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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   
□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10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9月 商品コード 1025599537 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599538 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599539 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599540 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599541 □ □

埋もれた江戸 東大の地下の大名屋敷 (読
みなおす日本史)

吉川弘文館 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤本強著
9784642067294

東京大学の改築工事の際に、加賀大聖寺藩の上屋敷跡が検出された。何層にも重なる遺構と大量の出土遺物
から、焼失・再建の変遷や食器などの時代的推移が判明。近世史を塗り替える成果を、調査の臨場感と併せ紹
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。

荷車と立ちん坊 近代都市東京の物流と労
働

吉川弘文館 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田尚子著
9784642083249

明治のはじめ、荷車の技術的変革は、物流を急速に発達させ、東京の経済発展に大きく貢献した。また、人力輸
送の補助力として不可欠だった「立ちん坊」とはどのような人たちだったのか。車輌の製造や管理、道路の整備
や日清戦争下の輸送、立ちん坊の生活や賃金など、さまざまな視点から明治社会を掘り起こし、現代にも通じる
物流問題の実態に迫る。

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

□

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

近代東京の安全を脅かしたものは何だったのか。明治維新直後の政情不安から昭和の敗戦までの長期間を取
り上げて分析。戦時の沿岸防衛と防空体制整備、関東大震災で生じた甚大な火災被害、二・二六事件をはじめ
とするクーデターへの対応など、その時々に要請された防衛課題から帝都がいかに守られてきたかを検討し、当
時の情勢や社会的影響に迫る。

冊子購入確認

著編者名 佐伯徳哉著

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)

電子書籍

9784642083232

□

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。

古代豪族葛城氏と大古墳
吉川弘文館

帝都防衛 戦争・災害・テロ (歴史文化ライブ
ラリー 452)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 土田宏成著
9784642058520

¥7,300(＋税)

奈良盆地南西部にある馬見丘陵一帯には、全長２００メートルを超える葛城氏の首長墳が集中して築造されて
いる。考古学による首長墳の系列と『古事記』『日本書紀』に記す葛城氏の系譜を対比し、首長墳の被葬者をす
べて想定する。古代豪族の葛城氏が畿内の最有力豪族になったのはなぜか。葛城氏の政治力、経済力、軍事
力を考古学資料によって描く。

¥2,200(＋税)

著編者名 小笠原好彦著

出雲といえば古代のイメージが強いが、まぎれもなく「中世」という時代はあった。日本海西部の出雲において、
いかに「地域」が形成・展開し、これを公家・武家・寺社勢力による権門体制国家が支配しようとしたのか。院政
期の杵築(きづき)（出雲）大社「寄(より)木(き)の造営」や鎌倉幕府勢力の侵入、京極・尼子氏らの興亡などを描
き、地域と国家との相剋に迫る。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍
出雲の中世 地域と国家のはざま (歴史文化
ライブラリー 451)

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

□

9784642058513

□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  -

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10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 1025599542 □ □

出版社

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 1025599543 □ □

出版社

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 1025599544 □ □

出版社

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 1025599545 □ □

出版社

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 1025599546 □ □

ビギナーのための経済英語[第2版]

ライプニッツの創世記
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥17,300(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 根無一信著
9784766424553

▼ライプニッツ研究において、これまで「矛盾」とみなされてきた、被造物の「自発性」と「依存性」。この両概念の
並存可能性を立証するとともに、予定調和の世界でも人間は自由であることを示す力作。▼被造物における「自
発性」と「神への依存性」という矛盾する二つの根本性格は、いかにして両立しうるのか。本書は、ライプニッツ哲
学の「神と被造物の関係性」、「世界創造の始源」に焦点を合わせ、哲学史上の大問題を解決することを試みる。

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。

軍法会議のない「軍隊」
冊子購入確認

著編者名 霞信彦著
9784766424539

常に負のイメージで語られる軍法会議。またこれをもたない｢軍隊｣自衛隊。　当然のごとく認識されている状況は
果たして正しいのか？　そもそも「軍法会議」とはどのような制度なのか？　　われわれは軍法会議、軍の司法制
度の正確な知識をもっているだろうか？　憲法改正が議論される現在にこそ、すでに忘れ去られ葬り去られよう
としている軍の司法制度に関する、いずれにも偏ることのない客観的かつ正確な情報を提示し、軍と司法の関係
を問う。

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。

¥1,800(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

日本経済史1600-2015
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
浜野潔著,井奥成彦著,中村宗悦著,
岸田真著,永江雅和著,牛島利明著

9784766423358

▼太閤検地、幕藩経済、近代産業社会化、そして高度成長と経済の成熟17世紀から現代へ、歴史に学ぶ日本
経済社会の読み方（詳細な年表付）　近世の経済学的遺産が近代的工業化に果たした役割を重視しながら近世
から現代までを鳥瞰する、日本経済史の定番テキストの改訂版。各章末尾に新たな視点でのトピックを追加した
ほか、アベノミクス等の経済動向についても増補・改稿。

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

▼国際金融・海外マーケットなどで、グローバルな活躍を目指すビジネスパーソンが、業務で必要な情報を英語
で得るために役立つ重要表現を収録。ひととおり目を通せば、英字新聞の経済・金融面や企業の英文業績報告
書を難なく読めるレベルに到達することができる。金融業界への就職を目指す学生も必読の1冊。▼業務で必要
な情報を英語で得るために役立つ計320の重要表現を収録した好評書。

慶應義塾大学出版会 電子書籍
法学・経済学・自然科学から考える環境問
題

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。

▼安定した地球の未来と持続可能な社会を実現するために、多様な視点をもった考え方を身につけるのに最適
▼これ一冊で、文理両面から同時に学べる！　　環境問題の3つの重要なテーマ（循環型社会、生物多様性、気
候変動と温暖化対策）について、いま何が問題で、どう解決すべきかを、法学・経済学・自然科学の各分野から
解説。また各章の最後では、ディスカッションの形式で、身近な問題について多面的に考えていく。

青木淳一著,秋山豊子著,大平哲著,金谷信宏著,
小林宏充著,杉本憲彦著,六車明著

9784766424461

□

慶應義塾大学出版会

¥6,200(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 日向清人著
9784766424522

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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10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8月 商品コード 1025599547 □ □

出版社

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 1025599548 □ □

出版社

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 1025599549 □ □

歴史としての大衆消費社会
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 寺西重郎著
9784766424478

