
　　　　　　丸善雄松堂株式会社　学術情報ソリューション事業部　eBook Library担当
　　　　　　Tel：03-6367-6008／Fax：03-6367-6184／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）

資料No.MB_201804

新刊ハイブリッドモデル 

2018年4月号 

  コロナ社 

+ 
冊子 

ebook 

オーム社 

近代科学社 

人
文
社
会 

医
学 

理 

工 

学 



　「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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027296170 □ □

出版社

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 1027296171 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296172 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296173 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296174 □ □

特許法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,100(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 茶園成樹編
9784641243019

特許法の基本的な考えを学ぶことができる、好評テキスト待望の第２版。各項目の要点をまとめたPOINT欄や具
体例を示すCASE欄、法律用語の解説欄など工夫が盛りだくさん。付録の「重要条文・判例一覧」は重要度別に
分類され、知識の整理に最適。

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。

電子書籍

□

中小企業の事業承継
有斐閣

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

刑法各論判例50！ (START UP)（※）
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。

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。

有斐閣

著編者名
十河太朗著,豊田兼彦著,
松尾誠紀著,森永真綱著

9784641139268

冊子購入確認

山田卓生著,河内宏著,
安永正昭著,松久三四彦著

著編者名

法律の解説および事例紹介等の中で、承継対象相手（家族・親族であるか、従業員等であるか、第三者である
か）を可能な限り意識しつつ説明することにより、共通する説明の重複を避け、事業承継に必要な法的知識を理
論的・体系的に理解できるようにした。実務家必携の1冊。

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名 中村廉平編著
9784641137387

¥1,800(＋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。

豪華執筆陣による、定評あるスタンダード・テキストの最新版。重要な説明部分を印で明示して、丁寧な解説を
加え、具体例や図表を活用するなど、立体的な理解を助ける。平成29年の民法改正に対応したほか、記述の見
直しを行い、より分かりやすいテキストとした。

電子書籍

民法①総則 判例30！ (START UP)（※）

民法Ⅰ 総則〔第4版〕 (Ｓシリーズ)（※）
有斐閣

¥4,000(＋税)

9784641159495

□

□

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。

原田昌和著,秋山靖浩著,山口敬介著著編者名

有斐閣

¥3,600(＋税)

¥1,600(＋税)

9784641137820

□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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027296175 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296176 □ □

地方自治論 2つの自律性のはざまで (ストゥ
ディア)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北村亘著,青木栄一著,平野淳一著
9784641150485

中央政府と住民に対する地方政府の「自律性」をキーワードに、地方自治を読み解く入門書。首長・議会・住民
がおりなす地方政治の実態、地方行財政などの地方自治にかかわる制度、また、地方政府が供給する行政
サービスの例として教育・福祉を取り上げ、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。

新・国際売買契約ハンドブック
有斐閣 電子書籍

¥13,600(＋税) □

¥4,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
住友商事株式会社法務部編,
三井物産株式会社法務部編,
三菱商事株式会社法務部編

9784641046740

国際売買取引の実務において座右の書として愛用されてきた『国際売買契約ハンドブック』を全面的にアップ
デート。法律・実務の基礎知識の明解な解説から、実践的な実務解説と多様な文例までを盛り込み、実務に携
わるすべての人が様々な場面で活用できる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。

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027296177 □ □

出版社

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 1027296178 □ □

出版社

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 1027296179 □ □

出版社

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 1027296180 □ □

出版社

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 1027296181 □ □

電子書籍

龍馬暗殺 (歴史文化ライブラリー 462)

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

□

9784642058629

冊子購入確認

薩長周旋の立役者坂本龍馬が殺害された近江屋事件。史料も多く、事件のあらましは判明しているのに、なぜ
謎多き事件として惹きつけられるのか。襲撃者の供述を再検討し、薩長土や会桑勢力の動向から、慶応３年の
京都政局の対立軸を明らかにし、事件の真因を究明。事件後の政情や、衰えない〈薩摩〉説の起源と誤謬も解き
明かし、暗殺の深層に迫る。

吉川弘文館

¥7,300(＋税)

□

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 銭静怡著
9784642029445

領域支配を目指す戦国大名と、自立志向を強める村落との関係は、この時代を解明する重要課題である。近世
への連続を重視する移行期村落論を経て、地域間の特性に注目する研究が盛んに行なわれている。二項対立
図式ではなく、双方向的回路の視角から、北条氏の郷村支配と浅井氏支配下の近江菅浦を題材に、大名権力と
村落構造の実態を浮き彫りにする。

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

¥2,200(＋税)

著編者名

著編者名 長坂良宏著
9784642034852

朝廷が幕府から自立する途を歩み始め、朝幕協調体制の変容が指摘される近世中後期。幕府の朝廷統制の要
とされ、公家社会を統括する立場にあった摂家に着目。その特質・権限や天皇・院・堂上公家との関係を、家督
相続・再興、官位叙任、朝廷運営などの検証により明らかにする。摂家の分析を通して朝幕交渉の具体像を鮮
明にし、変容の実態を追究する。

吉川弘文館

冊子を購入または
発注の場合は、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。

古代宮都と関連遺跡の研究
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

戦国期の村落と領主権力
吉川弘文館 電子書籍

¥24,800(＋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。

内戦遂行のなかで、幕末に導入した西洋式兵学がついに実地に移された。戦争の現場ではいったいなにがお
こっていたのか。陸戦の軍備や編制、海軍力、戦費調達、民衆の支援や反発、宗教政策など、新視点で実態に
迫る。

冊子購入確認

著編者名 桐野作人著

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

近世の摂家と朝幕関係
吉川弘文館

奈倉哲三編,保谷徹編,箱石大編
9784642083300

電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

戊辰戦争の新視点 下 軍事・民衆

著編者名 小澤毅著
9784642046435

飛鳥の都や藤原京・平城京など、古代宮都に関わる事項を中心に、考古資料と文献史料から明快に論じる。阿
倍山田道ほかの奈良盆地の古道、五条野丸山古墳の被葬者、飛鳥の朝廷と寺院、百済大寺の比定、藤原京成
立の意義、百済・新羅王京との関係、平城京と条里、重閣門など、多彩な問題を追究。邪馬台国の所在地につ
いて検証した補論なども収める。

□3.電子のみ単体購入   

□この注文書をもって 

当社に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027296182 □ □

出版社

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 1027296183 □ □

出版社

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 1027296184 □ □

出版社

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 1027296185 □ □

出版社

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 1027296186 □ □

出版社

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 1027296187 □ □

十七世紀日本の秩序形成
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 木村直樹編,牧原成征編
9784642034869

１６世紀末、戦乱の末に成立した日本の近世社会。それはどのようにして、私たちに馴染み深い、平和と安定の
江戸時代になっていったのか。１７世紀における新しい秩序の形成と定着の過程を、政治・対外関係・社会史の
観点から追究。気鋭の近世史研究者９名が、多様で斬新な史料の活用を果敢に試みる。１７世紀史のとらえ方
を深化させる論文集。

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。

正倉院宝物と東大寺献物帳
吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米田雄介著
9784642046442

聖武天皇遺愛の品々を中心に、光明皇后により東大寺盧舎那仏に献納された正倉院宝物。その目録である『国
家珍宝帳』など５通の献物帳を書誌学的視点から問題点を紹介し、多種多様で国際色に富んだ宝物の性格を追
究する。また、献納後の出納、点検文書、現存しない宝物についても検討するなど、これまで宝物の伝来してき
た歴史的意義を論じた労作。

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。

史料・史跡と古代社会
吉川弘文館 電子書籍

¥37,400(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤信編
9784642046459

古代日本の国家と社会、律令制の実態を最新の研究により明らかにする論集の第１冊。国内各地にのこされた
多様な史料・史跡などを丹念に分析し、国家体制の構造と展開、地方支配の実態を独自の角度から考察する。
「古代の史料」「史跡と都城」「地方支配と社会」の３つの部で構成し、多彩な論考２１編を収め、古代史研究の新
たな知見を提示する。

