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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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年10月 商品コード 1027116470 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116471 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116472 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116473 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116474 □ □

ゲームライフ ぼくは黎明期のゲームに大事
なことを教わった

みすず書房 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 マイケル・Ｗ・クルーン著,武藤陽生訳
9784622086482

ゲームがくれたセンス・オブ・ワンダー、子どもとゲームの内なる関係を語る。新感覚のゲームライフ・メモワー
ル。

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

アメリカを探る 自然と作為
みすず書房 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
斎藤眞著,古矢旬監修,

久保文明監修

9784622086444

建国以来現在までを貫くアメリカを理解するために、高い学術レベルで全体を見据え研究してきた、アメリカ研究
第一人者が遺した論文集。

冊子を購入または
発注の場合は、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。

みすず書房 電子書籍
ライフ・プロジェクト 7万人の一生からわかっ
たこと

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

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ヘレン・ピアソン著,大田直子訳
9784622086406

1946年3月のある1週間に生まれた《すべての赤ちゃん》の人生を追跡した世界最長の研究の物語。

電子書籍

¥48,000(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋憲一訳・解説

科学史第一級の古典全6巻を完訳。地動説の構想を初めて著した小論『コメンタリオルス』他、コペルニクス天文
学のすべてを収録する。

完訳 天球回転論 コペルニクス天文学集成
みすず書房

9784622086314

最後のソ連世代 ブレジネフからペレストロイ
カまで

みすず書房 電子書籍

¥20,500(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 アレクセイ・ユルチャク著,半谷史郎訳
9784622086420

ソ連崩壊とは一体何だったのだろうか？　ソ連の人びとの生活を照らし出し、崩壊の謎に迫る。ソ連社会を知る
必読書。

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 

-  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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1027116475 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116476 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116477 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116478 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116479 □ □

民法Ⅱ　物権〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石田剛著,武川幸嗣著,占部洋之著,

田髙寛貴著,秋山靖浩著

9784641179349

物権全分野の基本を的確に学べる信頼のテキスト。基本事項の解説に加え、重要判決の原文を読むことができ
る判例紹介欄、より理解を深めたい人のためのコラム、学習内容の確認ができる章末の練習問題などを用意し
た。債権法改正に対応した待望の第２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。

電子書籍

□

民事法入門〔第7版〕（※）
有斐閣

確かな理論に支えられた豊富な情報が比類ない体系書。第5版刊行後に行われた行政手続法の改正、行政不
服審査法の全部改正はじめとする多数の法令改正や判例の展開を踏まえてアップデート。学説の発展にも目配
りした。4年ぶりの待望の改訂。

¥7,100(＋税)

¥3,200(＋税)

民法概論１　民法総則（※）
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。

民法財産編全体を概説するシリーズの第一弾。簡潔な体系的概説を基調としつつ、民法の理解を深め、民法へ
の関心を高めることに資する題材を展開。また、社会的実態に関わる問題や、訴訟上の攻撃防御のあり方にも
触れている。平成29年民法改正後の条文に基づいて講述。

有斐閣

著編者名 山野目章夫著
9784641137783

著編者名

大学一年生に民法を教えた経験をもとに編まれたテキスト。民法とその周辺の重要な法を含む全体を概観す
る。広い範囲をすっきりとわかりやすくしかもコンパクトに解説。平成29年の民法改正を機に全体を見直した。好
評を博してきた定番テキストの最新版。

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 野村豊弘著
9784641221055

¥3,500(＋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

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。

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

9784641227361

電子書籍

行政法判例50！（※）

行政法概説Ⅰ〔第6版〕 行政法総論（※）
有斐閣

¥7,700(＋税)

9784641227385

□

□

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

いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し、学生の理解を徹底サポート！　判
決文・決定文を読む際、どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。事案と判旨だけでは難解な事例も、
《読み解きポイント》《この判決／決定が示したこと》本文の隣に置いた注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着
実な理解に導く。

大橋真由美著,北島周作著,
野口貴公美著

著編者名

有斐閣

冊子購入確認

宇賀克也著

□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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1027116480 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116481 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116482 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116483 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116484 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116485 □ □

交通経済のエッセンス（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田邉勝巳著
9784641150492

交通渋滞や通勤ラッシュなど生活に身近な交通問題のメカニズムを、経済学のツールを使ってわかりやすく解説
する入門テキスト。新幹線開通の経済効果や過疎地域における公共交通の維持など、社会的インフラとして重
要な役割を果たす交通の望ましい姿を考える。

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

政治学（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
新川敏光著,大西裕著,

大矢根聡著,田村哲樹著

9784641149229

多元的かつ多義的で複雑な政治。このとらえ所のない政治をどう理解すればよいのか。政治をめぐる多様な見
方を示しながら、それらの矛盾や対立の構図を明らかにし、読者が自ら考える際のヒントを提供する。国内外の
政治状況が激変する今こそ、静かに政治を考える。

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

標準特許法〔第6版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高林龍著
9784641243064

知的財産権法の中心である特許法を、コンパクトかつ明快に解説し、好評を博している概説書の最新版。平成
27年の法改正等に対応し、注目される判例を多数取り入れた。特許法を理解するための基本を押さえたい人、
興味深く学習したい人にとって最適。

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。

民事訴訟による集合的権利保護の立法と理
論

有斐閣 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三木浩一著
9784641137431

いわゆる「消費者集合訴訟」をはじめとする『集合的権利保護』に関する一連の論攷をまとめた論文集。消費者
裁判手続特例法の立法に携わり、米国、ブラジル等の先進地の立法にも通じた著者が民事訴訟法理論・立法
論・比較法の観点から執筆した論攷を収録。

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。

民法⑤親族・相続 判例30！（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,600(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
青竹美佳著,金子敬明著,

幡野弘樹著

9784641137844

いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し、学生の理解を徹底サポート！　判
決文・決定文を読む際に、どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。事案と判旨だけでは難解な事例
も、《読み解きポイント》、《この判決／決定が示したこと》、本文の隣に置いた注や基礎的な事項もおさえた《解
説》で着実な理解に導く。

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。

民法④債権各論 判例30！（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,600(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中原太郎著,幡野弘樹著,

丸山絵美子著,吉永一行著

9784641137790

いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し、学生の理解を徹底サポート！　判
決文・決定文を読む際、どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。事案と判旨だけでは難解な事例も、
《読み解きポイント》《この判決／決定が示したこと》本文の隣に置いた注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着
実な理解に導く。

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。

-  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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116486 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116487 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116488 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116489 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116490 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116491 □ □

英語で学ぶ社会心理学（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大坪庸介著,SMITH Adam著
9784641184367

社会心理学の基礎理論が英語で学べる画期的テキスト。左頁に英文、右頁に日本語でキー概念や英語特有の
表現など、いきなり海外の文献を読む事に抵抗のある人向けに、助けになる情報をコンパクトに解説。電子版や
ティーチャーズマニュアルとして英文全訳を提供予定。

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

日本の介護 経済分析に基づく実態把握と
政策評価

有斐閣 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村二朗著,菅原慎矢著
9784641165144

介護保険サービスは実際にどれくらい利用されているのか？　要介護者の介護にはいくらの費用がかかるの
か？　高齢者の子供との同居率は本当に低下しているのか？──介護保険データに基づく実証分析から実態
を明らかにし、「望ましい介護制度」を追求する意欲作。

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。

マーケティングをつかむ〔新版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 黒岩健一郎著,水越康介著
9784641177253