敗戦の瓦礫のなか、日本は生活文化の全面的な西洋化・アメリカ化を「さしあたって」決意した。大衆消費社会、
分厚い中間層と高度成長はそこから生まれ、その後の経済停滞はこうした歴史理解の取り違えから生じた。　そ
して現在、われわれの生活文化感覚は着実に伝統回帰しつつある。21世紀日本のあり方を考えるには、鎌倉時
代に始まり江戸時代に完成した日本伝統の資本主義が育んだ文化と精神を再評価し、1000年の歴史のなかで
戦後70年の意味を問い直さなければならない。

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。

ベンサムの言語論
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥26,200(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高島和哉著
9784766424492

功利主義の定礎者ジェレミー・ベンサム。本書は、彼の思想体系の基礎にプラグマティックな言語論があることを
初めて明らかにし、心理学、倫理学、法学、政治学など、人間とその秩序全般にわたる彼の厖大な思索を詳細に
読み解く。「法の科学」にもとづく若き日の法治国家構想から、包括的な社会改革理論の構築とその実践に邁進
する晩年にいたるまで、〈フィクションの発明を通じた、実在世界のよりよき組織化〉をめざし続けた彼の理論的成
果を統一的に把握する視座を確立し、道徳理論としての功利主義研究に新境地をひらく大著。

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。

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

気鋭の歴史家ウィリアム・マリガンが、1914年の夏にヨーロッパの大国間の平和維持メカニズムが崩壊してしまっ
た経緯と、第一次世界大戦が「不可避の戦争」ではなかった理由を、各国の国内情勢、外交の諸相、指導者の
言動、軍部の計画や認識、世論の動向などの分析を通じて明快に解き明かす。　大国の戦略や思惑が世界規
模で複雑に交錯し、過激な世論や各国間の経済関係の動向が大きな存在感を持つ現代にこそ、学ぶべき「歴史
の教訓」がちりばめられた一冊。

ウィリアム・マリガン著,赤木完爾訳,今野茂充訳著編者名
9784766424454

冊子購入確認¥3,200(＋税)

第一次世界大戦への道 □¥9,900(＋税)

電子書籍慶應義塾大学出版会

-  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10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8月 商品コード 1025599550 □ □

出版社

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 1025599551 □ □

出版社

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 1025599552 □ □

出版社

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 1025599553 □ □

出版社

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 1025599554 □ □

法倫理学探究 道徳的実在論／個別主義／
汎心論／自由意志論のトポス

勁草書房 電子書籍

¥22,900(＋税) □

¥7,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増田豊著
9784326403370

「規範倫理学」も「メタ倫理学」も視野に入れる法倫理学アプローチの重要性が高まり始めた。法と道徳との関係
を批判的に捉え直すことによって正義論や人権論などの基礎理論の再検討が意識的に対象化される。法律学
方法論と刑事法基礎理論に関する批判三部作の著者が、脳神経倫理学など新たな諸問題にも対応できる通路
の構築をめざす。

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。

¥11,000(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 青柳英治編著,長谷川昭子編著
9784326000456

日本には、官庁や議会等の公的機関、研究所・博物館等の調査研究機関、企業・団体等が運営する図書館など
多くの「専門図書館」が存在する。本書は大学の司書養成課程で学ぶ学生や、図書館で実務を行う現職者向け
に、専門図書館の役割と業務を体系的にまとめたテキストであり、その役割と実務について理解を深めることが
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。

勁草書房 電子書籍

専門図書館の役割としごと □

冊子購入確認

意識の進化的起源 カンブリア爆発で心は生
まれた

勁草書房 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
トッド・E・ファインバーグ著,

ジョン・Ｍ・マラット著,鈴木大地訳

9784326102631

意識はいつ、どのように生まれたのか。鍵は、動物が一気に多様化したカンブリア爆発と、世界をイメージとして
捉える視覚の進化にあった。意識研究者と生物学者がタッグを組み、原初の意識と意識のハード・プロブレム自
体の起源を探る。昆虫やイカ・タコ類とも比べながら、多角的なアプローチが収斂していく道筋に知的興奮を覚え
る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。

カントの政治哲学 自立・言論・移行
勁草書房 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金慧著
9784326102648

カントは自らに法を与えるという意味での政治的自律がどのような手続きや条件の下で実現されるのかを探究し
た。そして、政治的自律を実現する手段として言論の自由を重視した。個人間の意見の相違を前提とする言論の
自由こそが政治的自律を促すのである。また、各国家の人民の政治的自律が「永遠平和」への移行を可能とす
るとした。

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。

ビカミング〈ジャパニーズ〉 殖民地台湾にお
けるアイデンティティ形成のポリティクス

勁草書房 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 レオ・チン著,菅野敦志訳
9784326200573

帝国主義としての日本、民族主義下の中国、植民地下の台湾という三角関係を通じて生成される、日本統治下
台湾人のアイデンティティに焦点を当てる。またヨーロッパ中心主義的な欧米のコロニアル／ポストコロニアル研
究が陥った多くの問題を指摘し、世界各地で見られるアイデンティティ問題の理解について示唆的に論じた画期
的書籍。

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 

□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 

-  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10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8月 商品コード 1025599555 □ □

出版社

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 1025599556 □ □

出版社

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 1025599557 □ □

出版社

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 1025599558 □ □

出版社

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 1025599559 □ □

出版社

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 1025599560 □ □

ICT実務のためのインターネット政策論の基
礎知識 テクノロジー・ユーザー・ビジネスに
より進化し続けるネットワー

勁草書房 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 クリストファー・ユー著,波多江崇訳,小竹有馬訳
9784326403417

ダイナミックに変化を続けるテクノロジー、ビジネス、そして私たちユーザー。急発展してきたインターネットも歴史
を知らずして、ICTの未来は考えられない。標準化、ガバナンス、料金体系、表現の自由、経済学――多角的な
議論を通じ、イノベーションを適切に促す「これから」の政策論を米国インターネット政策から学ぶための入門的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。

モバイル・ブロードバンドの普及要因 多国を
対象としたパネルデータ推定

勁草書房 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 篠原聡兵衛著
9784326504398

モバイル・ブロードバンドは十分な通信速度と低コスト性から、その早期普及が期待されている。しかし、先進国
で構成されるOECDでさえ、国によっては4割以下の普及率にとどまっているのが実情である。本書はこうした状
況の要因を2000年から2012年までのデータを元に分析し、普及促進のために有効な方途を探索する。