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。

律令制と古代国家
吉川弘文館 電子書籍

¥37,400(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤信編
9784642046466

古代日本の国家と社会、律令制の実態を最新の研究により明らかにする論集の第２冊。律令制と王権の展開
を、政治・法令・生産・交通・アジアとの関連など独自の角度から考察する。「律令制の成立」「律令法の展開」
「王権の展開と貴族社会」「アジアのなかの律令法と史料」の４つの部で構成し、多彩な論考２０編を収め、古代
史の新たな視点を示す。

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。

日本の参謀本部 (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 大江志乃夫著
9784642067591

日本陸軍とその中枢であった参謀本部はドイツを手本に作られたが、政略・戦略を欠いていた。また政府の指図
を嫌い、独断専行で戦争に突き進み、責任の所在が曖昧なために引き返せなかった。軍部の構造の欠陥に迫
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。

将軍・執権・連署 鎌倉幕府権力を考える
吉川弘文館 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本史史料研究会編
9784642083317

源頼朝が創始した鎌倉幕府のしくみは、いかに理解したらよいのか。将軍が幕府唯一の首長であるにもかかわ
らず、現実には「御後見」役とされる執権・連署を掌る北条氏が権力を握っていく。彼らはいかにして大きな権力
を手に入れたのか。また、なぜ将軍は単なるお飾りとなったのか。さまざまな切り口を提示し、鎌倉将軍権力の実
像解明への道標となる書。

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。

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027296188 □ □

出版社

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 1027296189 □ □

鷹狩と王朝文学
吉川弘文館 電子書籍

¥35,200(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三保忠夫著
9784642085274

日本の鷹狩とはいかなるもので、何時、どこで、どのように行なわれたのか。六国史、その他を通じて鷹狩と天皇
権力との関係を究明。また、『万葉集』の大伴家持の長歌や『宇津保物語』『源氏物語』『増鏡』における鷹狩関連
部分の、中世以来の代表的な注釈書の諸説を批判的に再検討する。日本放鷹文化史や王朝文学の研究・鑑賞
などへ貢献する貴重な書。

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。

現代民俗学のフィールド
吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古家信平編
9784642082013

１９６０年代末から７０年代初めにかけて形成された学術的民俗学を発展させ、新たな理論の構築、他分野との
協業、国際化の推進を図る現代民俗学。気鋭の研究者が集い、「先鋭化」「実質化」「国際化」を軸に、民俗学の
現在と課題を論じる。「現代民俗学に向けて」「受け継ぐ」「つながる」「信じる」の四部に論考２０編を収め、新たな
民俗学の地平を開く。

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。

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027296190 □ □

出版社

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 1027296191 □ □

出版社

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 1027296192 □ □

出版社

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 1027296193 □ □

出版社

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 1027296194 □ □

少子高齢時代の女性と家族
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
津谷典子編著,阿藤誠編著,

西岡八郎編著,福田亘孝編著

9784766424980

▼変わりゆく女性の生き方から、夫婦と親子の未来を読み解く。『結婚と家族に関する国際比較調査（JGGS）』の
大規模パネルデータを基に、進学、就業から結婚、出産、育児、そして介護まで広範なライフステージに焦点を
当て、日本社会の変容と少子化の深因を描き出す。

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。

心理学が描くリスクの世界　第3版
慶應義塾大学出版会

視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える
慶應義塾大学出版会

著編者名
広田すみれ編著,増田真也編著,

坂上貴之編著

9784766423341

「意思決定とリスク」に関わる概念・理論についての心理学的知見の蓄積と最新の動向をいち早く紹介した入門
書の第3版。行動経済学やリスクコミュニケーションが注目される今、「経済からのアプローチ」をはじめ、「知覚か
らのアプローチ」「感情・直観からのアプローチ」といった章を新たに立て、構成を大幅に刷新。心理学の知識が
なくても読みやすく、幅広い読者におすすめできる1冊。教科書にも最適。

著編者名 猪平眞理編著
9784766424973

▼視覚障害をもつ乳幼児の指導とその保護者支援に関する解説書。▼盲学校のベテラン教員や小児科医が、
長年の活動と研究をもとに執筆。近年、就学児童を対象とした特別支援教育は国主導で整いつつある一方、未
就学児（乳幼児）対象の特別支援教育はいまだ十分とは言えない。本書は、視覚障害のある乳幼児への指導の
工夫を指導教員に啓蒙し、保護者に対しては子育ての指針を示した待望の解説書。

迷わず書ける記者式文章術
慶應義塾大学出版会

〈茨の国〉の言語
慶應義塾大学出版会

著編者名 松林薫著
9784766424966

▼「速く」「正確に」「わかりやすく」書く技術を伝授。▼「取材」から「推敲」まで記者のテクニックの全公開。▼社内
報告書や企画書、エントリーシートまで幅広く応用できる。元・日本経済新聞記者が、大手新聞で標準的に使わ
れているメソッドを分かりやすく説明。多忙なビジネスパーソンこそ是非活用してほしいスキルが満載。

著編者名 西本希呼著
9784766424508

アフリカ大陸の東海岸に位置する国、マダガスカル。「アフリカにもっとも近いアジア」と呼ばれるマダガスカルの
言語は、東南アジアやオセアニアの島嶼国と同じオーストロネシア語族に属し、またその南部タンルイは、有棘
植物が生い茂るため、〈茨の国〉と呼ばれる厳しい自然環境の無文字社会である。〈茨の国〉タンルイに分け入
り、これまで未記述のタンルイ語をゼロから現地調査し、音、語や文の成り立ちから言語表現に投影された価値
観や文化まで記述する、気鋭の力作。

電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

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

電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

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

電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

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

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

電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 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 

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027296195 □ □

出版社

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 1027296196 □ □

出版社

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 1027296197 □ □

出版社

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 1027296198 □ □

出版社

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 1027296199 □ □

ヒューマニティーズの復興をめざして 人間
学への招待（※）

勁草書房 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山岡政紀編著,伊藤貴雄編著,

蝶名林亮編著

9784326102662

文学や哲学、心理学、言語学、人類学など多様な分野で研究に従事する執筆者たちが、それぞれの専門領域
の知見や研究成果を活かして、文学部の価値やそこで学ぶことの意義を多角的に明らかにしていく。宮本輝や
佐藤優など著名作家による講演四編も収録。

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

災害復興法学の体系 リーガル・ニーズと復
興政策の軌跡 (KDDI総合研究所叢書 7)

勁草書房 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本正著
9784326403516

東日本大震災後の弁護士による無料法律相談は、被災者の真のニーズを浮き彫りにし、生活再建の達成という
理念のもと、既存の法規範ではなしえなかった画期的な制度を生み出した。その成果は、広島土砂災害や熊本
地震の復興、そして防災の叡智として受け継がれている。「災害復興法学」の創設者による復興政策と防災教育
への道しるべ。

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

美術教育の可能性 作品制作と芸術的省察
勁草書房 電子書籍

¥11,500(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小松佳代子編著
9784326251254

学校の図工・美術教育や幼児の表現活動、美術館などの社会教育、美大における美術家養成等、美術教育の
場は多岐にわたる。その美術教育にかかわる問いについて検討しつつ、実際に美術制作に取り組む芸術家たち
が、作品制作と探究的思考を往復する様を浮き彫りにする。「芸術的省察による研究 Arts-Based Research:
ABR」に関する日本で初めての書。

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。

イスラームは特殊か 西アジアの宗教と政治
の系譜

勁草書房 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴田大輔編著,中町信孝編著
9784326200580

本書は、メソポタミアやエジプトに文明が発祥した古代からイスラーム政権が欧米列強と対峙する近現代までの
長い歴史を射程に入れ、この土地の政教問題の錯綜した系譜を解明する。さらに、長くイスラームと共存してき
たユダヤ・キリスト教社会、そして紋切り型の説明を流布してきた近現代西欧の学者たちの営為も考慮し、西ア
ジア政教問題に関する新しい見取り図を提示する。