バランスのとれた解説で、好評を博してきたテキストを全面的に刷新。最新動向までを楽しみながら理解し、学ぶ
ことができる入門書の決定版。討議用「ケース」を用意し、アクティブ・ラーニングやケース・メソッドに則った講義
にふさわしい内容を実現。

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

ブランド戦略論（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中洋著
9784641165106

理論、戦略、実践、事例と包括的にブランドをとらえつつ、具体的なポイントも示し、実践的な内容を含めてまと
め上げられた、日本初の本格的体系書。ケースを豊富に盛り込み、いきいきと解説する。ビジネスパーソンや
マーケターのバイブルとなる一冊。

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。

アカウンタビリティから経営倫理へ 経済を超
えるために

有斐閣 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 國部克彦著
9784641165137

一方で人類に多大な恩恵をもたらすとはいえ、他方で格差・環境破壊・金融危機等の問題を引き起こしてしまう
経済のメカニズム。それを内側から変革するため、哲学等諸学問の成果を縦横に駆使しつつ、経済活動を規定
している会計の立場から、実践的な指針を提示する。

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。

実証から学ぶ国際経済（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清田耕造著,神事直人著
9784641165175

リカードの比較優位説から200年──国際経済学の標準的なモデルは、現実の貿易取引をどこまで説明できる
のか？　新しい理論モデルの構築と実証分析による検証を積み重ね、発展し続ける国際経済学の面白さを存分
に味わうことのできる、新しい教科書の誕生！

冊子を購入または
発注の場合は、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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116492 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116493 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116494 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116495 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116496 □ □

吉川弘文館 電子書籍
畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史 因果応報と
悪道 (歴史文化ライブラリー 460)

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

□

9784642058605

冊子購入確認

中世人は、すべての人間が宿業を背負っていると考えていた。仏教の世界観である六道は、三善道（天・人・修
羅）と三悪道（餓鬼・畜生・地獄）とに分かれ、罪業である殺生にも善悪の違いがある。六道の中でも三悪道につ
いて、前世・現世・来世の三世という概念や、因果応報の歴史から中世人の思考を紐解き、知られざる中世仏教
史の世界へといざなう。

小幡圭祐著
9784642038713

電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

井上馨と明治国家建設 「大大蔵省」の成立
と展開

吉川弘文館

¥28,600(＋税)

¥10,000(＋税)

著編者名

著編者名
奈倉哲三編,保谷徹編,

箱石大編

9784642083294

権力抗争の坩堝と化した日本。条約諸国は内戦の行方と権力の変遷をどのように注視し関わったのか。国際法
に従った戦争遂行や政治秩序の再編、大奥の対応、キリスト教政策など、国際的状況下の内戦の姿を照射す
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。

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。

明治４年の廃藩置県後、井上馨は財政官庁の大蔵省に地方行政などの民政権を掌握していた民部省を併合。
強大かつ広範な権限を持つ「大大蔵省」が誕生し、明治６年の内務省の成立まで、国家建設に多大な役割を果
たした。井上の思想や「大大蔵省」の制度･政策の考察を通じて、近代日本の出発点である明治初年の国家建
設の苦悩に新たな視座を提起する。

冊子購入確認

著編者名 生駒哲郎著

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

戊辰戦争の新視点 上 世界・政治
吉川弘文館

平安時代の后と王権
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 東海林亜矢子著
9784642046428

摂関政治の成立・展開において、后(きさき)の権限はどのように変化したのか。内裏後宮という場所と、そこで行
われた儀式を切り口に、后の立場と役割を明らかにする。王権と密接に関わり母后が権力を握るようになるの
は、天皇の日常的後見と大きく関係し、ミウチ意識が醸成されたことによる。摂関政治の原動力となった后の分
析から、社会構造を捉え直す。

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。

中世の喫茶文化 儀礼の茶から「茶の湯」へ 
(歴史文化ライブラリー 461)

吉川弘文館 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 橋本素子著
9784642058612

日本人にとってのお茶は、飲食のみにとどまらず、生活文化へも大きな影響を持っている。平安・鎌倉時代に中
国から渡来した茶が、寺院や武家から一般の人びとへと広がる過程を、生産・流通・消費を軸に、闘茶や茶屋の
幅広い役割などから明らかにする。さらに宇治茶ブランドの誕生、茶の湯の意義の再評価など、茶の歴史から日
本文化を見直す。

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 

-  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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116497 □ □

「通商国家」日本の情報戦略 領事報告をよ
む (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 角山榮著
9784642067584

開国後、日本は先進国の工業製品に対抗し、輸出拡大の必要に迫られた。市場開拓のため、各国駐在領事は
情報を積極的に収集し政府へ報告した。市場(マーケティング)調査(リサーチ)を怠った大国を尻目に、貿易拡大
に成功した先人の努力と戦略を描く。

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。

-  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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1027116498 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1027116499 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116500 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116501 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116502 □ □

ロシアの対日政策（下） 
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斎藤元秀著
9784766424256

▼米国一極支配に対抗し、国際政治に影響力を及ぼし続ける日本の北の隣国ロシア。下巻では、ロシアの対
米・対中政策を睨みつつ、新生ロシア誕生からプーチン政権までの対日政策を検討する。▼大国ロシアの領土、
安全保障、シベリア・ロシア極東開発政策を貫くものを探るとともに今後の展望を考察し、対日政策決定過程の
解明も試みる。

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。

日中終戦と戦後アジアへの展望
慶應義塾大学出版会

入門メディア・コミュニケーション
慶應義塾大学出版会

仮釈放の理論――矯正・保護の連携と再犯
防止

慶應義塾大学出版会

ロシアの対日政策（上） 
慶應義塾大学出版会

電子書籍

¥13,000(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
波多野澄雄編,久保亨編,

中村元哉編

9784766424867

▼日中戦争をとらえなおす国際共同研究シリーズ第6巻。▼1945年の日中終戦のグローバルなインパクトとその
遺産を、・終戦にともなう国際秩序の再編と戦後構想の展開、さらに東アジアに与えた影響。・日中戦争を通じた
中国の変容と、戦後中国の政治経済の再建に与えた影響。・中国の辺境と東南アジア地域がどのように変化し
たか。という側面から、日本・中国・台湾・韓国・英国の研究者が多角的に分析する。

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

¥7,700(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山腰修三編著
9784766424447

▼法学・政治学・社会学・社会心理学の学問領域を横断したアプローチで、インターネットを含むメディアのしくみ
と問題点をわかりやすく解説、大きく社会を揺るがせた主要ニュースの背景もとりあげ、メディアの問題点に迫
る。▼ニュースをキーワードにしたメディア・コミュニケーションの捉え方、デジタル化による変化、さらに社会とメ
ディアを読み解く方法や、グローバル社会と国際関係を捉える視点などを提示する入門テキスト。

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。

電子書籍

¥16,100(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田達也著
9784766424850

▼仮釈放から自由刑のあり方を考える。▼仮釈放の原理や正当化根拠に立ち返り、仮釈放や保護観察の制度
を理論的に考察。科学的検証のない政策に十分な効果は期待できないが、原理原則のない政策は無軌道とな
る。▼将来に亘って妥当性を有する仮釈放制度の理論的支柱を構築する。

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

電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斎藤元秀著
9784766424249

▼第二次世界大戦後、米国と激しく覇権を競った超大国ソ連。上巻では、豊富な資料を渉猟し、帝政ロシアから
ソ連最後のゴルバチョフ政権までの対日政策とその戦略を読み解く。▼北方領土問題を考えるうえで不可欠な
「ヤルタ協定」「ソ連対日参戦」「日ソ共同宣言」「新思考」外交などを取り上げ、帝政ロシアやスターリンの対日政
策の成果とソ連歴代政権の対日政策を多角的に再検証し、その核心に迫る。