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。

ヤナマール セネガルの民衆が立ち上がると
き

勁草書房 電子書籍

¥8,100(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ヴュー・サヴァネ著,バイ・マケベ・サル著,

真島一郎監訳・解説,中尾沙季子訳

9784326654017

ヒップホップグループ「クルギ」が率いた社会運動体「ヤナマール（もううんざりだ）」。政党とは一線を画した非暴
力の大規模デモで大統領の専断による憲法改悪を阻止、現在のセネガルおよびアフリカの社会運動に大きな影
響を与えつづけている。ジャーナリストによる運動の記録の他、クルギのインタビュー、監訳者の解説付き。

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。

いかにして思考するべきか？ 言葉と確率の
思想史

勁草書房 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 船木亨著
9784326154463

デカルトの方法論的思考には言葉が思考に反作用することを軽く見る欠陥があった。その後、思考は言葉です
る計算にすぎないとの主張まで現われた。それに対し、言葉以前にも確率論的な思考があるとするヒュームもい
た。言葉の上だけの思考、言葉の下の単なる直感ではない、今日での本当の意味での思考がどのようなものか
を論じる。

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。

ギャバガイ！ 「動物のことば」の先にあるも
の

勁草書房 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 デイヴィッド・プレマック著,橋彌和秀訳
9784326299249

チンパンジーが選んだ「リンゴ」を示す記号は、ヒトの言葉の「リンゴ」と同じといえるのだろうか。心の理論の提唱
と同時期に「類人猿の言語プロジェクト」の中でも異彩を放ったプレマックは、緻密な思考に基づいた行動実験か
ら「言語」と「こころ」の関係を明晰に腑分けした。言語、心理、コミュニケーション研究者必読の名著。

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。

最新判例にみるインターネット上のプライバ
シー・個人情報保護の理論と実務 (勁草法
律実務シリーズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥11,500(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾剛行著
9784326403387

2008年以降のインターネット上のプライバシーおよびプライバシー侵害類型としての個人情報保護問題に関する
膨大な裁判例を収集・分類・分析したうえで、実務での判断基準、メディア媒体毎の特徴、法律上の要件、紛争
類型毎の相違等を、想定事例に落とし込んで、わかりやすく解説する。「名誉毀損」に続く好評シリーズ第2弾！

冊子を購入または
発注の場合は、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10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 

□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  -

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10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 1025599561 □ □

出版社

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 1025599562 □ □

脳と脊髄＝中枢神経系を論じた古代から19世紀末までの厖大な文献を纏めた世紀の古典的大著。精神医学・
科学史はじめ研究者必備。

中枢神経系 古代篇 構造と機能 理論と学説
の批判的歴史

みすず書房

9784622085843

□

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジュール・スーリィ著,萬年甫訳,新谷昌宏訳

冊子を購入または
発注の場合は、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
いかにして民主主義は失われていくのか 新
自由主義の見えざる攻撃

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

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ウェンディ・ブラウン著,中井亜佐子訳
9784622085690

いまや新自由主義は、民主主義を内側から破壊している。経済の見かけをもちながら統治理性として私たちを駆
動する過程を解き明かす。

電子書籍

¥60,000(＋税)

□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 

-  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10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 1025599563 □ □

出版社

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 1025599564 □ □

出版社

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 1025599565 □ □

出版社

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 1025599566 □ □

出版社

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 1025599567 □ □

¥6,400(＋税)

¥2,900(＋税)

9784641179325

憲法の人権分野の基本と応用を的確に学べる信頼のテキスト。より深く理解できるよう重要な論点や判例につ
いては詳しく解説。法学部生はもちろんのこと法科大学院生・修了生・受験生必携。初版刊行時以後の判例や
学説の進展を織り込み、全面改訂した最新版。

毛利透著,小泉良幸著,
淺野博宣著,松本哲治著

著編者名

有斐閣 電子書籍

憲法Ⅱ　人権〔第2版〕（※）

憲法Ⅰ　総論・統治 〔第2版〕（※）
有斐閣

¥6,000(＋税)

9784641179295

□

新 実務家のための税務相談（民法編）
有斐閣

憲法の総論および統治分野の基本と応用を的確に学べる信頼のテキスト。より深く理解できるよう重要な論点
や判例については詳しく解説。法学部生はもちろんのこと法科大学院生・修了生・受験生必携。初版刊行以降の
判例や学説の進展を織り込み、全面改訂した最新版。

冊子購入確認

毛利透著,小泉良幸著,
淺野博宣著,松本哲治著

著編者名

税の実務に携わる読者を対象に、民法の主要な制度・概念を分かりやすく説明し、それらと税法の諸問題との関
連について、知識の架橋をすることを目指した。実務上ふと気になる問題が理論的にも説明され、実務と理論の
交流がなされた極めて有益な一冊。税理士、弁護士必携。

¥10,600(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 三木義一監修,本山敦編,伊川正樹編
9784641131972

¥2,700(＋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。

民法総則・物権の基本を、人／所有権／契約をキーワードとして簡潔にまとめ上げた。初版以来、好評のテキス
ト。ポイントを押さえて、わかりやすく具体例も折り込みつつ解説する。第193回国会で成立した民法改正に対応
した最新版。

解釈論や立法、さらには実務に強く影響を与えた判例を厳選し、丁寧かつ詳細な分析を示す。事案の検討、判
旨のロジックを追うための行間の言語化、判旨の機能的な分析を行った。基礎的な判例の学習を通して、会社
法判例の批判的検討の面白さを伝える１冊。

飯田秀総著,白井正和著,松中学著
9784641137752

有斐閣

著編者名

¥3,100(＋税)

会社法判例の読み方 判例分析の第一歩
（※）

有斐閣

¥6,900(＋税)

著編者名 山野目章夫著
9784641220898

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

民法　総則・物権〔第6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。

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 
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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。



人文社会編 2017年10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 1025599568 □ □

出版社

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 1025599569 □ □

出版社

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 1025599570 □ □

出版社

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 1025599571 □ □

出版社

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 1025599572 □ □

出版社

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 1025599573 □ □

ケースブック刑法〔第3版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岩間康夫著,塩見淳著,小田直樹著,

橋田久著,髙山佳奈子著,安田拓人著,
齊藤彰子著,小島陽介著

9784641139190

法科大学院の双方向型授業を想定した学習教材。重要判例と多彩な設問で、知識の定着、理論の体系的理解
を助ける。第３版では、判例、設問を一層厳選し大幅なコンパクト化を図ったほか、内容も再度吟味して、法科大
学院での実践的利用により資するものとした。