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。

ＥＵの揺らぎ
勁草書房 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上典之編著,吉井昌彦編著
9784326302659

現在EUは、ギリシャに端を発する金融危機、イギリスのEU離脱、移民・難民問題、テロ問題など様々な側面から
の試練を受けている。EU懐疑派の台頭を受けEUがこれまでどおりの結束を維持できるか、あるいはどのように
変容するのか、法・政治・経済の観点から検討する。

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

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 

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027296200 □ □

出版社

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 1027296201 □ □

出版社

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 1027296202 □ □

出版社

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 1027296203 □ □

出版社

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 1027296204 □ □

出版社

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 1027296205 □ □

医療経済・政策学の探究
勁草書房 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二木立著
9784326701049

全単著から実証研究として歴史的意義あるものをテーマごとに整理・収録。この30余年に起こった変化――人口
高齢化、技術進歩、医師数と医療費、終末期医療など――は医療現場に何をもたらしたのか。それぞれの時点
での将来予測の当否、現在の視点からの解題を加えて収録。80年代後半から現在までの研究分野の軌跡を描
く学術的価値の高い研究書。

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。

「くらし」の時代 ファッションからライフスタイ
ルへ

勁草書房 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米澤泉著
9784326654130

人々はなぜ、「着る」ことに対する情熱を失い、「食べる」ことや「くらす」ことに価値を見いだし始めたのか。なぜ、
ライフスタイルを重視するようになったのか。虚栄に満ちたファッション消費から、一見豊かで上質な「くらし」の消
費へ。本書は人々を表層的にエシカルで正しい消費に導く「くらし」の時代であることを明らかにする。

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

格差社会のなかの自己イメージ
勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 数土直紀編著
9784326603046

社会調査データを用いて格差を分析する時、地位達成の困難さ、雇用の不安定さ、低収入、そしてその連鎖な
ど、格差の現実を明らかにすることが試みられてきた。しかし実際は、目に見える形の格差だけが問題なのでは
ない。格差は人びとの意識やアイデンティティにも影響を及ぼしている。本書はそうした見え難い問題の解明に
挑戦する。

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。

和みを紡ぐ 子育てひろばの会話分析
勁草書房 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 戸江哲理著
9784326603039

幼い子どもを連れて子育てひろばに集う母親たちは、子どもや子育てについて語り合い、ひとときの息抜きのな
かで緩やかなつながりを得る。そんな和やかな雰囲気を作り出すのは、他ならぬ母親たちのコミュニケーションで
ある。そのしくみ、すなわち「和みの紡ぎかた」を、地道なフィールドワークにもとづく会話分析から詳らかにする。

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

変わりゆく日本人のネットワーク ICT普及期
における社会関係の変化

勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石黒格編著
9784326603015

情報通信技術（ICT）は、対人関係や社会集団との関わりの変化の要因の一つと目され、個人のコミュニケーショ
ンの道具として発展、普及した側面が大きい。ICTの普及した日本社会において、社会関係はいかに変化したの
か。1993年と2014年における山形市と朝霞市の2都市の調査により、この約20年の社会関係の変化を実証的に
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。

質的イノベーション時代の思考力 科学技術
と社会をつなぐデザインとは

勁草書房 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田浦俊春著
9784326550807

ものが溢れている現代社会においては、「量的なイノベーション」に代わって、「質的なイノベーション」が重要とな
る。本書は、そのために必要なある種の「デザイン力」について、イノベーションの事例分析や、米国のビジネス
スクールで行われている訓練、さらに著者が開発した方法とその実践をもとに、その性質や獲得方法を述べる。

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。
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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 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027296206 □ □

出版社

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 1027296207 □ □

出版社

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 1027296208 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296209 □ □

出版社

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 1027296210 □ □

児童自立支援施設の歴史と実践 子育ち・子
育てを志向する共生理念

勁草書房 電子書籍

¥55,500(＋税) □

¥18,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武千晴著
9784326701056

明治時代の感化院に始まり、少年教護院、教護院、そして現在の児童自立支援施設へと変遷する〈施設〉で培
われてきた理念・理論とは。「矯正」するのではなく、子どもたちと共に暮らし、共に働き、愛し育てる「共生」を理
念とする実践の歴史をアーカイブし、考察する日本の児童福祉・司法福祉分野において資料的価値高い一書。

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。

命の価値 規制国家に人間味を
勁草書房 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
キャス・サンスティーン著,

山形浩生訳

9784326550791

「ナッジ」で知られるハーバード大学の教授がホワイトハウスへ。情報規制問題局の局長として、規制に関する法
律の実際の立法に関わる。政策採用の是非の基準や、その際の費用便益分析の用い方まで、その内実を明ら
かにする。

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

フランスの社会階層と進路選択 学校制度か
らの排除と自己選抜のメカニズム

勁草書房 電子書籍

¥13,700(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 園山大祐編著
9784326603022

2000年代にフランスでは中等・高等教育が大衆化したが、各教育段階からの移行（進学）時の進路指導の結果、
社会階層によってどのような問題が出てきているのか。とくに、移民の多い庶民階層の進路形成・進路決定の課
題を中心に検討しつつ、近年のフランスの代表的な社会学的研究成果や現状分析を基に、総合的に分析する。

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。

ＯＴＴ産業をめぐる政策分析 ネット中立性、
個人情報、メディア (KDDI総合研究所叢書
6)

勁草書房 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
実積寿也著,春日教測著,宍倉学著,

中村彰宏著,高口鉄平著

9784326504435

OTT産業の発展は、直接の受益者であるわれわれの日常生活のみならず、ブロードバンドエコシステムの構
造、一国の産業構造や社会構造、さらには国際的な分業システムにも大きなインパクトを与えうる。本書は、日
本の政府と産業界がこうした課題にどう対処すべきかという問題意識を背景に、政策提言のための基礎的知見
を示す。

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。

損害賠償の法務 (勁草法律実務シリーズ)
（※）

勁草書房 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 喜多村勝德著
9784326403509

不法行為および債務不履行の要件、効果（損害論）を基礎から丁寧に解説した後、損害賠償請求訴訟の類型ご
とに論点を整理、重要な判例を多数取り上げ、主張立証責任等の訴訟手続も解説する。加えて、契約法の一般
原則である「ユニドロワ原則」も示す。新民法における損害賠償法務の全体像をこの一冊で。弁護士、企業法務
担当者必携。

冊子を購入または
発注の場合は、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。



人文社会編 2018年4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 
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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 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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。
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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 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1027296211 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296212 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296213 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296214 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296215 □ □

完全版　生ごみ先生が教える「元気野菜づく
り」超入門（※）

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 吉田俊道著
9784492046074

２０１０年の発売以来全国で大好評のロングセラー入門書、その完全版が登場！ この１冊で「生ごみリサイクル
野菜」作りが誰でもできる。

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。

子ども格差の経済学 「塾、習い事」に行ける
子・行けない子（※）

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 橘木俊詔著
9784492314999

塾に行っている子と行っていない子でどれくらい差がつくのか？　塾や習い事が生む機会の不平等を格差研究
の第一人者が論じる。

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。

まんがでわかる　地頭力を鍛える（※）
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
細谷功著,星井博文シナリオ,

汐田まくら作画

9784492557785

２０万部突破のロングセラー『地頭力を鍛える』がコミック化！　入社５年目のがけっぷち困ったちゃんＯＬが、地
頭を鍛えて無敵になる！

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

グローバル人材獲得戦略ハンドブック 成果
を挙げる人材を見極める「究極の質問」（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ルー・アドラー著,