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。

□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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116503 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116504 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116505 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116506 □ □

ディスカッションを科学する
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥11,200(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長尾確著
9784766424935

データアナリティクス、機械学習、自然言語処理、パターン認識などのさまざまな技術（人工知能の要素技術）を
駆使して、「会議」を、そして「ディスカッション」を科学的に分析する。続いて、人工知能を用いて、人間の「コミュ
ニケーション」能力、ひいては知的能力を向上させる方法を模索する。人間と人工知能の共生のために、私たち
がやるべきことは何かを説く。

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。

銀河の中心に潜むもの
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡朋治著
9784766424928

▼銀河の中心に巨大なブラックホール？――天文学者が答えます！・「銀河中心」に惹かれる理由とは？・ブ
ラックホールの「謎」って何？・重力波の「謎」って何？・その謎はどうやって解明するの？・学者は日々何を考え
て生きているの？

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

□

慶應義塾大学出版会

¥8,700(＋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。

電子書籍

冊子購入確認¥2,800(＋税)

¥13,000(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

慶應義塾大学出版会 電子書籍

多様化する日本人の働き方

阿部正浩編,山本勲編
9784766424942

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

長時間労働是正や賃上げなど、正社員の働き方の再検討が進んでいる。だが、非正規雇用者、女性、高齢者が
働く場を効率化することで、就業率をさらに高め、少子高齢化に十分対応可能な労働環境を整備できる。わが国
の将来に向けて、その方策を考察・提言する。

新・考える民法 Ⅰ　民法総則

司法試験の論文試験には何が求められるのか？本番形式の問題に対して、○出題の趣旨○論点の重要度○
答案作成に関するコメントなどを随所につけ、改正民法にも対応した解説で重要論点を徹底解明。各事例の末
尾に答案構成サンプルも付す。考え抜く力、圧倒的な論文を書く力を養い論文試験をコンプリートする、民法事
例演習書の決定版「民法総則」！

著編者名 平野裕之著
9784766424751

-  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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116507 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116508 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116509 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116510 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116511 □ □

責任と法意識の人間科学
勁草書房 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
唐沢穣編著,松村良之編著,

奥田太郎編著

9784326403493

責任の判断と、それに関わる非難の行動はどのような心理によって形成されるのか。社会心理学の研究成果に
よって一般の人の理解の仕方を明らかにし、専門家の考えとどこが共通しどう異なるのかを論じる。一般の人の
法意識の解明とその学際的な応用によって、裁判員制度の適切な運営や法教育の深化といった現今の課題に
資することを目指す。

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。

「日本人」は変化しているのか 価値観・ソー
シャルネットワーク・民主主義

勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田謙一編著
9784326251247

本書が取り上げる調査の時期、2010年から2013年の日本社会は、国内では東日本大震災の前後を挟むととも
に、民主党から自民党への政権交代が行われた時期にあたる。対外的には近隣の韓国や中国、ロシアとの間
で大きな摩擦が生じた時期であり、日本人の心理や環境も大きな節目を迎えていた。この国に住む人々の価値
観やその変化を描く。

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。

「未解」のアフリカ 欺瞞のヨーロッパ史観
勁草書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石川薫著,小浜裕久著
9784326248476

21世紀はアフリカの世紀、希望の大陸アフリカと言われているが、私たち日本人はアフリカのことをどれくらい
知っているのだろうか。未開で開発途上の遅れた地域といったイメージであろうか。外交官時代にアフリカと深く
関わってきた著者は「事実を事実としてとらえ」、従来のアフリカ本にはない特徴をもつアフリカ論を繰り広げる。

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。

¥9,900(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 赤林朗編,児玉聡編
9784326102655

倫理学の基礎理論、規範倫理学、メタ倫理学、政治哲学を体系的に学べる初めての倫理学入門書がいよいよ
誕生！　定評のある『入門・医療倫理』シリーズから、英米系の倫理学理論をわかりやすくコンパクトに概説した
ものとして評価の高い各章を収録。哲学・倫理学を専門としない学生も含め、倫理学を初めて学ぶ人のための最
良のテキスト。

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。

勁草書房 電子書籍

入門・倫理学 □

冊子購入確認

都市の老い 人口の高齢化と住宅の老朽化
の交錯

勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 齊藤誠編著
9784326504428

本書が提示する政策対応の論点は、①都市計画を都市縮小の方向へどのように転換させていくのか、②そのた
めに必要となってくる具体的な政策ツールはどのようなものか、③都市のどの範囲を政策対象とするのか、④ど
のような大都市圏ガバナンスを構築するのか、⑤新たに構築される大都市圏ガバナンスと既存基礎自治体の間
での役割・機能分担をどのように進めるのか、⑥現在の日本の広域行政が都市縮小への対応という方向性に整
合的なものになっているのか、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。

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 

-  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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116512 □ □

社会福祉学は「社会」をどう捉えてきたのか 
ソーシャルワークのグローバル定義におけ
る専門職像

勁草書房 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三島亜紀子著
9784326700998

2014年改定の「ソーシャルワークのグローバル定義」が示す専門職像とは。新たに盛り込まれた「地域・民族固
有の知」「社会的結束」「多様性」の３つの概念をキーに、現在のソーシャルワークの専門職像に迫るとともに、社
会学分野における〈社会的なるもの〉をめぐる議論を参照しつつ、社会福祉学における〈社会〉という概念の内実
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。

-  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。



人文社会編 2018年3月号 

2018年2月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888906 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888907 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888908 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888909 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888910 □ □

近世フランスの法と身体　教区の女たちが
産婆を選ぶ

東京大学出版会 電子書籍

¥15,600(＋税) □

¥9,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川まゆ帆著
9784130261579

18世紀フランスのアルザス南部で起きた助産婦の選任をめぐる教区の女たちの紛争事件をめぐって、この事件
の歴史的な意味を考察する。この解明に向けた重層的かつ実証的な探査が、近世フランスの法と身体をミクロヒ
ストリーから照らし出す。著者のフランス史研究の集大成。

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。

「日韓連帯運動」の時代　1970-80年代のト
ランスナショナルな公共圏とメディア

東京大学出版会 電子書籍

¥9,500(＋税) □

¥5,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 李美淑著
9784130561150

1970～80年代の韓国は独裁政権による弾圧に抗して、民主化運動が沸き起こっていた。植民地支配の歴史もま
だ生々しい当時、隣国のこの状況に対して、日本の市民たちはどのように反応したのか。両国市民の国境を越
えたネットワークと連帯の姿を鮮やかに描き出す。

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。

町並み保存運動の論理と帰結　小樽運河問
題の社会学的分析

東京大学出版会 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀川三郎著
9784130561143

日本における歴史的景観保存運動のさきがけとなった小樽運河。当事者たちの語りを丹念に追いつつ、開発が
ある種の必然でもあった都市の社会史、住民たちの語りが共同性を得てゆくプロセス、今日に至る観光都市化
のアンビバレンツをも複層的に見つめ、町並み保存の「意味」を問う。著者による33年間のフィールドワークが結
実した、圧倒的なモノグラフ。

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

研究開発機能の空間的分業　日系化学企
業の組織・立地再編とグローバル化

東京大学出版会 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鎌倉夏来著
9784130461252

日系化学企業を対象に、研究開発の組織、立地、知識フローのグローバルな動態を明らかにし、分業がどのよう
な論理に基づき成り立っているのかを考察する。イノベーションを活発に起こしていく上で、国内外でいかなる空
間的分業が望ましいのかを解き明かす。