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。

コンパクトな民事訴訟法テキストの決定版。第６版補訂版刊行以降の関連法令の改正に対応し、新たな判例・学
説の動向を織り込んだ。さらに、統計資料等をアップデートするなどの補訂を行った最新版。

民事訴訟法〔第7版〕（※）
有斐閣

¥3,800(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 上原敏夫著,池田辰夫著,山本和彦著
9784641159464

日本政治史〔増補版〕 外交と権力（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北岡伸一著
9784641149199

近代国家は、国民の上に巨大な力を及ぼす一方で、国民の支持なしには存在できない。また、内政と国際関係
が密接に結び付く。幕末から冷戦終結に至る130年余の日本の近代を、中央レベルの政治権力を対象として分
析・考察する。「植民地とその後」を加筆。

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

身近に感じる国際金融（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
飯島寛之著,五百旗頭真吾著,

佐藤秀樹著,菅原歩著

9784641150447

国際金融の世界を、普段の生活に関係する例をふんだんに交じえながらやさしく解説。理論、制度、歴史、現状
をバランスよくオーソドックスに構成し、仮想通貨やベイルイン・ベイルアウト、フィンテックなど新しい動向も盛り
込んだ、わかりやすいテキストです。

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。

質的社会調査の方法 他者の合理性の理解
社会学（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岸政彦著,石岡丈昇著,丸山里美著
9784641150379

「他者を理解する」とは、どのようなことなのか。社会調査がますます重要視されるなか、第一線で活躍する研究
者が手の内をすべて明かし、質的調査の醍醐味を伝える。初学者から一般読者まで、読みながら熱気とおもしろ
さを体感できる、新しい教科書。

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。

心理学研究法〔補訂版〕 心を見つめる科学
のまなざし（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高野陽太郎編,岡隆編
9784641220867

心理学研究における、科学的な実証的研究の重要性や基本のロジックをわかりやすく解説。近年の変化に対応
し、「効果量」や「信頼区間の活用」に関する新たな節を補訂。コラムも加筆して一層充実した内容に。心理学実
習などの講義のテキストや副読本に最適。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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10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 1025180163 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599574 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599575 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599576 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599577 □ □

これからのSIerの話をしよう エンジニアの働
き方改革

インプレス 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 梅田弘之著
9784295002246

本書は、インプレスの“オープンソース技術の実践活用メディア”Think ITの連載記事『これからの「SIer」の話をし
よう』の内容をまとめて書籍化したものです。日本のIT産業では「SIer はもう消える」「SI ビジネスの終焉」など、
20年ほど前からそんな声がよく聞かれてきました。本書ではSIerに所属する多くのエンジニアに向けて、「これか
らのSIerのあるべき姿」を開発者出身の経営者である著者の視点から解説しています。

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。

Web制作者のためのSassの教科書 改訂2
版 Webデザインの現場で必須のCSSプリプ
ロセッサ

インプレス 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平澤隆（Latele）著,森田壮著
9784295002352

最新のコーディング環境にあわせて大幅刷新！CSSをより便利に効率的に書ける「Sass（サス）」の解説書を、最
新のコーディング環境にあわせて大幅刷新！CSSをHTMLの構造に合わせて入れ子で書いていく「ネスト」や、便
利な「変数」や「演算」などのSassの基本機能はもちろん、筆者が実際に仕事の現場で使っている実践的なテク
ニックまで、この一冊で網羅しています。

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。

エンジニアのためのAI入門 (Think IT
BOOKS)

インプレス 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Think IT編集部編
9784295001546

AI技術のトレンドが網羅的にわかる！本書は、Think ITの特集記事「ディープラーニング・人工知能最前線」の内
容をまとめ、加筆して書籍化したものです。これから業務でディープラーニングやAIに携わる必要（可能性）があ
る技術者に向け、基礎知識から様々な業種の利用事例、ディープラーニング・人工知能の最前線で活躍する技
術者の紹介など、1冊で幅広く網羅した書籍となっています。

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。

Rではじめる機械学習 データサイズを抑え
て軽量な環境で攻略法を探る

インプレス 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長橋賢吾著

機械学習の考え方とRの活用をわかりやすく解説！―Rは統計解析のためのプログラミング言語・開発環境であ
り、機械学習で利用できるライブラリが数多く提供されています。本書ではまず、機械学習の考え方や、その基
礎となる統計をわかりやすく説明。それを踏まえて、代表的な機械学習の理論を押さえながら、Rのさまざまな活
用法を解説します。本書を読んで、Rによる機械学習の試行や検証を始めてみましょう！

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。

9784295002055

エンジニアのための理論でわかるデザイン
入門 (Think IT　BOOKS)

インプレス 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤博臣著
9784295002338

ロジックがわかればデザインは怖くない！本書は、Think ITの連載記事「ITエンジニアのためのデザイン入門」の
内容をまとめ、加筆して書籍化したものです。「デザインはセンスではない。プログラムはロジック。デザインも同
じだから、ITエンジニアでも十分に習得できる」をコンセプトに、「デザインセンスがない」と諦めていることが多い
ITエンジニアにデザインの基礎から学んでもらうとともに、実際の業務の中で「どのように活用するのか」を知って
もらう内容となっています。

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。

□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 

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。
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10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9月 商品コード 1025599578 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599579 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599580 □ □

2017年8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6月 商品コード 1024989209 □ □

2017年9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7月 商品コード 1025233672 □ □

マルチメディア：ファーストステップ
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 今井崇雅著
9784764905511

直感的に理解できる！マルチメディアの初学者を対象とした教科書である。マルチメディアの範囲は、音、映像
（静・動）および文字情報の符号化の仕組みと、それらの符号をマルチメディアへ統合する仕組みである。偏らず
にマルチメディア全体を学ぶことができる。図を多用して、初学者が直感的に理解できるよう工夫する。また、事
前・事後学習に対応できるよう演習課題を数多く配置する。側注でキーワードの解説も行い、初出用語でとかく
混乱しがちな初学者の理解を確かなものとする。

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。

アジャイル開発への道案内
近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片岡雅憲著,小原由紀夫著,光藤昭男著
9784764905528

アジャイル開発の指南書　アジャイル開発は、従来のウォーターフォール型とは対照的に、顧客にとって価値の
高い機能を優先し、迅速・適応的な開発が行えるが、我国ではまだ開発手法の主流であるとはいいがたい。本
書は今後導入が期待されているこのアジャイル開発の概要から、エクストリーム、スクラムを使った開発プロセ
ス、リスクマネジメント、開発事例まで網羅した指南書である。