菱垣裕介訳,中川肇訳

9784492533932

「できる人」を採用するためにはどうしたらいいのか？　グローバル人材が集まらないと嘆いているマネジャー、
採用担当者必読の一冊。

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。

経営者のための実践コーポレートガバナン
ス入門（※）

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 深澤寛晴著
9784492961315

アベノミクス成長戦略の「目玉」であるコーポレートガバナンス改革で企業は稼ぐ力を取り戻せるのか？ そのメカ
ニズムを専門家が解説。

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 

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1027296216 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296217 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296218 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296219 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296220 □ □

出版社

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 1027296221 □ □

ＡＩ　ｖｓ．　教科書が読めない子どもたち（※）
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 新井紀子著
9784492762394

ＡＩの誤解・限界を示す一方で、日本人の読解力の低下を指摘。ＡＩ化が進んだ未来の行き着く先は、教育の劣化
を伴った最悪の恐慌だ。

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

業界メガ再編で変わる１０年後の日本 中
堅・中小企業Ｍ＆Ａが再編の主役だ（※）

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 渡部恒郎著
9784492961360

Ｍ＆Ａの第一人者が、各業界のプロと描く１０年後の業界再編予想。人口減やデジタル化等、変革の中を生きる
経営者への提言書。

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。

粛清の王朝・北朝鮮 金正恩は、何を恐れて
いるのか（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羅鍾一著,ムーギー・キム訳
9784492212332

金王朝三代に仕えナンバー２の座を射止めながら高射砲で粛清された張成沢の物語から権力闘争と粛清の真
実を明かすノンフィクション！

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

寂しい生活（※）
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 稲垣えみ子著
9784492046128

アフロヘアの自由人が紡ぐ、『魂の退社』の続編。笑って泣いて、心から納得！　生きる勇気がわく傑作エッセイ。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

伊藤元重が警告する日本の未来（※）
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 伊藤元重著
9784492444436

産業・企業の興亡をもたらすＡＩ、ＩｏＴ、世界に広がる保護主義、これからの働き方など、経済社会の変化の本質
をわかりやすく解説。

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。

一流犬をつくる最強の食事法（※）
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 橋長誠司著
9784492046135

ペットフード業界を知り尽くした著者が明かす、ペットショップも獣医師も教えてくれなかった、「最高に幸せな愛
犬」のための必須知識。

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

-  15  -

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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027296222 □ □

出版社

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 1027296223 □ □

出版社

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 1027296224 □ □

出版社

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 1027296225 □ □

出版社

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 1027296226 □ □

出版社

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 1027296227 □ □

コトラーの「予測不能時代」のマネジメント
（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
フィリップ・コトラー著,

ジョン・Ａ・キャスリオーネ著,齋藤慎子訳

9784492557839

予測不能の乱気流に見舞われることが常態化した現代。危機を察知しピンチをチャンスに変えるマネジメント手
法をコトラーが解説。

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。

正統派リーダーの教科書（※）
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 江口克彦著
9784492503003

経営の神様・松下幸之助の最強参謀が明かす成功法則。東洋経済オンラインで反響の大きかった連載を待望
の書籍化。

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

デービッド・アトキンソン　新・生産性立国論
こうすれば「労働者の黄金時代」がやってく
る（※）

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 デービッド・アトキンソン著
9784492396407

日本は「特殊な国」ではない！ 日本復活のために必要なのは「当たり前の改革」だ。今回も歯に衣着せぬ「アト
キンソン節」が冴え渡る！

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。

生きている会社、死んでいる会社 「創造的
新陳代謝」を生み出す１０の基本原則（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 遠藤功著
9784492557846

代謝なくして創造なし！ 「経営コンサルタント３０年の集大成」として会社論の全エッセンスを書いた著者渾身、夢
中で読める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。

金融政策の全論点 日銀審議委員５年間の
記録（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木内登英著
9784492654842

大規模緩和の拡大に反対票を投じ続けた、日銀審議委員時代。非伝統的金融政策の限界と日銀の役割、フィン
テックの行方を考察。

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

図解　ＡＳＥＡＮを読み解く　第２版（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 みずほ総合研究所著
9784492093283

アジア調査で定評あるみずほ総研が躍動するＡＳＥＡＮ各国の経済、政治、投資リスクを解説。最新情報を盛り
込んで全面改訂。

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

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1027296228 □ □

就職四季報　企業研究・インターンシップ版
２０１９年版（※）

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 東洋経済新報社編
9784492974315

売上Ｎｏ．１の業界研究本『就職四季報』に待望の新シリーズ創刊！ インターンシップに臨む就活生の初めての
企業選びを徹底サポート。

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。

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1027296229 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296230 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296231 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296232 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296233 □ □

例外時代 高度成長はいかに特殊であった
のか

みすず書房 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 マルク・レヴィンソン著,松本裕訳
9784622086536

戦後ブーム期をとらえ直す、これまでにない経済史。長期的、世界的潮流から、政治の経済的不能を描きだした
『ワシントンポスト』紙ベスト経済書。

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。

幕末的思考
みすず書房 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野口良平著
9784622086529

幕末に兆した普遍と道理に拠る立国の思考は明治の到来とともに隠蔽された。この思考の画期性を歴史の行間
からあぶりだす透徹の論考。

冊子を購入または
発注の場合は、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

先駆者ゴッホ 印象派を超えて現代へ

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

¥14,400(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林英樹著
9784622086451

働く人々への崇敬、印象派の色使い、浮世絵との出会いと新たな平面性、そして自然の懐へ。絵画の時代の結
節点に屹立するゴッホを、造形的要素と内面性表出から論じ尽くす。カラー100点収録。

電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
北山修編著,飯島みどり解説,

大森智恵解説

北山修が英国で精神分析と出会った折に診た二人の患者の治療記録。母国語と外国語のはざまで蠢き始めた
分析的思考の原点。解説、症例論文、英国における精神分析的精神療法の紹介論文を付す。

「内なる外国人」 Ａ病院症例記録
みすず書房

9784622086598

サルは大西洋を渡った 奇跡的な航海が生
んだ進化史

みすず書房 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アラン・デケイロス著,

柴田裕之訳,林美佐子訳

9784622086499

翅をもたない昆虫、飛べない鳥モアの祖先、植物、カエル、トカゲ、そしてサルも―“海越えができない”はずの生
きものたちの驚くべきルーツ、そして歴史生物地理学のパラダイムにいま起きつつある変革の物語。

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。

□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。



人文社会編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1027296234 □ □

ヴィーコ論集成
みすず書房 電子書籍

¥30,000(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上村忠男著
9784622086659

ジャンバッティスタ・ヴィーコの現代的意味とは。17－18世紀のイタリアの哲学者を長年研究してきた第一人者に
よる論考をここに集成。

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。

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027296235 □ □

出版社

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 1027184016 □ □

出版社

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 1027184015 □ □

出版社

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 1027296236 □ □

出版社

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 1027296237 □ □

量子力学I（※）
丸善出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木伸著
9784621302484

「高校で習う内容のみを予備知識として、学生が一人で読み進めるよう配慮した自習書」をコンセプトとし、式の
物理的意味や、実験・観測の話題なども含めて解説することを企図。歴史的経緯ではなく、量子力学を学ぶ人が
疑問に思うことを解明していけるように進み、かゆいところに手が届く解説で深い理解を目指す。量子力学を発
見的に解説する稀有の教科書。

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。

現代数学シリーズ　複素および混合超曲面
特異点入門

丸善出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡睦雄著,谷島賢二編,

松本幸夫編,山田澄生編

9784621301081

混合特異点とは、実余次元2の完全交差実代数多様体を複素特異点の立場から研究を進める方法。そのため
に必要となる複素解析的特異点の理論をまとめた。Milnor束の理論を解説後、非退化Newton境界とその特異点
のトーリック爆発射を具体的に記述。双対Newton図形の自然な正則単体分割方法も解説。Alexander多項式、
Zariski対といった話題や、双対曲線とその幾何学などを説明した自習書として活用できる一冊。