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。

沖縄米軍基地と日米安保　基地固定化の起
源　1945-1953

東京大学出版会 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池宮城陽子著
9784130362665

日本にいまだ大きな影を落とす沖縄米軍基地は、なぜ、いかなる経緯を経て固定化されたのか？――1945年の
終戦から1953年のアメリカによる施政権行使の継続決定まで、日米両国の構想と交渉の模様を膨大な資料を通
じて詳細に描き、問題の構図を浮き彫りにする。現在まで続く未解決の困難に向き合うため改めて過去を検証
し、真相を解き明かした意欲作。

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。

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 

-  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。



人文社会編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888911 □ □

政権交代の政治力学　イギリス労働党の軌
跡　1994-2010

東京大学出版会 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今井貴子著
9784130362672

サッチャーの登場により不可能とみられていたイギリス労働党の政権奪還は、いかにして成し遂げられ、13年に
及ぶ政権運営はいかなるものだったのか？――党首二代にわたる立て直しを経て、党首に就任したトニー・ブレ
アのもと抜本的な改革を経て政権交代を実現し、長期政権を築いたのち総選挙に敗退する労働党の軌跡を辿
る。今日まで続く功績と負の遺産の解明を通じて、現代における政権交代の意義と教訓を提示した待望の書。

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。

-  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。



人文社会編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116513 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116514 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116515 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116516 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116517 □ □

レヴィット　ミクロ経済学　基礎編（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税)

資本主義の思想史 市場をめぐる近代ヨー
ロッパ３００年の知の系譜（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジェリー・Ｚ・ミュラー著,

池田幸弘訳

冊子購入確認

著編者名
スティーヴン・レヴィット著,

オースタン・グールズビー著,
チャド・サイヴァーソン著

9784492314951

『ヤバい経済学』のレヴィットと気鋭の若手経済学者による待望の実践的テキスト。現実のデータと理論をつな
ぎ、コラムや問題も充実。

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

9784492371176

人々は資本主義をどう捉えてきたか。スミスからハイエクまで、各時代の思想家の言説を丹念にたどった壮大な
思想史。

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

ベンチャー経営論 (《はじめての経営学》シ
リーズ)（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

レヴィット　ミクロ経済学　発展編（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
スティーヴン・レヴィット著,

オースタン・グールズビー著,
チャド・サイヴァーソン著

冊子購入確認

著編者名 長谷川博和著
9784492502969

事業のアイデアを実際に起業にまで結びつけ、ステークホルダーを説得し、人材を獲得するところまで、現実の
起業の流れに沿って解説。

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。

9784492315002

これ一冊で「本当に使えるミクロ経済学」がマスターできる初中級テキスト。ゲーム理論、行動経済学も入ったよ
り実践的な内容。

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

経営組織論 (《はじめての経営学》シリーズ)
（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木竜太著
9784492502952

気鋭の研究者が経営学の基本を解説。「道具として使える学問」をめざした解説は、ビジネスパーソンの基礎知
識としても最適。

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。

□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。



人文社会編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116518 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116519 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116520 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116521 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116522 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116523 □ □

持株会社の実務（第８版）（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
發知敏雄著,箱田順哉著,

大谷隼夫著

9784492557822

ＣＧコード、新ＣＯＳＯＥＲＭ、外国子会社合算税制等の最新制度を反映。経営・法務・税務・会計各分野をフォ
ローする唯一の実務書。

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。

社会学者がニューヨークの地下経済に潜入
してみた（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

小水力発電が地域を救う 日本を明るくする
広大なフロンティア（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中島大著

冊子購入確認

著編者名
スディール・ヴェンカテッシュ著,

望月衛訳

9784492223772

ＮＹのアングラ経済を１０年間調査した社会学者による回顧録。売春婦・ヤク売りたちとの出会いと別れを通じた
一人の人間の成長物語。

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

9784492762387

売電益を地域振興に活用、移住者も増えた例などを元に、日本を明るくする小水力発電の大きな可能性を解
説。導入・参入ノウハウも公開。

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。

社内営業の教科書 上司・同僚・部下を味方
につける（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税)

不道徳な見えざる手（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジョージ・Ａ・アカロフ著,

ロバート・Ｊ・シラー著,山形浩生訳

冊子購入確認

著編者名 高城幸司著
9784492046111

５秒でできる！　ＭＢＡよりも役に立つ！　伝説のトップセールスマンが大切にしている「働き方」 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784492314982

『アニマルスピリット』でおなじみのアカロフ＝シラーが、市場経済の裏側を読み解く。資本主義は矛盾に満ちて
いるけれどすばらしい。

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。

衰退の法則 日本企業を蝕むサイレントキ
ラーの正体（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小城武彦著
9784492533901

衰退する企業には、類似する社内のメカニズムがあった。産業再生の最前線で活躍してきた著者がその正体を
暴く。

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。

-  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。



人文社会編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1027116524 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116525 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116526 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116527 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1025423314 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116528 □ □

マイナス金利下における金融・不動産市場
の読み方（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 一般財団法人土地総合研究所編
9784492961285

長期化する超金融緩和は、不動産市場にどのような影響を与えるのか。元日銀副総裁はじめ研究者、アナリス
トが読み解く。

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

クルーグマン　ミクロ経済学（第２版）（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ポール・クルーグマン著,

ロビン・ウェルス著,大山道広訳

9784492314821

平明な文章で高い人気の著者が、そのノウハウを最大限に投入したミクロ経済テキストの改訂版。「使える経済
学」を学びたい人に最適。

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。

人生にお金はいくら必要か 超シンプルな人
生設計の基本公式（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山崎元著,岩城みずほ著
9784492733417

たった１分で老後に必要なお金が計算できる、超シンプルなお金の公式。マネー誌等で大反響！　初の完全ガイ
ドブック。

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

デジタルＣＦＯ（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

教養としての社会保障（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 香取照幸著

冊子購入確認

著編者名
高見陽一郎監修,青柳喜郎監修,

ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社著

9784492961322

次世代ＥＲＰ、ＲＰＡ、ブロックチェーン等のＩＴ技術を通して、「デジタルＣＦＯ」という新しいリーダー像のあり方を提
言。

9784492046067

これ以上やさしく書けないＭＢＡのエッセンス。１００の基本コンセプトを軸に、復習にも使える仕事・ビジネスの便
利帳。

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

9784492701447

制度の成り立ちから、我が国の問題点、改革の方向まで、「ミスター年金」と言われた元大物官僚が解説する格
好の入門書。

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

ＭＢＡ１００の基本（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 グロービス著,嶋田毅執筆

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。

-  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。



人文社会編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1025423316 □ □

標準　マクロ経済学（第２版）（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笹倉和幸著
9784492314968

定評あるマクロ経済学の中級テキスト最新改訂版。内生的成長理論、物価水準の財政理論など、最新のトピック
も追加。演習問題付き。

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。

-  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 2018年3月号 

2018年2月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1026888915 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888916 □ □

Office2016で学ぶコンピューターリテラシー
実教出版 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野目如快著
9784407340600

・ Windows 10、Office2016に対応し、Word、Excel、PowerPointの基本操作および操作の意味、相互の関連性を
学習できるテキスト。・インターネットや電子メールなど情報社会に必要とされる知識や、HTMLやCSSの基礎知
識も学べる。

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。

30時間アカデミック　PHP入門 (30時間シ
リーズ)

実教出版 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大川晃一著,小澤慎太郎著
9784407340358