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。

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) 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。

電子書籍ビジネス調査報告書2017
インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インプレス総合研究所編著
9784295002062

本調査報告書は、市場規模、ストアやサービス事業者の動向、ユーザーの動向、今後の展望など、電子書籍市
場の今を多角的に分析しています。この一冊で電子書籍ビジネスを網羅的に理解できる調査報告書です。

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

京都のアルゴリズム
近代科学社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩間一雄著
9784764905474

京都を知る、アルゴリズムを知る。アルゴリズムとはそもそも、何か物事を行うときの“具体的手順”のことであ
る。私たちは日々、意識するかしないかに関わらず、次々とアルゴリズムの設計をしながら生活をしている。本書
は、岩間一雄教授が京都の町を題材にアルゴリズムの思考を伝える、読み物的手法をとった数学書である。読
者はその奥深い世界へと誘われてゆくだろう。巻末には本書で取り上げた京都関連の名所・行事などの索引が
あり、逆引きで読んでいくことができる。

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。

-  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10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8月 商品コード 1025376225 □ □

TensorFlow機械学習クックブック Python
ベースの活用レシピ60+

インプレス 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Nick McClure著,株式会社クイープ訳
9784295002000

新世代の数値計算ライブラリを操る！線形回帰からCNN/RNNまで網羅的に実践 -- TensorFlowは、数値処理
用のオープンソースライブラリで、AI分野を中心に活用が進んでいます。本書ではまず、変数／プレースホルダと
いったTensorFlowの基本や、オープンデータを扱う方法を説明します。以降は、機械学習のさまざまな手法を具
体的なレシピとして示していきます。線形回帰からCNN/RNNまで解説しつつ、運用環境向けの手法や連立常微
分方程式も取り上げた1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。

-  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10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8月 商品コード 1025599581 □ □

出版社

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 1025599582 □ □

9784274220715

電子書籍

著編者名 三井正著

JMPを使った「仕事の流儀」の入門書！ 実務に使える強力なアドインを初公開！／本書は、「消化の仕組みが
理解できていなくても美味しく食事ができるのと同様、統計を理解できていなくても統計を使ってその恩恵にあず
かることはできる」という考えの基、JMPによる統計的データ分析の方法を解説します。JMPの入門書でもありま
すが、操作手順だけではなく、「どんなときに何をどう使うのか」、「なぜその手法が必要なのか」という背後にある
考え方について重きを置き、問題に対処できる応用力を身につけることができます。

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。

□

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

¥8,800(＋税)JMPではじめる 統計的問題解決入門
オーム社

実践Arduino！ 電子工作でアイデアを形に
しよう

オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平原真著
9784274220814

Arduinoでものづくりをはじめよう！／本書は、ピカピカ光るおもちゃやキーボードで操作できるラジコンなど、なにか面白いモノをつくりたい、つくってみたい人に向けた電子
工作の入門書です。Arduino（アルデュイーノ）と呼ばれるマイコンボードを使って、LEDをチカチカ光らせたり、モーターを回したり、センサーで温度や明るさを測ったり、音を
出したりします。それから手元のパソコンと連携させて、測ったデータのやりとりをしてみたり、お手軽なゲームエンジンのUnityを使って3Dモデルを操ったりもします
（Uniduino）。最後に、それらを組み合わせた完成作品として、触れると振動するタマゴやバースデイケーキ、ボール転がしゲームをつくります。昔ながらの電子工作でこれ
らを実現しようとすると勉強も製作もとても大変ですが、Arduinoを使うことでとてもシンプルにこなすことができます。本書は、プロのデザイナーである著者がArduinoによる
電子工作の基礎から実際の作品をつくるまでを解説し、なにかをつくれる段階を越えて、実際に作品をつくるところまであなたを導きます。電子工作をはじめてみたい方、な
にか楽しいモノをつくってみたいけど何からはじめてよいかわからない方にオススメの一冊です。

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。

  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 

-  15  -

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10月号 

2017年9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 1025376230 □ □

出版社

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 1025376231 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 日本化学会編

2004年にブレークしたグラフェンは、電子材料はじめさまざまな応用が期待される新素材の担い手であり、その
特異な性質に魅力がある。二次元物質は、グラフェンはじめ、無機物、有機物、錯体と、幅広くその物理と化学が
研究され、次世代の革新的な科学技術につながる発見がなされている。歴史から最先端の動向まで紹介。

冊子購入確認

CSJカレントレビュー25　二次元物質の科学
化学同人

¥9,800(＋税)

¥4,200(＋税)

9784759813852

CSJカレントレビュー23　先端計測
化学同人 電子書籍

¥9,800(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813838

観ること、測ることは、科学の重要な要素であり、Mother of Scienceといえる。天体観測から、タンパク質の質量
分析まで、国産の優れた計測・分析技術を生み出してきた研究者と、その計測機器や手法について、開発の歴
史を振り返りながら迫る。ソフトレーザー脱離による質量分析技術の開発でノーベル賞を受賞した田中耕一先生
も寄稿。

冊子を購入または
発注の場合は、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  -

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10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 1025599583 □ □

出版社

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 1025599584 □ □

出版社

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 1025599585 □ □

出版社

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 1025599586 □ □

出版社

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 1025599587 □ □

著編者名 川瀬芳克著
9784320061842

初めて光学を学ぶ学生が、視能訓練士国家試験および眼科臨床で必要とされる生理光学の知識を自らまとめ
ることで習得できるワークブックである。レンズ光学では基礎的な理解と結像についてやさしく解説する。また屈
折値では、眼内での結像状態まで理解できるように系統的な構成とした。学生が苦手とする数値処理についても
例題をあげて計算手順を示した。

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。

本書では、絶縁体、導体、磁性体、超伝導体などのさまざまな個性を持つ物質を舞台として、これらの「個性」を
電磁気学でどのように記述するかを解説。この個性が多彩で面白い物理現象の舞台となるのだが、一方で難し
い、分かりにくいという印象を持つ原因にもなっている。本書では演習問題を多く取り入れ、読者が演習問題を通
じて納得感を得られるように、また直感的な説明を随所に取り入れ、物質中の電磁場が「見える」ように配慮し
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。

視能訓練士のための生理光学―自分で作
るワークブック―

共立出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

物質中の電場と磁場―物性をより深く理解
するために―（フロー式 物理演習シリーズ
13）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,村上修一著