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。

教育社会学事典
丸善出版 電子書籍

¥72,600(＋税) □

¥22,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本教育社会学会編
9784621302330

戦後日本の教育研究に多くの重要な知見と政策的視座を提供してきた教育社会学を、三部構成、全19章で解
説。現代教育社会学の全体像を的確に描き出す。教育社会学の主要なテーマを３００項目（１項目２頁ないし４
頁）程度取り上げ、見開き完結で、初学者から研究者にいたるまで、幅広い読者のニーズに応えることのできる
中項目事典。

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

インド文化事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インド文化事典編集委員会編
9784621302354

近年、急成長するインドの源流と現状と未来とは。古代神話から宗教、植民地時代の影響も残るカースト制、ガ
ンディー・ネルーなどの社会・政治運動、カレーなどの食、ボリウッドなどの映画、農村と都市の差やヨガやクリ
ケットといったスポーツまで。グローバルに跳躍するインドの根底とさまざまな側面を紹介する。

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

続・図書館空間のデザイン　実践3事例と
ICT導入法

丸善出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 益子一彦著
9784621302231

本書は安城市中心拠点施設、野々市市文化交流拠点施設、玉野市立図書館、武蔵野市立吉祥寺図書館、砺
波市立図書館といった５つの先進的な事例をもとに、ICTをうまく取り入れながら図書館機能の複合化を図り、自
治体が抱える課題に応える実践的な方策を多数の図版を通して紹介。

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。

□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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027296238 □ □

出版社

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 1027296239 □ □

出版社

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 1027296240 □ □

出版社

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 1027296241 □ □

第3版 土質力学（※）
丸善出版 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石原研而著
9784621302347

四半世紀以上にわたり読み継がれる土質力学の定番教科書。著者自身が30年間、大学での講義と難解な学術
書の購読に苦しんだ経験を生かした滋味あふれる解説。16年ぶりの改訂となるこの第3版では、最新の知見をも
とに砂質土の力学特性について新たに2章分を書き下ろしている。大学生からプロフェッショナルまで、学びの土
台となる一冊。

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。

環境とエピゲノム　からだは環境によって変
わるのか？

丸善出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中尾光善著
9784621302729

本書では、酸素・温度・食事・化学物質・ストレス・時間などの身近な環境を取り上げながら、 細胞が環境をいか
に感知し、応答し、記憶していくのかを、エピジェネティクスをキーワードに読み解きます。 最新の生命科学から
みえてきた、環境と健康・病気の関係を知ることができます。

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。

レーザー微細加工 基礎現象と産業応用
丸善出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新井武二著
9784621302361

近年、製品の軽薄短小の模索は指摘素材の選定から微細な工法にまで及び、無接触工法のレーザー加工が大
注目されている。本書では、ナノ秒、ピコ秒、フェムト秒などの短パルスレーザーによるレーザー微細加工の優位
性を、様々な応用加工実験の蓄積にもとづく正確なシミュレーションによってレーザー微細加工の理論を体系
化。レーザー加工技術研究の第一人者による待望された書。

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

量子流体力学
丸善出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
坪田誠著,笠松健一著,

小林未知数著,竹内宏光著

9784621302477

量子凝縮した系の流体力学を意味する量子流体力学。 低温物性物理学、流体力学、量子力学、統計力学、非
線形、非平衡物理学を横断する魅力的な学問といえます。この系には、秩序変数が存在し、そのため非粘性の
超流動流れが実現して、渦が量子化されるといった通常の流体力学にはない大きな特徴といえます。 本書で
は、超流動４He、超流動３He、原子気体Bose-Einstein凝縮体などの系を扱います。

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。

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年4月 商品コード 1027296242 □ □

基礎からわかる環境化学 (物質工学入門シ
リーズ)

森北出版 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 庄司良著,下ヶ橋雅樹著 
9784627245914

図表をふんだんに使い、わかりやすい説明で書かれた入門書です。環境問題には原因となる環境汚染物質が必ずあり、その性質と汚染メ
カニズムを化学の視点でとらえることが、問題解決の鍵となります。前半では環境を水・大気・土壌に大きく分け、それぞれの場所で汚染物
質が引き起こす現象と、汚染を除去・予防する技術的な方策を説明します。また、後半では地球全体にわたる問題として、温暖化・オゾン層
破壊・エネルギー・ゴミ・生態系を取り上げ、私たちの暮らしとつながっていること、技術的な策だけではなく、政治・経済的な取り組みも必要
になることを説明します。それぞれの問題がお互いにつながっていることに随所でふれていて、網のようにからまった環境問題の全体像を
とらえやすくなっています。はじめて学ぶ方におすすめです。

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。

□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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1027296243 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296244 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296245 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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。

だしの科学  (食物と健康の科学シリーズ)
朝倉書店

¥11,600(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 的場輝佳編,外内尚人編
9784254435542

日本の食文化の基本となる「だし」そして「旨味」について、文化・食品学・栄養学など様々な側面から解説。〔内
容〕和食とだし／うま味の発見／味の成分／香りの成分／だしの取り方／肥満・減塩のメカニズム／だしの生理
学／社会学／他

情動とトラウマ  ―制御の仕組みと治療・対
応― (情動学シリーズ 8)

朝倉書店

¥12,300(＋税)

¥3,700(＋税)

著編者名 奥山眞紀子編,三村將編
9784254106985

根源的な問題であるトラウマに伴う情動変化について治療的視点も考慮し解説。〔内容〕単回性・複雑性トラウマ
／児童思春期（虐待、愛着形成、親子関係、非行・犯罪、発達障害）／成人期（性被害、適応障害、自傷・自殺、
犯罪、薬物療法）

地盤の液状化  ─発生原理と予測・影響・対
策─

朝倉書店

¥9,000(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名 石原研而著
9784254261707

液状化について土質力学の第一人者が解説。事例、現地写真や概念図も多数掲載。土質力学、地盤工学の入
門としても最適。〔内容〕クイックサンド／液状化強度／貫入試験／液状化判定／地盤変状／側方流動／構造
物や盛土の被害／地盤改良

□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。



理工学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027296246 □ □

出版社

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 1026940489 □ □

出版社

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 1027045700 □ □

出版社

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 1027296247 □ □

出版社

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 1027296248 □ □

徹底攻略MCP問題集 Windows Server 2016
［70-740：Installation, Storage, and Compute
with Windows Server 2016］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
株式会社ソフィアネットワーク新井慎太朗著,

国井傑著,株式会社ソキウス・ジャパン編

9784295003175

これ1冊で合格！ 70-740資格に完全対応！Windows Server 2016に対応したMCP試験【70-740：Windows
Server 2016のインストール、記憶域、コンピューティング】に対応した問題集。各分野ごとに章分けされており、
1問ずつを教科書のように丁寧に解説しています。巻末には模擬試験問題を2回分収録しているので、試験直
前の仕上げまでバッチリです！

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。

逆引きPython標準ライブラリ 目的別の基本
レシピ180+！

インプレス 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中賢一郎著,大津真著
9784295003106

Pythonの標準スキルを身につける！便利に使えるPython標準ライブラリの活用術。初中級スキルアップの近
道！文字列/データ操作、テキスト処理、ファイル操作、数値演算、ネットワークアクセス、GUIなど、使えるテク
ニックを満載。―Pythonの基本的な文法をすでに理解したユーザーが次に学ぶべきテーマとして、Python標準
ライブラリを取り上げます。

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。

TensorFlowではじめるDeepLearning実装入
門 (Top gearシリーズ)

インプレス 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新村拓也著
9784295003182

実践的な深層学習モデルを構築しよう！！本書は、深層学習をこれから勉強するにあたり実装だけではなく深
層学習の構造も学びたい方、チュートリアルに掲載されているものよりも詳細な内容を知りたい方を対象に書か
れています。また、本書はTensorFlowのラッパーであるKerasやtf.kerasパッケージは用いません。後半ではハ
イレベルなAPIを用いますが、前半はTensorFlowの低レベルなAPIを用いて解説することで、内部構造について
より理解を深めてもらうような構成をとっています。