・実際にWebアプリケーションを作成しながらPHPの基本を身に付けられる。・例題作成を通じてPHPの初歩から
丁寧に解説。・1冊を通して1つのプロジェクトが完成する。・HTML5／CSS／データベース(SQL)の基礎も解説。

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。

□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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116529 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116530 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116531 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116532 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116533 □ □

ミュオグラフィ　ピラミッドの謎を解く21世紀
の鍵

丸善出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中宏著,大城道則著
9784621301944

宇宙から降り注ぐ素粒子ミュオンを使って透視撮影するミュオグラフィという技術は、火山、断層、古代遺跡や原
子炉など人間が入り込めない巨大構造物の内部調査において活躍し注目を集めている。本書では、カフラー王
のピラミッドの重さを計ることに初めて挑戦する。そこで得られた知見や情報から、ピラミッド研究に対する新たな
可能性と、ミュオグラフィ技術のさらなる可能性を探る。

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。

腐食の電気化学と測定法
丸善出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水流徹著
9784621302422

腐食の状況の判定、腐食速度の測定、腐食機構の解明および防食の研究に用いられる多種多様な腐食の電気
化学的測定法について、測定法と測定結果の解析・解釈を含めてできるだけわかりやすく解説。今後、腐食の電
気化学的測定を使おうとする人たちに極めて有用な指針であり、理論に基づき、理論に裏打ちされた経験や勘
を働かせることができる一冊。

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。

現代数学シリーズ　特異点をもつ曲線と曲
面の微分幾何学（※）

丸善出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
谷島賢二編,山田澄生編,

梅原雅顕著,山田光太郎著

9784621302156

視覚的にもとらえられる現代数学の１テーマ。大学3年までに学ぶ曲面論・多様体論の基礎をもとに、現代数理
科学の基礎を解説。特異点に限定し、その紹介と判定法、幾何学やトポロジーへの応用を記述。

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

叢書インテグラーレ016　タバコ広告でたどる
アメリカ喫煙論争

丸善出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
広島大学大学院総合科学研究科編、

岡本勝著

9784621302323

アメリカの経済を支えてきた葉タバコの生産とその加工品の嗜好の是非が、時代の流れと共に否定的になる様
子と、産業として根強いタバコ業界との論争「アメリカタバコ戦争」を当時の広告から、タバコをめぐるアメリカ社会
の軌跡をたどる一冊。紙巻きタバコ流行のきっかけである第一次世界大戦を含む、19世紀終盤から現代までを
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。

本質を理解しながら学ぶ　建築数理（※）
丸善出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
猪岡達夫著,中村研一著,
石山央樹著,片岡靖夫著

9784621302118

小学校から大学までに習う算数・数学・物理の事項から一部大学で習う数学・材料力学までのテーマの中から建
築の実務で必要なテーマを、実務で活用することを目標に編纂した教科書。計算式の展開や式そのものの意味
も丁寧に解説。

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。

□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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027116534 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027116535 □ □

材料力学I
森北出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平尾雅彦監修,森下智博著
9784627680111

機械工学分野の研究者・技術者として第一線で通用する基礎力を涵養するための、骨太なテキスト。他書では
割愛されがちな、一歩踏み込んだ解説内容までが、丁寧な記述と図を用いた視覚的な工夫によってわかりやす
く説明されている。また、例題と演習問題が豊富に用意されており、自習しやすいような配慮もなされている。高
専・大学での学習用テキストとしてのみならず、設計実務者も座右の書として手元に置いておきたい一冊であ
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。

材料力学II
森北出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平尾雅彦監修,森下智博著
9784627680210

第一線で通用する基礎力を涵養するための、骨太なテキストの下巻。上巻と同様に、丁寧な記述と図を用いた
視覚的な解説で、わかりやすく工夫されている。また、自習に役立つ例題・演習問題が豊富に用意されている。
下巻では、弾塑性力学の入門にあたる発展的な項目を扱う。他書では見られない、異方性弾性体の理論や球対
称・軸対称問題など、設計実務者にとっても有用となる内容まで収めている。

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   

□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 2018年3月号 

2018年2月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1026888920 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888921 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888922 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888923 □ □

冊子を購入または
発注の場合は、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

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。

現代基礎数学10．応用微分方程式（※）
朝倉書店

¥10,600(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 小川卓克著
9784254117608

自然現象の理解や工学に必須となる、時間を変数とする微分方程式の理論と応用を学ぶ。常微分方程式、偏微
分方程式、フーリエ解析の基礎を1冊にまとめた。大学2～3年生向けの応用解析・物理数学の講義に相当する
内容を収録。

新・神話学入門 （※）
朝倉書店

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 山田仁史著
9784254500257

神話学の歴史をたどり、世界各地の神話を学ぶ。〔内容〕聖書／ギリシャとローマ／アメリカ／ゲルマンとケルト
／ペルシャとインド／メソポタミアとエジプト／オセアニア／日本・アイヌ・琉球／アフリカと北ユーラシア／東南・
東アジア／他

食と味嗅覚の人間科学　食行動の科学（※）
朝倉書店

¥13,900(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名 今田純雄編,和田有史編
9784254106671

「人はなぜ食べるか」を根底のテーマとし、食行動科学の基礎から生涯発達、予防医学や消費者行動予測等の
応用までを取り上げる〔内容〕食と知覚／社会的認知／高齢者の食／欲求と食行動／生物性と文化性／官能評
価／栄養教育／ビッグデータ

生物・農学系のための 統計学（※）
朝倉書店

¥11,900(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名
平田昌彦編著,宇田津徹朗著,

河原聡著,榊原啓之著

9784254122237

大学の講義での学修から、研究論文まで使える統計学テキスト。〔内容〕調査の方法／変数の種類・尺度／デー
タ分布／確率分布／推定・検定／相関・単回帰／非正規変量／実験計画法／ノンパラメトリック手法／多変量
解析／各種練習問題

□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。



理工学編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1026940509 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026940492 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116536 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026940488 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116537 □ □

VRビジネス調査報告書2018 ［業務活用が
進むVR/AR/MRの動向と将来展望］

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著

9784295003045

エンターテインメントに限らず、VRの業務での活用が進み始めています。企業の研修やトレーニング、設計・デ
ザイン、不動産の内見など、BtoB、BtoBtoCのどちらでも様々な分野で活用し、業務の課題解決、生産効率の
向上、顧客満足度の向上等に取り組まれています。本報告書は、このVRのビジネス活用に焦点をあてて、市
場の全体動向、産業別の動向、関連企業の動向、ユーザーの動向などを多角的に調査しまとめたものです。

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。

徹底攻略VCP6.5-DCV教科書 VMware 
vSphere 6.5対応

インプレス 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
二岡祐介著,中川 明美著,

株式会社ソキウス・ジャパン編

9784295002758

VCP6.5-DCV試験に対応した唯一の日本語学習書！VMware製品群を使用して仮想化環境を構築するスキル
を証明するVMware社の認定資格「VCP」（VMware Certified Professional）に対応した教科書です。最新試験
「vSphere 6.5 Foudations Exam」と「VCP6.5-DCV」（VMware Certified Professional 6.5 - Data Center 
Virtualization）に対応しています。VMwareの認定講師が試験内容を徹底分析し、Foundation試験とVCP6.5-
DCV試験に合格するために必要な知識を厳選して盛り込んだ一冊です。