冊子購入確認

著編者名 福本雅朗著,土井美和子コーディネーター
9784320009110

本書では、読者の方々が「インタフェースデバイス」を作ろうとした際に、どんな手順で、何に注意しながら作って
いけば良いかを、実際の製作例を示しながら、順を追って紹介していく。また、現在使われている（あるいは研究
されている）代表的なインタフェースデバイスの構造も併せて紹介している。トリビア的な注釈やコラムも多数掲
載されている。

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。

9784320035126

リーマンと数論（リーマンの生きる数学 1）
共立出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 黒川信重編,黒川信重著
9784320112346

ベルンハルト・リーマンは、19世紀に活躍した数学者である。1826年に生まれ、1866年に39歳で亡くなった。2016
年、歿後150年を迎えたが、今でもなお、リーマンの業績は現代数学に生き生きと現れる。本書では、ゼータ関数
やリーマン予想を中心とした、数論におけるリーマンの業績を解説する。

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。

インタフェースデバイスのつくりかた―その
仕組みと勘どころ―（共立スマートセレクショ
ン　11）

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

医用工学―医療技術者のための電気・電子
工学― 第2版

共立出版 電子書籍

¥10,300(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 若松秀俊著,本間達著
9784320061835

臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師を目指す学生を対象に、電気・電子工学の基礎から生理特性
の測定まで、実習を通して理論と実際を国家試験に準拠して学べるようにした教科書。第2版では、演習問題を
新しい国家試験に対応し再編成し、さらに電気記号を新JISに置き換えた。

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。

□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  -

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10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 1025599588 □ □

出版社

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 1025599589 □ □

出版社

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 1025599590 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 中野人志著

電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税)

9784339008890

工科系学生のための   光・レーザ工学入門
（※）

コロナ社

本書は、工科系の学部・学科で学ぶ学生を対象とした光・レーザに関する入門書である。量子論による説明を避
け、直感的イメージの構築を重要視し、レーザをツールとして活用するための必要最低限の項目に絞って記述さ
れている。

著編者名 斎藤利通ほか著
9784339008852

本書は、電気・電子系を学ぶ学生向けの電気回路の教科書である。本書は電気回路の基本的かつ重要な部
分、いわば体系の幹となる部分に的を絞り、わかりやすさを最優先にし豊富な図表を用いて平易に解説した。

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。

有機化学の教科書で取り上げられる有機分子は、ほとんどが揮発性があり独特の香りをもっている。本書は、こ
の香りに関連づけて、有機化学の基礎的な内容を解説したユニークかつ入門的な教科書である。香り関連の自
習書としても最適。

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

わかりやすい電気回路（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

香りがナビゲートする有機化学
コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川登志夫著
9784339066388

  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 

-  18  -

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10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 1025599591 □ □

出版社

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 1025599592 □ □

出版社

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 1025599593 □ □

建築構造設計概論 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
和田章監修,竹内徹監修,石岡恒一編,泉隆一編,
大内一保編,金箱温春編,小泉渉編,坂田弘安編,

島﨑和司編,西尾正人編,益野英昌編

9784407340334

・力学の基礎から建築物の構造設計まで一貫して学べる。第1～4章で力学の基礎を学べ、第6～8章で構造別の構造設計を学べるような
構成としました。・基礎の力学から構造設計の導入を充実。第5章では、部材設計の基本的な学習を踏まえ、実際の建築物の構造設計に
ついて活用できるようにしました。また、荷重計算の概略をつかめるように説明しました。・例題と問を随所に掲載。第1～4章では、例題の
後に問を設け、平易な問題としました。節末問題には応用問題を、章末問題には発展問題を設けました。問のそばに「ヒント」を設け、問を
解きやすくしました。・写真で具体例を掲載。身近な道具をつかった実験写真や、構造設計の概念をつかみやすくするように具体例の写真
を多く掲載しました。

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。

建築法規概論 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大村謙二郎監修,五條渉監修,萩原一郎監修,平野吉信監修,

飯田直彦編,遠藤栄治編,大木盛雄編,大熊久理子編,小山由紀夫編,

築比地正編,町田功編,中田智晴編,根岸俊行編,米原良慈編

9784407340228

・建築基準法を中心に各種の関係法規がわかりやすく学べるテキスト。・一般的な法律の種類や構成、基本用語
の意味と位置づけ、解釈の仕方をていねいに解説した。・理解の助けとなるかこみ記事を多数設けた。・巻末に、
建築基準法令の改正の経緯を、そのきっかけとなったできごとや背景とともに年表で示した。

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。

水理学概論 (First Stageシリーズ)
実教出版

¥4,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名
岡二三生監修,白土博通監修,細田尚監修,垣谷敦美編,神谷政人編,

川窪秀樹編,竹内一生編,田中良典編,中野毅編,西田秀行編,
橋本基宏編,福山和夫編,桝見謙編,森本浩行編,山本竜哉編

9784407339291

〇大学、高等専門学校の土木・建設系学科向けテキスト。〇堰・ダム等の水理構造物の設計の基礎となる水理
学をやさしく解説。〇重要で一般性のある定理や公式を第３章にまとめ、具体的な計算例を通して理解・習得で
きるよう配慮した。〇後半では、管水路と閉水路の流れについて扱う。

□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  -

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10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 1025599594 □ □

出版社

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 1025599595 □ □

出版社

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 1025599596 □ □

社会学理論応用事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本社会学会 理論応用事典刊行委員会編
9784621300749

社会学理論とは、世の中で起こるさまざまな社会現象を分析・解釈し、理解するために使われる理論的な枠組み
であり、社会学研究の根幹をなすものです。本事典は、社会学の諸理論320余を取り上げ、「理論の生まれた背
景」「理論の内容解説」「理論の適用・応用事例」といった三段構成を基本方針として、初学者から研究者まで幅
広いニーズに応える事典を目指して作られています。

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。

物理の基礎的13の法則
丸善出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 細谷暁夫著
9784621301890

本書は、物理学における13の基礎法則を、標準的な教科書のようなスタイルではなく、香織と春樹という２人の
架空の学生が先生に質問するといった対話形式で構成します。この３人の対話が、物理のどこが重要なのか、
何が問題なのかをはっきりさせ、現代物理学の全体像を照らし出します。古典力学、電磁気学、熱統計力学、量
子力学などさまざまな分野の根本を問い直し、それらの関連を考え、読者を物理学のさらなる深みにいざないま
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。

