れない。でも、大丈夫！本書で、よく使われる言葉・薬剤を確認でき、“疾患別の診断・治療”もさっと予習できる。
電気生理学的検査やアブレーション治療の実際については、会話形式で臨場感たっぷりに紹介。

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。

アクセプト率をグッとアップさせるネイティブ
発想の医学英語論文

メディカ出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税)

脊髄損傷者の看護
メディカ出版 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉備高原医療リハビリテーションセンター看護部編著

冊子購入確認

著編者名 前平謙二著 
9784840461498

【日本語発想から脱却して、伝わる英語を書く】日本人が書く医学英語論文の多くはなぜ「英語らしく」ないのか。
それは日本語と英語の間には発想法の溝があり、それが理解できていないからだ。難しい単語は必要ない。本
書で紹介する重要な基本動詞と英語表現が自由に使いこなせれば、アクセプトはグッと近づくはずだ。

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

9784840461542

【脊髄損傷の看護のポイントを凝縮！】若年から高齢者まで、脊髄損傷者の年齢は幅広く、損傷部位や程度に
よって機能障害は異なり、疾患の理解やケアがむずかしい。本書は、30年の脊髄損傷看護の経験を誇る“吉備
リハ”のスタッフが結集し、脊髄損傷の看護をわかりやすく、実践的に解説。回復期リハ、整形外科病棟のナース
必見！

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

臨床医も理工系研究者もこんな本を待って
いた！　基礎からよくわかる　実践的CFD
（数値流体力学）入門　脳血管編

メディカ出版 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本誠総監修,根本繁編,髙尾洋之編 
9784840461474

【本邦初！ CFDの実用的入門書】脳動脈瘤等の研究に用いられ注目を集めているCFD（数値流体力学）につい
て、臨床現場で働く医師と理工系の研究者がともに作り上げた本邦初の本格的な入門書。医師、理工系研究者
いずれが読んでも理解できる平易なテキストとわかりやすいポイント解説。編者らが開発したCFDフリーソフト付
き。

冊子を購入または
発注の場合は、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   

 

 

 

□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) 
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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 2017年4月 商品コード 1025193972 □ □

出版社

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 1025193973 □ □

出版社

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 1025193974 □ □

出版社

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 1025193975 □ □

出版社

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 1025193976 □ □

出版社

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 1025193977 □ □

査読者が伝授する論文投稿・査読のコツ
メディカ出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 細野茂春著 
9784840461665

【医学論文の執筆・投稿・査読の要点を解説】初めて論文投稿を行うドクターのために、基本的な論文執筆の進
め方、投稿の重要なポイントを解説する。アクセプトされる論文の執筆・投稿のコツ、論文を投稿・査読する際に
やってはいけない「ご法度」など指導医にも役立つ。また、査読について基本的なルールがわかる。Q&A形式で
気になる疑問を解決。

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

研修医・レジデント必携 新世代の膵癌診
療・治療バイブル

メディカ出版 電子書籍

¥34,100(＋税) □

¥10,000(＋税)

心エコー臨床のギモン厳選50
メディカ出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 一般社団法人日本心エコー図学会編

冊子購入確認

パスの中の看護過程がひとめでわかる！消
化器外科病棟ケア

メディカ出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税)

改訂2版　女性泌尿器科へ行こう！
メディカ出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名

著編者名 藤井努編,川井学編 
9784840461719

【膵癌の標準治療＋最先端治療を完全網羅！】国内有力施設の膵臓臨床医による執筆で、現在の膵癌診療・
治療のすべてがわかる。日本膵臓学会「膵癌診療ガイドライン2016年版」に基づく標準治療に加え、最先端治療
を最新トピックスとして紹介。現時点でのBest of Bestであると胸を張れる（編者序文より）。

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

9784840461726

【ギモン氷解！検査技術＆知識レベルアップ！】心エコー検査で困っていること、課題などについて、現場の実情
に即した実践的解決法を紹介。WEB動画も含め図・画像を用いて、わかりやすく解説。ギモンがすっきり解決し
て、明日からの検査がもっとうまくいく！臨床検査技師・循環器内科医にお薦めの一冊。

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。

腎臓・透析療法・透析患者の体イラスト図鑑

9784840459662

竹山政美著,藤井美穂著,
女性の尿失禁・骨盤臓器脱
元患者の会ひまわり会著

冊子購入確認

著編者名
独立行政法人国立病院機構
大阪医療センター看護部編著

9784840454278

【パス内容の根拠や看護計画との関連を即理解】パス内容と看護のポイントを見開きで配置。初めて消化器外
科病棟に配属になったナースも、ただ漫然とパスに沿って業務をこなすのではなく、そこに含まれている看護目
標や看護計画の要素を理解し、看護の視点を持ちながら病棟でのルーチン業務をマスターできるようになる。

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。

9784840461627

【尿もれ・骨盤臓器脱に悩んでいる人のために】誰にも相談できずに尿もれ・骨盤臓器脱に悩んでいる患者さん
のための『女性泌尿器科へ行こう！』の改訂版。最新の手術（LSC）の情報を追加し、治療内容、手術方法がわ
かる「手術を受ける人・専門スタッフのガイド本」。最新の女性泌尿器科医療機関リストつき。

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

メディカ出版 電子書籍

¥13,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 友雅司編著 

【腎不全の病態と透析治療が1冊でわかる！】腎臓のはたらきから腎不全の病態、透析治療の仕組み、透析合
併症にいたるまで、透析室スタッフに必須の幅広い知識を一冊に凝縮。理解を助けるフルカラーのイラストつき
で、新人・ベテランを問わず、読むほどに目の前の患者さんへの治療・ケアの意味がわかる！

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。
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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 2017年6月 商品コード 1025193978 □ □

出版社

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 1025193979 □ □

著編者名 久保田義則編著,松尾汎監修 
9784840445146

【3DCG画像で立体的にエコー所見を理解】新人リエコが超音波検査で重要な領域である血管・消化器・泌尿器・
循環器・運動器を主任から学びながら徐々に成長していくストーリー。エコー走査がわかるよう、超音波動画に合
わせて3DCG解剖図上でプローブの動きを再現しており、エコー走査に不可欠な臓器の立体構造が理解できる。

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

9784840461771

【アドラー心理学に基づく初の保健指導の本】アドラー心理学を基本とした「アドラー流勇気づけ保健指導」の実
践書。保健指導の現場で役立つ勇気づけの技法（意思カクニン、ヨイ出し、プロセスに注目する、アイ・メッセー
ジ、リフレーミングなど）を、「実践的な会話例」をつけてわかりやすく解説。産業医療職（保健師、看護師、管理栄
養士）が抱えているさまざまな悩みやトラブルへの対処方法も事例でわかりやすく紹介。

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。

ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ”保健指
導

メディカ出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上谷実礼著 

新人技師リエコとらくらく学ぶ超音波検査手
技ABC

メディカ出版 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,000(＋税)
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