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。

いちばんやさしいブロックチェーンの教本 人
気講師が教えるビットコインを支える仕組み

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 杉井靖典著
9784295001447

本書は「ブロックチェーン推進協会」の副理事長をつとめるカレンシーポート株式会社の杉井靖典氏が、ブロッ
クチェーンの仕組みや成り立ちを一から丁寧に解説した一冊です。ブロックチェーンを支える「暗号技術」や「分
散ネットワーク」、""価値""の保持者を特定する「ウォレット」、取引を記録する「トランザクション」、契約執行を
可能にする「スマートコントラクト」など、難しい概念や機能を、平易な言葉と豊富な図版で解説しているので、こ
れからブロックチェーンを学びたい人が最初に読むのに最適です。

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。

徹底攻略 応用情報技術者過去問題集 平
成30年度春期・秋期

インプレス 電子書籍

¥5,600(＋税) □

¥1,680(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五十嵐聡著
9784295002994

IPAの公式解答例と採点講評に準拠し、ベテラン講師が一人で全問解説を行うことで説明にブレがなく、わかり
やすく安心して取り組める過去問題集となっています。紙面4回分に加えて、Webダウンロードで11回分の学習
が可能。さらに「平成30年度春試験の解説」を採点講評公開後に提供予定です。

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。

セジウィック：アルゴリズムC 第1～4部
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
Robert Sedgewick著,野下浩平訳,

星守訳,佐藤創訳,田口東訳

9784764905603

2004年に刊行した『アルゴリズムC 新版』の復刊である。本書は、世界の標準教科書として大変高い評価を得
ている。直感的でわかりやすい説明、アルゴリズムの振舞いを示す数多くの見事な図、簡潔で具体的なコード、
最新の研究成果に基づく実用的アルゴリズムの選択、難解な理論的結果のほどよい説明などがその特長であ
る。アルゴリズムに係わる研究者、技術者、大学院生、学生必携必読の書である。

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。

□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 

-  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。



理工学編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116538 □ □

2018年2月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026888928 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026888930 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2013年12月 商品コード 1026888932 □ □

2017年12月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026405296 □ □

アルゴリズムイントロダクション 第3版 総合
版（世界標準MIT教科書）

近代科学社 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
T. コルメン著, R.リベスト著, C.シュタイン著, 
ライザーソン著,浅野哲夫訳, 岩野和生訳,

 梅尾博司訳, 山下雅史訳, 和田幸一訳

9784764904088

世界標準 MIT 教科書!!原著は、計算機科学の基礎分野で世界的に著名な4人の専門家がMITでの教育用に著
した計算機アルゴリズム論の包括的テキストであり、その第3版。前版までで既にアルゴリズムとデータ構造に
関する世界標準教科書としての地位を確立しているが、より良い教科書を目指して再び全面的な記述の見直し
がなされ、それを基に新たな章や節の追加なども含めて、大幅な改訂がなされている。

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。

ドローンビジネス調査報告書2018 【海外動
向編】 (調査報告書シリーズ)

インプレス 電子書籍

□

冊子購入確認

著編者名
田中亘著,春原久徳著,

インプレス総合研究所著

海外の市場データや企業戦略を分析！本調査報告書は、海外の市場データや企業戦略、技術トレンドなどを
捉えながら、世界のドローンビジネスの現状を解説します。国内および海外市場で、自社がどのように戦略をた
てて、どのようにビジネスをしていけばいいのか、ビジネスの機会を逃さずに、事業を大きくしていくためのアイ
デアやヒントをつかむためのレポートです。

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。

9784295002864

¥313,500(＋税)

¥95,000(＋税)

9784764905450

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

量子力学の数学理論：摂動論と原子等のハ
ミルトニアン

近代科学社

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤敏夫稿,黒田成俊編注

シュレーディンガー方程式への応用で決定的な貢献があった加藤敏夫先生の生誕100周年に際し、未発表の
原稿を、弟子の黒田成俊教授が書き起こす。孫弟子にあたる岡本 久教授、中村 周教授の現代的解説も収
録。加藤敏夫先生の偉業を感じることのできる「最新の書」である。

電子書籍

ナース・スケジューリング ―問題把握とモデ
リング― (シリーズ：最適化モデリング 3)

近代科学社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池上敦子著
9784764905580

ナース・スケジューリングとは、「ナースの勤務表作成」問題のことをいい、求解困難な組合せ最適化問題として
もよく知られている。　現実問題を解決するために様々な角度から問題を把握することは、それ自体がモデリン
グであるとも言える。本書では、ナース・スケジューリングと最適化モデリングの両方の視点から、問題解決の
ための手法について解説する。

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。

できるビットコイン入門 話題の仮想通貨の
仕組みから使い方までよく分かる本

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
ビットバンク株式会社著,
できるシリーズ編集部著

9784295002956

「ビットコイン」は値動きの激しさから投資・投機などで注目されがちですが、インターネット時代の「お金」として
従来の通貨にはない長所を数多く持っています。本書は「ビットコインのことがよく分からない」「興味はあるけど
損をしそうで心配」といった方のために、ビットコインの始まりから日本円で購入する方法、店舗での使い方まで
詳しく解説した一冊です。

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。

-  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。



理工学編 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026405297 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026405299 □ □

□

9784764904767

冊子を購入または
発注の場合は、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：微分方程
式と線形代数

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 ギルバート・ストラング著,渡辺辰矢訳

微分方程式と線形代数を縦横無尽に学べる!!　MITの名物教授ストラング先生の最新書籍の邦訳。大学数学の
基本である微分方程式、線形代数を、今までのセオリー通り独立して学ぶことはもちろん、交互にどのように関
連付いているのかを、具体的事例を提示しつつ基礎から学べるよう工夫してある。また、実際に利用する際に
どのように考えればよいかを記述しているので、工学を学ぶ読者にも大変適している。

ロボット制御学ハンドブック
近代科学社 電子書籍

¥89,100(＋税) □

¥27,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松野文俊編,大須賀公一編,

松原仁編,野田五十樹編,稲見昌彦編

9784764904736

ロボットを思いどおりに動かすために必要な制御技術を知り、ロボットを使えるようにするために、ロボットの制
御に特化した領域を「ロボット制御学」と名づけ、本書のの出版を企画した。本書は、なぜロボットに制御が必要
なのか？ から始まり、モデリング→設計→実装まで一連の流れを理解し、実践できるようになることを目的とす
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。

-  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。



理工学編 2018年3月号 

2018年2月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1026888935 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1026888936 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026888937 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888938 □ □

Pythonによる テキストマイニング入門
オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内長承著
9784274221415

Python 3を使ったテキストマイニングの入門書！／本書は、Pythonを使ったテキストマイニングの入門書です。
Pythonのインストールから基本文法、ライブラリパッケージの使用方法などについてもていねいに解説していま
すので、Pythonに触れたことがない方でも問題なく使用できます。また、テキストマイニングも、概要から実例に
至るまで一から解説していますので、Python・テキストマイニング両方の知識が全くない方にとって最適な入門書
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。

9784274221385

電子書籍

著編者名
ニュートン・コンサルティング株式会社監修,

勝俣良介著

これだけは知っておきたい「リスクマネジメント術」を世界一わかりやすい講義形式で学べる！／本書は、リスク
マネジメントの実務担当者はもちろんのこと、ミドルマネジメント、経営層に至るまで組織を率いて活動する人が、
最低限知っておくべきリスクマネジメント知識やその実践方法について、やさしく解説します。また、知識ゼロの人
でも直感的に、かつ短時間で理解できるように、イラストを多用し、講師と生徒による対話形式で、無理なく短時
間で読み進めることができるようにしています。

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。

□

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

¥6,100(＋税)
世界一わかりやすい リスクマネジメント集中
講座

オーム社

いまからはじめる NC工作 －Jw_cadと
NCVCでかんたん切削－（第2版）

オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 眞柄賢一著
9784274221644

Jｗ_cadとNCVCを用いて、CAD/CAMの入門から実際の製作までできる、実践書！／本書は、フリーソフトで定評
のあるJｗ_cadとNCVCを用いて、CAD/CAMの入門から実際の製作に至るまでを解説しています。