サイエンス・パレット　山岳（※）
丸善出版 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Martin F. Price著,渡辺悌二訳,上野健一訳
9784621301722

日本人は古くから、登山、高山植物、温泉…など、山に親しみ、山からの恵みを利用してきました。 近年、以前に
も増して低い標高域に広がる里山（中山間地）の活用も注目される一方で、隆起を続ける日本列島は自然災害
の多発地域でもあり、過疎化や鳥獣被害といった社会的問題も進行しています。本書では、日本人にとって、必
ずしも馴染み深くはない山岳のテーマを幅広く扱い、山岳についてコンパクトにまとめた一冊です。

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。

□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 

-  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10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10月 商品コード 1025599597 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025599598 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025599599 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025599600 □ □

9784627625211

2自由度ロボットアームをおもな題材とし、基礎事項をひと通り解説。直感的にわかりやすい内容・説明で読みや
すくなっています。数式の導出過程もていねいに示されています。理解を深める例題や演習問題、簡単な数値シ
ミュレーション例も掲載。はじめて学ぶ学生のほか、他書では難しいと感じている方にもおすすめです。

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。

入門　ロボット工学
森北出版 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高田洋吾著

離散数学(第2版) (情報工学レクチャーシ
リーズ)

森北出版 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 陳慰著,和田幸一著
9784627810822

はじめて離散数学を学ぶ方に向けて、論理演算の基礎から代数まで、幅広い事項をていねいに解説した入門書
です。定義・定理の後には必ず身近な具体例を示し、より直感的な理解ができるよう工夫されています。また、豊
富な演習問題を解き進めていくことで、独学でも理解が深まりやすい構成となっています。

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。

都市計画(第3版)
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川上光彦著
9784627496132

土木系、建築系どちらでも使える入門テキスト。たくさんの図や写真とともにていねいに解説されています。第3
版では、フランスの都市計画制度の説明を追加したほか、立地適性化計画についても取り上げました。

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。

大学新入生のためのリメディアル数学(第2
版)

森北出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中野友裕著
9784627052024

理工系の大学で学ぶにあたって必要な、中学～高校までの数学を1冊で網羅したテキスト。各項目を基本事項
→例題→確認問題の順に整理し、基礎から体系的に解説。章末には基本・実力・応用の三つのレベルの演習問
題を多数収録。基本的な計算問題から実用例に即した問題まで、理解度に応じて学習できる。

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。

□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 

-  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10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 1025599601 □ □

出版社

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 1025599602 □ □

出版社

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 1025599603 □ □

出版社

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 1025599604 □ □

イラストレイテッド光の実験
朝倉書店

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 大津元一監修,田所利康著
9784254131208

回折、反射、干渉など光学現象の面白さ・美しさを実感できる実験、観察対象などを紹介。実践できるように実
験・撮影条件、コツも記載。オールカラー〔内容〕撮影方法／光の可視化／色／虹・逃げ水／スペクトル／色彩／
ミクロ／物作り／他

シリーズ〈家畜の科学〉 6　ウマの科学
朝倉書店

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 近藤誠司編
9784254455069

役畜であり肉畜であり乗騎でもある、家畜の中でも最も多様なあり方で人類と共にいたウマをさまざまな分野か
ら総合的に解説。〔目次〕ウマの起源／競走馬の生産システム／ウマの消化の特徴／ウマの行動の特徴／野
生化したウマたち／他

ファイナンス・ライブラリー 14　確率制御の
基礎と応用

朝倉書店

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 辻村元男著,前田章著
9784254295443

先進的な経済・経営理論を支える確率制御の数理を、基礎から近年の応用まで概観。学部上級以上・専門家向
け〔内容〕確率制御とは／確率制御のための数学／確率制御の基礎／より高度な確率制御／確率制御の応用
／他

系外惑星の事典
朝倉書店

¥26,400(＋税)

¥8,000(＋税)

著編者名 井田茂編,田村元秀編,生駒大洋編,関根康人編
9784254150216

太陽系外の惑星は、1995年の発見後その数が増え続けている。さらに地球型惑星の発見によって生命という新
たな軸での展開も見せている。本書は太陽系天体における生命存在可能性、系外惑星の理論や観測について
約160項目を頁単位で平易に解説。シームレスかつ大局的視点で学べる事典として、研究者・大学生だけでな
く、天文ファンにも刺激あふれる読む事典。〔内容〕系外惑星の観測／生命存在居住可能性／惑星形成論／惑
星のすがた／主星

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。

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   

□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 

-  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10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9月 商品コード 1025599605 □ □

出版社

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 1025599606 □ □

出版社

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 1025599607 □ □

周産期初期診療アルゴリズム PC³ピーシー
キューブ公式コースガイド（※）

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
荻田和秀編,渡部広明編,

Perinatal Critical Care Course運営協議会著

9784840457538

ブラインドメイク物語 視覚障害者もメイクの
力で人生が変わる！

メディカ出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大石華法編著
9784840461931

【視覚障害者はもとより女性の気持ちがわかる】鏡を見ずに一人でフルメイキャップができる「ブラインドメイク」を
習得して輝いた全盲女性7名の体験談。視覚障害者理解はもとより、女性にとっての化粧が果たす意味や、化粧
がケアにつながることがわかる。ブラインドメイクの基本手順も紹介する。

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。

決定版　脳神経疾患の病態生理ビジュアル
大事典

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 髙橋淳監修 
9784840458719

【必須の180ワードが図解ですぐ学べる】主要脳神経外科疾患の病態生理175ワードを、イラストや写真をふんだ
んに用いてわかりやすく解説。事典形式のワード解説で、空き時間にすいすい読める！ 11カテゴリーで幅広い
内容を習得できる。

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。

【妊産婦救命のカギは産科と救急の共通戦略！】周産期医療に携わる医療スタッフであれば誰でも直面する可
能性のある妊産婦の急変対応に必要なスキルをトレーニングするとともに、シナリオを通して母児の救命を目指
した治療戦略を学習することを目的とするPerinatal Critical Care Course（PC³：ピーシーキューブ）のコースガイ
ド。

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

□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 

-  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10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 1025599608 □ □

出版社

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 1025481500 □ □

出版社

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 1025599609 □ □

出版社

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 1025599610 □ □

出版社

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 1025481501 □ □

クリニカルリーズニングで神経系の理学療
法に強くなる！

羊土社 電子書籍

著編者名 相澤純也監修,中村学編,藤野雄次編

さまざまな要因が絡み合う神経系疾患に、デキるPTはどう立ち向かっているのか？脳がどう障害され、どのよう
なアプローチが有効かを考えるための思考プロセスを、フローチャートを用いて徹底解説！