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。

GitLab実践ガイド (Top gearシリーズ)
インプレス 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北山晋吾著
9784295003038

本書はアプリケーション開発支援ツールであるGitLabの基礎から、実務の開発ワークフローの運用で使える機
能までを網羅した実践ガイドです。まずGitLabが目指す開発スタイルを理解し、開発プロセスの改善を実践して
いただくことを目指しています。そのため、本書では単なるGitリポジトリ利用者に対する機能紹介ではなく、普
段の開発プロセスの改善やデプロイオペレーションの効率化を図るために必要な情報を網羅しています。

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。

ドローンビジネス調査報告書2018 (調査報
告書シリーズ)

インプレス 電子書籍

¥280,500(＋税) □

¥95,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
春原久徳著,中畑稔著,

インプレス総合研究所編著

9784295003601

急速に立ち上がるドローン市場の現状と今後の展望を徹底分析！本書ではドローン関連ビジネスを展開する
企業やキーマンなど40社以上を取材した上で、市場動向、ビジネス動向、行政、技術、法律や規制、課題、展
望などドローン市場を多角的に分析。国内のドローンビジネスの成功戦略を立てるための情報が網羅された、
必携の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。

□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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理工学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027296249 □ □

出版社

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 1027296250 □ □

2018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 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 □ □

オブジェクト指向Javaプログラミング入門
第2版

近代科学社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
樋口昌宏監修,多昌裕著,

半田久志著,加藤暢著,波部斉著

9784764904958

著者らの実践した授業内容を基に、各章末に演習問題を配し、また側注でアシストを行ない、初学者が迷わず
学べるよう工夫してある。最終章では、アドバンスなプログラミング手法も解説する。オブジェクト指向ブログラミ
ングをしっかり学ぶ読者には必携の書である。

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

［第2版］Python機械学習プログラミング 達
人データサイエンティストによる理論と実践

インプレス 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Sebastian Raschka著,Vahid Mirjalili著,
株式会社クイープ訳,福島真太朗監訳

9784295003373

機械学習本ベストセラーの第2版！機械学習全般をカバー。著者陣の経験に基づく洞察と専門的な知識を学べ
る―本書では、機械学習の各理論、数学的背景、Pythonコーディングの実際を網羅的に解説。初期のアルゴリ
ズムから、ニューラルネットワーク（CNN/RNN）までを取り上げます。本書は、機械学習を本格的に理解・実践
するのに不可欠な一冊となっています。

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。

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。

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。

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。
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理工学編 2018年4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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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

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。

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。
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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理工学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1026405299 □ □

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。
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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理工学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027296251 □ □

出版社

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 1027296252 □ □

出版社

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 1027296253 □ □

出版社

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 1027296254 □ □

出版社

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 1027296255 □ □

人工知能と社会 －2025年の未来予想－
オーム社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
AIX（人工知能先端研究センター）監修,

栗原聡著,長井隆行著,小泉憲裕著,
内海彰著,坂本真樹著,久野美和子著

9784274221811

2025年に人工知能が到達しているであろう地点を現実的に予想！これからの社会に人工知能を活かすための
技術を解説！／東京五輪も終わり、超・超高齢社会を迎え大きく様変わりしているであろう「2025年」。人工知能
はどこまで発展・進歩し、我々の社会に活用されているのでしょうか。本書は、2025年に人工知能が到達してい
るであろう地点、およびクリアできていないであろう問題点について、AIX（電気通信大学・人工知能先端研究セ
ンター）を代表する研究者が独自の視点で予想します。

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。

ベイズ推定入門 －モデル選択からベイズ的
最適化まで－

オーム社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大関真之著
9784274221392

『機械学習入門―ボルツマン機械学習から深層学習まで―』の第2弾、ストーリーで難解なベイズ理論が理解できる！／ベイズ推定の理
解にはかなり高度な数学的知識が必要で、数学が得意でない人は、条件付き確率あたりでくじけてしまいます。そこで本書は、解説を会話
調にし、イラストを中心とした親しみやすいストーリー仕立て（童話のような欧風ファンタジー）とすることで、小説を読むようにベイズ推定で
大事な「もしも」に備えた事前分布について始まり、結局どんな推定が良いのかを探す「モデル選択」、最新の技術であるベイズ的最適化
まで読み通せる書籍とします。さらに、併せて機械学習との関連や最新の技術との関連についても解説します。

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

9784274221705

電子書籍

著編者名 小高知宏著

『C による数値計算とシミュレーション』のPython版登場！／本書は、シミュレーションプログラミングの基礎と、
それを支える数値計算の技術について解説します。数値計算の技術から、先端的なマルチエージェントシミュ
レーションの基礎までをPythonのプログラムを示しながら具体的に解説します。アルゴリズムの原理を丁寧に説
明するとともに、Pythonの便利な機能を応用する方法も随所で示すものです。

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。

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

¥6,900(＋税)Pythonによる 数値計算とシミュレーション
オーム社

サービスデータ解析入門 －サービス価値を
見出す統計解析－

オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 椿美智子著
9784274221828

顧客ニーズの把握とサービス品質向上に必須の統計学！／サービス・サイエンス（SSME：Services Sciences、
Management and Engineering）とは、サービスをサイエンスの対象としてとらえ、科学的な分析手法、サービスの
諸問題を解決し、生産効率を上げるものです。本書は、 サービスデータの取扱いなどの基礎的知識および使
用する統計手法について実例をあげて解説します。また顧客等のニーズの把握・クレーム等の処理のための統
計的問題解決も解説します。

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

プロジェクトマネジメント標準 PMBOK入門
（PMBOK第6版対応版）

オーム社 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 広兼修著
9784274221804

プロジェクトマネジメント標準手法「PMBOK」のわかりやすい解説書！最新のPMBOK第6版に対応！／本書はプロジェクトマネジメ
ントを理解するために必要な知識である、プロジェクトマネジメント標準手法「PMBOK」について、要点をしぼって解説した書籍です。
どういったものがプロジェクトなのか、プロジェクトとは何かを説明した上で、PMBOKの知識体系がどのように現場で生かされている
のかを、具体的な場面に置き換えて紹介しています。巻末には、事例にそったPMBOK活用法を確認するための小テストも付いてい
ますので、すぐに実務に活用できます。最新のPMBOKガイド第6版の日本語版に対応しています。

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 

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1027296256 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296257 □ □

出版社

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 1027296258 □ □

化学の基本シリーズ　有機化学
化学同人 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 細矢憲著,久保拓也著
9784759818451

大学初年次向け半期用テキスト。化学の全体像を掴むための基本事項を厳選し、ていねいに解説。また、化学
と実社会の関連を示し、化学がわれわれの生活にどのように結びついているかを説くことにより、化学を身近に
感じられるよう工夫した。練習問題つき。

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。

化学の基本シリーズ　一般化学
化学同人 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河野淳也著
9784759818468

大学初年次向け半期用テキスト。化学の全体像を掴むための基本事項を厳選し、ていねいに解説。また、化学
と実社会の関連を示し、化学がわれわれの生活にどのように結びついているかを説くことにより、化学を身近に
感じられるよう工夫した。練習問題つき。

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。

時空のさざなみ　重力波天文学の夜明け
化学同人 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ホヴァート・シリング著
9784759819595

オランダ人科学ライター、ホファート・シリング。宇宙の構造や起源を解明するため、「重力波天文学」の時代を切
り拓く国際的な努力とその意義を魅力的に語る。 LIGO検出器の驚くべき精度はじめ、2019年から本格稼働する
日本のKAGRA検出器にも言及。研究者や機器の写真が見ごたえある。

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 

-  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。



理工学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1027296259 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296260 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296261 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296262 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296263 □ □

火山学（現代地球科学入門シリーズ　7）
共立出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋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,