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。

数学図鑑 －やりなおしの高校数学 －
オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永野裕之著,ジーグレイプ制作
9784274221712

苦手だった数学の「楽しさ」に行きつける本！／「算数は得意だったけど、数学になってからわからなくなった」「最初は何とかなっていたけ
れど、途中から数学が理解できなくなって、文系に進んだ」このような話は、よく耳にします。これは、数学は算数の延長線上にはなく、「な
ぜそうなるのか」を理解する必要がある、ということに気付けなかったためなのです。数学は、一度理解してしまえばスイスイ進み、とても楽
しい学問なのですが、途中でつまずいてしまったために苦手意識を持ち、「楽しさ」まで行きつけなかった人が多くいま す。本書は、そのよう
な人達のために高校数学まで立ち返り、図鑑並みにイラスト・図解を用いることで数学に対する敷居を徹底的に下げ、飽きずに最後まで学
習できるよう解説しています。

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。

  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 

-  26  -

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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1027116539 □ □

基礎式から学ぶ化学工学 Excelによるモデ
ル解法で直観的にわかる

化学同人 電子書籍

¥7,400(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊東章著
9784759819427

流体、伝熱、反応工学、分離操作、制御を含む範囲を網羅。基礎式をまず提示し、そこから導かれるモデルとし
て、各単位操作の基礎モデルを導く。各単位操作のモデルはExcelによる解法を示す。自分でシミュレーションす
るのでモデルの理解が深まる。ICT時代に対応した教科書。

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。

□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 

-  27  -

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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1027116540 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116541 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116542 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116543 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116544 □ □

自己と他者を認識する脳のサーキット（ブレ
インサイエンス・レクチャー 4）

共立出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
浅場明莉著,一戸紀孝監修,

市川眞澄編

9784320057944

本書では、脳部位について丁寧に取り上げ、コラムを織り交ぜながら、まず自分自身の身体や心を自分の脳で
どのように表現しているかを解説する。そして、目に見えない他者の心を推測する心のはたらきである「心の理
論」や「共感」の脳内メカニズムがどのようなものかを、神経心理学や脳機能イメージング研究などを通じて紹
介。さらに、さまざまな動物とヒトとを比較することで、進化の過程で私たちに引き継がれてきたものについてや、
ヒトに特徴的な心のはたらきについても追っていく。

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。

現代数理統計学の基礎（共立講座 数学の
魅力 11）

共立出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税)

線形代数の基礎講義
共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島田伸一著,廣島文生著
9784320113121

本書は、通年の講義で、行列の定義からジョルダン標準形・行列の指数関数までがハウ・ツーで扱えるように編
集。ややこしい定義や定理は付録に回し、例題と問いを解いていくことで基礎的な計算ができるように工夫され
ている。複素数を行列を用いて定義しているので、行列の指数関数のところで結果として、複素変数の指数関
数・オイラーの公式も使えるようになる。その応用として連立微分方程式も解く。またベクトルが苦手な学生のた
めに、幾何ベクトルを丁寧に扱っている。特に外積を十分に使いこなせるような題材を選んである。

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。

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
秋久俊博編,小池一男編,秋久俊博改訂版著,市瀬浩志改訂版著,浮谷基彦改訂版著,

木村賢一改訂版著,小池一男改訂版著,佐藤忠章改訂版著,李巍改訂版著,

秋久俊博初版著,小池一男初版著,木島孝夫初版著,羽野芳生初版著,

堀田清初版著,増田和夫初版著,宮澤三雄初版著,安川憲初版著

冊子購入確認

著編者名
久保川達也著,新井仁之編,

小林俊行編,斎藤毅編,吉田朋広編

9784320111660

近年注目を集めているビッグデータという言葉に代表されるように、データのもつ価値についての認識はますます高
まっている。さらに、自然科学分野から社会科学の分野、さらには政府関係の様々な施策に至るまで、データに基づ
いた意思決定の大切さが認識されている。数理統計学は、（ランダムネスを伴った確率現象として現れる）データの背
後に確率モデルを想定して推測を行うための土台となる、数学的基礎を提供する。本書は、数理統計学に関する基
礎的な内容はもとより、近年広く利用されている現代的な内容までを盛り込んだテキストである。

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。

9784320044524

2015年の大村智博士のノーベル賞受賞により、天然物化学の大切さが改めて認知された。10年間以上改訂せ
ずに、現在でもそれほど陳腐化していない本書ではあるが、これを機に、日本の多くの学究の徒が手に持って勉
強できるもの、そしてこれからさらに10年以上新規性を保てる本を目指し改訂を行った。全体の内容を見直すと
ともに、ほとんどの図版を書き直し、英語索引を充実させ、コラム・演習問題なども大部分を入れ替えた。

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。

海洋の物理学（現代地球科学入門シリーズ 
4）

共立出版 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

資源天然物化学 改訂版
共立出版 電子書籍

¥12,300(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
大谷栄治編,長谷川昭編,
花輪公雄編.花輪公雄著

9784320047129

日々の天気、季節変化、長期の変動、地球温暖化等、それぞれに海は重要な役割を担っている。この海の実態
を「物理学」で解明する。

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 

-  28  -

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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1027116545 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116546 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027116547 □ □

冊子購入確認

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 冨永和人編著
9784339028737

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

88問の例題と88問の発展問題から構成されたC言語の基本機能を網羅した例題集。各例題には解答例（プログ
ラム）とその解説に加え、注意点やテクニックをポイントとして掲載。入門から中級レベルまでの自習にも最適。

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。

観測に基づく量子計算
コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

C言語プログラミング基本例題88+88 （※）
コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

固体物理と半導体物性の基礎（※）
コロナ社

本書は、固体物理や半導体物性に関する基本的な知識を習得できることを目標としている。大学における１年間
の講義に対応することを想定して、発光ダイオードやトランジスタの動作を理解できるための必要最小限の内容
に留めている。

著編者名 小柴健史他著
9784339028706

量子計算に関して新しい見方をもたらした測定型量子計算を理解する上で必要な知識について、トピックごとに
解説し、測定型量子計算モデルの登場によって明らかになった量子計算の諸性質についても解説した。

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。

冊子購入確認

著編者名 牧本俊樹著

電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

9784339008968

  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 

-  29  -

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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116548 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116549 □ □

眼炎症 (眼科診療ビジュアルラーニング 2)
中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 園田康平編
9784521745114

炎症には、外因性（感染性）、内因性などさまざまな原因があり、眼に起こった場合、視機能温存を主眼に置いた
対応が必要になる。うかつに治療を始めてしまうと、原因特定の決め手となる所見を消退させてしまうことがある
一方で、急速に進む炎症を早く食い止めなければならない医療者としての責務もある。診断の鍵となる所見、症
状を写真中心にまとめた。また、 突発性か反復性かなど炎症の性質ごとに、 エキスパートが診療モデルを紹
介。

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

肺癌 (呼吸器疾患 診断治療アプローチ 3)
中山書店 電子書籍

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

9784521745275

近年の肺癌の診断・治療については、driver mutationの発見とそれをターゲットとした薬物の開発による個別化
医療が注目され、めざましい進歩を遂げている。本書では薬物治療・内視鏡治療・放射線療法・手術療法・支持
療法・先進医療のみならず緩和ケアや予防について、さらには治療の費用対効果についても言及。肺癌診療に
おける最新情報を各分野の専門家がわかりやすく解説している。