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。

¥16,200(＋税) □

¥4,900(＋税) 冊子購入確認

9784758102209

行動しながら考えよう　研究者の問題解決
術

羊土社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島岡要著
9784758120784

行動しながら考えれば、あなたの研究生活を取り巻く「悩み」を解決できる。重苦しい悩みに足を絡め取られた状
態で漫然と実験をするのはもうやめよう。あなた自身を取り戻し、あなたが一番するべき仕事に集中しよう。

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。

「栄養状態が悪い」「起こしていいのかわからない」「倦怠感が強い」等のよく出会う症状・現象へのアプローチを
フローチャートと表で解説！各種の評価をふまえて多角的に仮説を立て、絞り込んでいく思考法が身につく！

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。

クリニカルリーズニングで内部障害の理学
療法に強くなる！

羊土社

¥17,200(＋税)

¥5,200(＋税)

著編者名 相澤純也監修,田屋雅信編,渡邉陽介編
9784758102193

クリニカルリーズニングで運動器の理学療
法に強くなる！

羊土社 電子書籍

¥16,200(＋税) □

¥4,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 相澤純也監修,中丸宏二編,廣幡健二編
9784758102186

フローチャート・表を多用し、デキるPTの頭の中をビジュアル化！よく出会う症状・現象ごとに、原因を追求して効
果を出すための思考プロセスを解説！多角的に仮説を考え、絞り込んでいくスキルが身につく！

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。

実験で使うとこだけ生物統計１　キホンのキ
改訂版

羊土社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田郁男著
9784758120760

好評の入門書が統計家の査読を受け改訂！母集団や標本を「研究者」として理解していますか？検定前の心構
えから平均値±SD、±SEの使い分けまで、検定法の理解に必須な基本を研究者として捉え直しましょう。

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   

□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 
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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。



医学編 2017年10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 1025481502 □ □

出版社

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 1025481503 □ □

出版社

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 1025481504 □ □

実験で使うとこだけ生物統計２　キホンのホ
ン　改訂版

羊土社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田郁男著
9784758120777

好評の入門書が統計家の査読を受け改訂！いわれるがまま検定法を選んでいませんか？2群の比較から多重
比較、分散分析まで研究者がおさえておきたい検定法を厳選。統計の本質をつかみ正しい検定を自分で選びま
しょう！

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。

科研費獲得の方法とコツ　改訂第5版
羊土社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児島将康著
9784758120814

10万人以上が活用してきた科研費応募のバイブル、2017-’18対応の最新版！今版では、新たな審査区分、審
査方式、申請書の様式を丁寧に解説。応募戦略、申請書の書き方、採択・不採択後の対応など、ノウハウを大
公開！

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

Rとグラフで実感する生命科学のための統
計入門

羊土社 電子書籍

¥12,900(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石井一夫著
9784758120791

無料ソフトRを使うことで手を動かしながら統計解析の基礎が身につく！グラフが豊富で視覚的に確率分布や検
定を理解できる！統計の基本から機械学習まで幅広く網羅した１冊。すぐに使えるRのサンプルコード付き！

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。

-  25  -

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10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8月 商品コード 1025599611 □ □

出版社

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 1025599612 □ □

出版社

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 1025599613 □ □

出版社

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 1025599614 □ □

皮膚腫瘍 (癌診療指針のための病理診断プ
ラクティス )

中山書店 電子書籍

¥21,000(＋税) 冊子購入確認

9784521742700

病理診断における皮膚疾患の検体数は、さまざまな臓器のなかでもトップクラスであり、また腫瘍性疾患の種類
が多いうえに炎症性疾患も多様で、命名のしかたも独特なため、専門でない病理医にとっては全体を把握しにく
い分野である。本書では、「病理診断プラクティス」のコンセプトに則り、この複雑な皮膚腫瘍病理を簡潔に分類・
解説する。既刊同様、診断フローチャートを駆使して、確定診断にいたる道筋を示す。

¥50,900(＋税) □

著編者名 清水道生編,新井栄一編,青笹克之編

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。

薬学と社会 (臨床薬学テキストシリーズ)
（※）

中山書店 電子書籍

¥11,700(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
乾賢一監修,望月眞弓編,
武居光雄編,狭間研至編

9784521744483

―6年制薬学生向けテキストシリーズ、『臨床薬学テキストシリーズ』刊行開始―。「チーム医療」「地域包括ケア」
「在宅医療」といった、これからの薬剤師にとって必須とされる知識・技術をわかりやすく解説。現場の第一線で
活躍する薬剤師が中心となって執筆し、実践的な内容となっている。用語解説やトピックス、コラムなどもふんだ
んに盛り込み、読者が理解を深められるようになっている。

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

呼吸器感染症 (呼吸器疾患 診断治療アプ
ローチ 2)

中山書店 電子書籍

¥26,700(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤田次郎編,三嶋理晃編
9784521745268

呼吸器感染症は日常診療で遭遇する頻度の高いコモンディジーズである。しかし超高齢社会での肺炎の増加、
新興感染症や耐性菌の出現、災害時の感染症対策など、現代の複雑かつ多様化した社会においては、その治
療法は画一的でなく、個々の患者の状況に合わせることが必要となっている。本書では呼吸器感染症診療の第
一線で活躍する専門家が、診断・治療の実際についてわかりやすく解説している。

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。

神経疾患治療ストラテジー (アクチュアル
脳・神経疾患の臨床)

中山書店 電子書籍

¥33,900(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 祖父江元編,辻省次編
9784521745435

神経疾患の各種治療法は何をターゲットとして何を解決しようとしているのかという視点から、〈アクチュアル脳・
神経疾患の臨床〉シリーズ既刊全11巻でとりあげた疾患を横断的に解説。既に導入されている治療や根本治療
の可能性について、各分野の専門家が最新知見を紹介している。近年劇的に進歩した「神経疾患治療」のすべ
てがわかる神経内科医の必携書。

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。

□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 
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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。



出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年7月 商品コード

出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年4月 商品コード

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

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

はじめての研究生
活マニュアル 解消
します！理系大学

化学同人
¥3,300(＋税)
¥1,200(＋税)

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979

医薬品の合成戦
略  医薬中間体か
ら原薬まで

化学同人
¥10,900(＋税)
¥4,200(＋税)

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174
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