吉田武義著,西村太志著,中村美千彦著

9784320047150

本書では、「火山学」に関連する基本的な知識を修得することを目的に、可能なかぎり平易な表現で、幅広い火
山学の各分野についての基本について記述している。さらに、近年、日本において多発する未曾有の自然災害
について、その防災、減災に関する理解は、火山について学ぶ際にも、不可欠なものであると考え、火山防災、
火山減災についても、多くのページを割いている。火山について学びはじめた理系大学生が、火山を総合的に
理解する際に、活用できる内容である。

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。

リーマンの数学と思想（リーマンの生きる数
学　4）

共立出版 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税)

数学小辞典 第2版増補
共立出版 電子書籍

¥18,500(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
矢野健太郎編,

東京理科大学数学教育研究所第2版増補編

9784320113190

初版の小項目主義と、広く一般の方々に役立てていただけるようにという趣旨を継承しつつ、時代に即したもの
にさらに改善することを目指して編集を行った。多数の既存項目を見直して修訂増補する他に、約100件の新規
項目を追加し、既存項目の増補修訂では、特に重要なものは紙幅を惜しまず詳しく解説した。

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。

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
三村昌泰編,竹内康博編,森田善久編,
岩見真吾著,佐藤佳著,竹内康博著

冊子購入確認

著編者名 黒川信重編,加藤文元著
9784320112377

リーマンにおける数学の現代的刷新については、すでに内外において数多の著書が出版されており、多くの論
者がさまざまな角度から論じている。本書では、リーマンを19世紀西洋数学における「存在論的革命」の牽引的
存在として位置付け、リーマンによる空間概念の刷新および現代化の数学的・思想的意義を論じながら、そのよ
り深い層に、数学対象の現代化、特にその存在様式・存在原理の思想的転回があることを明らかにしていく。

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。

9784320110069

本書は、常微分方程式の数理モデルに焦点を当て、歴史的に重要な論文と著者らのオリジナル研究を紹介する
日本初の計算ウイルス学の入門書である。欧米諸国を中心に繰り広げられてきた数理モデルを用いた臨床デー
タの定量的解析および、著者らが近年展開している数理モデルを用いたウイルス感染実験データの定量的解析
を詳細に説明する。また、本書で解析される様々なウイルス感染の実験データもすべて掲載している。

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。

ARPESで探る固体の電子構造―高温超伝
導体からトポロジカル絶縁体―（基本法則
から読み解く物理学最前線　16）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

ウイルス感染と常微分方程式（シリーズ・現
象を解明する数学）

共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
須藤彰三監修,岡真監修,
高橋隆著,佐藤宇史著

9784320035362

本書は、電子状態を直接観測できる強力な実験手法である「角度分解光電子分光:ARPES」の基礎的なことと、
高温超伝導体、グラフェン、トポロジカル絶縁体といった高機能物質の電子状態や物性の解明にARPESがどの
よう役立っているかを、最近の研究も含めてわかりやすく解説したものである。難しい数式などは極力用いず、理
系の学生が簡単に読みきることができるレベルの解説を目指した。

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

□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。



理工学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1027296264 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296265 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296266 □ □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今井伸二郎著
9784339067538

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

機能性食品制度の概要にはじまり、栄養の基礎、機能性食品成分と疾病の関わり、機能性食品の課題と今後の
動向を安全性と絡めて平易に解説。機能性食品を学ぶ学生、食品開発者はもちろん、一般消費者にも手に取っ
てほしい一冊。

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。

認知脳科学
コロナ社 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税)

機能性食品学（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

音声音響インタフェース実践 (メディア学大
系 13)（※）

コロナ社

信号の基礎理論とその具体的応用、および信号処理を応用したインタフェースについて丁寧に解説し、実践を通
して基礎理論の理解が深まるよう構成した。最近の音声認識や機械学習、最先端のディープラーニングについ
ても紹介。

著編者名 嶋田総太郎著
9784339078121

本書は、文理系の大学生がはじめて脳科学および認知科学を学ぶ際の教科書を想定して執筆した。可能な限り
図を多く掲載し、初学者でもわかりやすく、かつ教科書としての一定のレベルを保った専門的知識を提供する教
科書となっている。

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。

冊子購入確認

著編者名 相川清明他著

電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税)

9784339027938

  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 

-  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。



理工学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年12月 商品コード 1027296267 □ □

出版社

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 1027296268 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027296269 □ □

30時間アカデミック　情報活用　
Excel2016/2013

実教出版 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
飯田慈子著,米沢雄介著,

岡本久仁子著

9784407340297

・表計算利用に必要な操作を例題で基礎から学べる・基本からデータ分析までを解説・実務に役立つ関数を多
数収録・表計算の活用法が確実に身につく実習問題を節末に掲載。

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

30時間アカデミック　情報基礎　Word＆
Excel2016

実教出版 電子書籍

¥3,900(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407340624

・例題をとおして基礎から学べる・レポート・資料作成に必要な知識・操作を解説・情報活用基礎が身につく実習
問題を節末に掲載・SNSの安全な利用、レポート作成のコツなども掲載。

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

30時間でマスター　プレゼンテーション＋
PowerPoint2016

実教出版 電子書籍

¥2,800(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 実教出版企画開発部編
9784407340280

ステップをふんだわかりやすい説明と豊富な問題で構成された実習用テキストの決定版●PowerPointの操作手
順を、例題作成を通じて丁寧に解説しています。●準備からリハーサル・本番までのプレゼンテーションの流れ
がわかります。

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

□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。



医学編 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027296270 □ □

出版社

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 1027296271 □ □

出版社

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 1027296272 □ □

出版社

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 1027296273 □ □

出版社

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 1027296274 □ □

新人・後輩指導に役立つ！ 脳神経疾患病
棟　新人ナースがかならずぶつかるギモン
Ｑ&Ａ190

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 日本脳神経看護研究学会監修
9784840462396

【脳神経看護の“なぜ？なに？”をぐっと解説】新人ナースが知りたい、新人ナースにしっかり教えたい脳神経疾
患の知識を、Q&A形式で取り上げた本書。必須の疾患、治療、ケアを190項目に厳選し、エキスパートがていね
いに解説した。新年度にプリセプターになる方はもちろんのこと、新人を迎える病棟の全スタッフで共有してほし
い1冊。

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

ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術
（※）

メディカ出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山有香里著
9784840464932

【先輩が残してくれたナイショの手描きノート】全新人ナースに贈りたい、1年目を乗り切るための1冊がここに誕
生！基本的な看護技術の手技をしっかりおさえて、プリセプターから聞かれる質問にもバッチリ答えられるよう
に、先輩ナースが愛を込めて手描きでエモくまとめたイラストノートを書籍化。ぜったい先輩には見せないで！

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

カラービジュアルで見てわかる！ はじめて
の救急看護

メディカ出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤憲明編
9784840465069

【予測性をもった看護技術が身につく！】はじめてERに配属されたナース向けに、まず頭に入れておきたい基礎
知識を重要ポイントにしぼってまとめた。コンパクトながらERならではの評価スケールは網羅し、短い時間で“見
てわかる”救急看護の本。全身状態の観察から、予測性をもった看護技術が身につき、また中堅クラスの復習
用・指導用としても活用できる。

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。

日本一カンタン・わかりやすい脳神経の解
剖＆疾患ノート

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 長谷川泰弘監修,小笠原邦昭監修
9784840465052

【解剖と疾患、2大重要テーマが夢のコラボ！】脳神経領域の看護師にとって、解剖と疾患は絶対に欠かせない
知識。でも、むずかしくて敬遠しがちでもある。本書は「ブレインナーシング」で大好評だった解剖と疾患の特集を
もとに、イラストをたくさん使用して、わかりやすさを追求した、日本一よくわかる臨床のノート。