¥26,700(＋税) □

著編者名 高橋和久編,三嶋理晃編

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。

□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 

-  30  -

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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年10月 商品コード 1027116550 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116551 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116552 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027116553 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116554 □ □

帝王切開バイブル  術前・術中・術後のアセ
スメント＆ケアを時系列で網羅！ (ペリネイ
タルケア2018年新春増刊)

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 村越毅編著
9784840462259

【手技やケアを写真でビジュアル解説】選択的帝王切開術に必要な知識の全てを術前・術中・術後の時系列で
網羅。合併症、母乳育児支援や1カ月健診までカバーし、いつ・何をすればよいのか、流れが手に取るように分
かる。緊急時や無痛分娩時の帝王切開術、胎児治療についても解説し、最新のトレンド・知見が得られる！

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。

ナースのための小児・新生児の外科疾患 完全
マスターガイド 術前術後のケアがわかる！　病
態・治療がわかる！　家族に説明できる！

メディカ出版 電子書籍

¥16,400(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田口智章編
9784840464864

【新生児・小児外科の主要47疾患、完全網羅】小児・新生児の手術が必要な疾患および外傷について、ナースの
ために明解に解説。小児・新生児の術前術後の看護・ケアの基本がわかる。また自施設で経験のない疾患の
ケースにも、きちんと対応できるためのガイドとして活用できる。

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。

ナースのための疾患はてなBOOKなんとなく
わかる敗血症

メディカ出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉本昭著
9784840462075

【読むだけで敗血症ケアがぐっと身近になる！】「ちゃんと勉強しなきゃって思ってるけど…」、そんなに難しく考え
なくても大丈夫。敗血症ケアに必要な知識がぎゅっと詰まったこの本で“なんとなく”わかっていれば、早期発見・
初期蘇生・呼吸循環管理・予後改善まで、今日からあなたのケアが変わる！

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。

産婦人科診療に役立つ　早わかり遺伝医療
入門 Q&Aでさらっとなっとく (女性ヘルスケ
アpractice 4)

メディカ出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田重人著,三宅秀彦著
9784840464956

初めての人も今さらの人も！とことんわかる】産婦人科に関係する遺伝医療のトピックを、57のQ&Aでやさしく解
説。基礎から学びたい、部分的に学びたい、明日患者さんが来るから知識を頭に入れておきたいなど、さまざま
な目的に利用できる。知っておくべき遺伝の必須知識がこんなにも簡単に、とことんわかる！

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。

管理栄養士・栄養士の実践マネジメント  少
人数部門で最大限の効果を引き出す

メディカ出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井文子著
9784840464987

【1人栄養士も必携！仕事を回すコツ満載】管理栄養士として働きはじめたが、仕事がうまくいかない。病棟に上
がる時間がつくれない。調理師ともしっくりいかず、相談する先輩も身近にいない……。そんなあなたの悩みを今
すぐ解決！仕事をうまく回すコツを詰め込んだ栄養部門マネジメントの実践書。

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 

-  31  -

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 2018年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027116555 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027116556 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027116557 □ □

必ずうまくいく！PICC
羊土社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
徳嶺譲芳監修,金井理一郎編,

一般社団法人医療安全全国共同行動他

9784758118187

超音波ガイド下でPICCを確実に挿入するコツや手技のトレーニング方法、合併症予防の知識をわかりやすく解
説。初心者はもちろん、PICCを臨床でもっと活用したい医師・看護師にオススメです。web動画つき。

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。

闘魂外来―医学生・研修医の君が主役！
羊土社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 徳田安春編
9784758118255

超人気！実践型実習の熱いレクチャーが書籍化。病歴・フィジカルの基本から画像・検査選択の考え方、医師と
して成長し続けるための極意までカリスマ指導医が燃えるパッションで君を導く！臨床で活きるパールも満載。

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。

やさしくわかるECMOの基本
羊土社 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
氏家良人監修,小倉崇以著,

青景聡之著

9784758118231

難しく思われがちなECMO管理を、親しみやすい対話形式で基礎からやさしく解説、「患者に優しい管理」が考え
方から身につきます。これからECMOを学びはじめたい医師やメディカルスタッフにおすすめの一冊！

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。

□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 

-  32  -

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。



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

 

有斐閣YDC1000 に収載されている書籍タイトルが 
Maruzen eBook Libraryでご覧になれます 

 
 

YDC1000   とは 有斐閣発行の法律書の古典的名著が 
インターネットを介して閲読できる電子書籍閲読サービスです。 

 

® 

まずはなかなか手に入りにくい古典的な文献（現在は法律書に限定）を、安価で研究者・実務家等にご
提供し、研究や執筆の際の参照や文献調査にご利用いただく、あるいは現在の問題への解決の糸口
として原点に立ち返るべく調査をしたいといった場合にもご利用いただく、ということを目的としています。 
（注）本商品は全文検索不可となっています。 

® 

収載書籍の選択の基準 
 

 

初期の収載候補としては、まず、[1]これまでオ
ンデマンド書籍として販売しているもの（新書等
一部を除く）、[2]少部数の復刻版販売を目的と
して限定的に復刻重版をしてきた書籍を対象に
しました。これに[3]1945年から1989年（戦後か
ら昭和の終わりまで）に刊行された[2]と同等ク
ラスの単行本、論文集、講座等を加えています。 

（2018年3月現在、1012点を収載） 
 

全巻セット価格 
 

 

 

 

同時1アクセス（本体）：¥1,100,000  

同時3アクセス（本体）：¥1,320,000 

商品コード：1018156336 
 
＊分野ごとのセット価格も設定しています。 

    詳細はお問い合わせください。 
 

 ●こちらの商品は新刊ハイブリッドモデル対象外となります。ご了承ください。 

好評配信中！ 



学術機関向け和書の電子書籍
専門書専門書 レファレンスレファレンス 参考書参考書 教養書教養書

和雑誌
バックナンバー
和雑誌
バックナンバー

学生用図書
就活・資格・留学
学生用図書
就活・資格・留学

英語
多読
英語
多読

ICT
教材
ICT
教材

● 1点からの買い切り型（初期導⼊費は不要）の電⼦書籍をご提供致します。

● タイトル毎に、同時アクセス数(１または３)により価格設定をしております。

● 新刊ハイブリッドモデル（冊⼦と電⼦書籍セット）で、年間を通じて継続的にご提供致します。

● IPアドレスによる認証が⾏えます。

● 全⽂検索等の便利な機能や、印刷、ダウンロードが⾏えます。

● 外出先・出張先などで使えるリモート・アクセス機能や、学認（学術認証フェデレーション）との連携が

⾏えます。

● ディスカバリーサービスと連携が⾏えます。

● 図書館のOPACからのリンクが⾏えます。(MARCは無償提供)

学術・研究機関のための国内最大級の電⼦書籍プラットフォーム
研究・学修でのご利⽤に便利な検索・閲覧機能が充実

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム



電⼦書籍の便利な機能で、研究・学修をサポート致します。
❒ キーワード検索

❒メールでの情報共有 ❒本⽂のダウンロード

❒⾒開き/単ページ表⽰切替

1回の閲覧につき60頁
までダウンロードが可能。
（著作権保護のため）

閲覧している書籍の書名と書籍詳細
ページへのURLメール送信が可能。

ハイライト表示をクリックすると、該当ページにジャンプ。

単ページ表示、⾒開き表示の切り替えが容易に。

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム

丸善株式会社 学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 〜 17：30（⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く）



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

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&Fビル1 2階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090
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