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。

今さら聞けない先輩ナースも今度こそわか
る 再チャレ！心電図

メディカ出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中喜美夫著
9784840465007

【この一冊であいまい知識から脱出！】何冊本を読んでも理解できなかった心電図。本書では心電図の基礎から
症状・疾患に合わせた対処、ペースメーカー心電図の管理まで、超図解でとことん解説。「今さら聞けない」あい
まいな知識をこのさいクリアにして、さくさく動けるナースに変身！

冊子を購入または
発注の場合は、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 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1027296275 □ □

新版　助産師外来で役立つ超音波検査ガイドブック 
Guide to the Ultrasound Examination for Midwives／
妊婦健診の基本超音波画像がわかるWEB動画付き

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 竹村秀雄編著
9784840462044

【写真・イラスト多数で、見てわかる実践書】助産師のために超音波検査をわかりやすく解説した実践書。妊婦健
診に必要な超音波検査について、超音波断層装置の基礎知識から、画像の正確な読み方、画像の出し方のコ
ツを超音波検査士が解説する。助産師外来の実際の解説が、開設検討中の施設の参考になる。

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

-  34  -

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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年3月 商品コード 1027296276 □ □

出版社

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 1027296277 □ □

出版社

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 1027296278 □ □

改訂第３版ステロイドの選び方・使い方ハン
ドブック

羊土社 電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本一彦編
9784758118224

「ステロイドの実用書といえばこの1冊」の大好評書が改訂！具体的な処方例・幅広い疾患の解説などいいところ
はそのままに、内容のアップデートを行い、新規項目を追加。対応疾患は48！さらに充実の１冊に。

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

麻酔科研修チェックノート　改訂第6版
羊土社 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 讃岐美智義著
9784758105750

「麻酔科研修に必須！」と支持され続ける超ロングセラーの改訂第6版。研修医に必須の知識と手技・コツを簡潔
に整理し、図表も豊富。しかも、持ち歩きできるポケットサイズ！重要点を確認できるチェックシート付き。

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

MRIに強くなるための原理の基本やさしく、
深く教えます

羊土社 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山下康行著
9784758111867

MRIの原理を知って撮像・読影に強くなるための入門書。MRIのしくみ、読影の基本、撮像法の使い分けなどモヤ
モヤしていたことが腑に落ちる！難しい理屈は最小限にし、豊富なイラストでやさしく解説しています！

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。

□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 2018年4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1027212498 □ □

出版社

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 1027296279 □ □

出版社

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 1027296280 □ □

出版社

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 1027296281 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

超高齢社会と診断技術の進歩により患者数が増加している膵・胆道疾患はもはやまれな疾患ではない。消化器
専門医の責務として、増えつづける膵癌、胆道癌などの悪性腫瘍、重症化すると死亡率が上昇する急性膵炎、
胆石症による胆嚢炎・胆管炎、悪性化の評価が難しい膵嚢胞性腫瘍、IgG4関連疾患と位置づけられる自己免疫
性膵炎については、十分な知識と診断・治療法を知っておく必要がある。

佐々木裕総編集,
下瀬川徹専門編集

著編者名
9784521744452

冊子購入確認¥12,000(＋税)

膵・胆道疾患診療の最前線 (プリンシプル消
化器疾患の臨床 4)

□¥29,100(＋税)

電子書籍中山書店

これからのナースに実践してほしいこと ―
日野原重明から医療者へのメッセージ

中山書店 電子書籍

¥5,400(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日野原重明著
9784521745749

2017年7月に逝去なさった日野原重明先生の講演録集。全国約30カ所で開催されたセミナーから、京都、神戸（2
回）、鹿児島、沖縄、山口の5カ所6回分を収録した。日野原先生が看護師へ向けて発した「勉強し続けてほしい」
「自ら新しいことに挑んでほしい」「ナースは医師と協働すべきである」といった強くて熱い想いを伝える。

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。

重症患者における急性肝不全・急性腎傷
害・代謝異常 (救急・集中治療アドバンス 3)

中山書店 電子書籍

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

9784521743349

救急・集中治療領域では、ハイリスク患者の長期的な生命予後も含めた生活の質の向上に関心が高まってい
る。本書では、対応の遅れが予後を不良とする代表的な病態である急性肝不全、急性腎傷害（AKI）、電解質・代
謝・酸塩基平衡異常を取り上げ、人工肝補助療法（ALS）や血液浄化療法、薬物療法、栄養管理などの治療法を
中心に詳しく解説。臨床に活かせる最新情報を1冊にまとめた。

¥24,200(＋税) □

著編者名 森松博史編

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。

小児内分泌学会ガイドライン集
中山書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本小児内分泌学会編
9784521745756

日本小児内分泌学会と、関連する諸学会の協力によってつくられた、この分野のガイドラインを網羅してまとめ
た、学会初のガイドライン集。小児の成長・発達・成熟にかかわる内分泌分野の疾患は、成長障害や甲状腺疾
患、糖尿病など多岐にわたる。これらに関係したガイドラインがひとつにまとまって、付録には成長曲線のグラフ
を付けるなど、実用書として専門家なら必ず手許に置きたい一冊。

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 
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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。



Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 

歴史文化ライブラリ－ 

歴史に触れる人気のコンテンツがついに第1巻から電子化！ 
今後も新刊分と合わせて続刊予定です。 

 
歴史文化ライブラリーは考古学、古代史、中世史、近世史、近現代史、文化史、
民俗学・人類学、世界史の八つに大別された叢書です。 

〈1冊の本から広がる知的冒険の旅へ〉をテーマに刊行を開始した歴史文化ライブラリーシリーズ 

182冊揃価格 同時1アクセス（本体）￥1,045,200 

同時3アクセス（本体）￥1,559,800 

※著作権の関係で本文図版の一部に非表示のものがございます。ご了承くださいませ。 

分売可・各巻詳細についてはMaruzen eBook Library担当までお問い合わせください！ 

好評配信中！ 

  ● こちらのタイトルは一部新刊ハイブリッドモデル対象となります。 

http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b345409.html
http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b341500.html


Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 

プラズマ物理・核融合、放射線医療・加速器（量子
ビーム）、原子力工学など原子核関連の科学・技術を
包括的にまとめた全6分冊の本格的事典。 
特に、第V分冊では「東日本大震災と原子力発電所事
故」を扱い、地震・津波、事故の推移・分析から社会影
響までを解説しています。  

I ：原子核物理とプラズマ物理・核融合 
II：原子炉工学と原子力発電 
III：原子力化学と核燃料サイクル 
IV：量子ビームと放射線医療 
V：東日本大震災と原子力発電所事故 
VI：総目次、総索引、分冊索引 

6分冊の構成 

● 全編，図表を多用し、見開き2ページないし4ページ読切りの構成で、どこからでも読むことができます。 
● 第V分冊では、東日本大震災の原子力発電所事故を詳細に検討しています。 
● 第VI分冊として総目次、総索引、分冊索引を掲載し、大部にもかかわらず、検索しやすく使いやすい事典
となっています。また関連データ、関連資料が豊富に収載されています。 
● 3.11以降の最新の情報をカバーしています。  

本書の特徴 

同時1アクセス（本体）¥495,000 

同時3アクセス（本体）¥742,500 

発行年：2014年  

冊子版ISBN：9784621088746  

商品コード：1019023645  

好評配信中！ 

  ● こちらのタイトルは新刊ハイブリッドモデル対象外となります。 



Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 

25冊 セット特価 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥172,200 ¥242,400 1026478765 

【読者の声】 
『字が大きいので、とにかく見やすい！』 
『気楽な感じで、すぐに最後まで読めます』 『マンガを読む感じで、楽しく理解できました！』 
『このシリーズ本、新人の頃にあって欲しかった…』 
『何冊か読みましたが、どれも頼りになっています』 

  ● こちらのタイトルは新刊ハイブリッドモデル対象外となります。 

  ※ 著作権の問題により一部表示されないページがあります。 

こちらの商品詳細はMaruzen eBook Library担当までお問い合わせください！ 

好評配信中！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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　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

 

             ◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

         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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


