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著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

冊子を購入または発
注の場合は、上記冊
子購入確認にチェッ
クをお願いします。

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

②選書する場合は、各書籍毎に冊子体・電子書籍の購入欄にチェックを付けてください。

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

私たちの生活の何と行政が関わっている？　行政の仕組みと役割は？　行政と争うときはどうする
の？　身近なようで，イメージのつかみにくい行政法を，事例や図表を用いて，コンパクトにわかりやす
く解説した。初学者が行政法の力をつけるために最適な入門テキスト。

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

●「新刊ハイブリッドモデル」とは
　年間を通じて継続的に「書籍（冊子）」と「電子書籍」をセットでご提供するサービスです。

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

　「電子書籍版」のお届けは、カタログ掲載から ２～３ヶ月後を予定しています。

●「電子書籍」価格設定について

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「３.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

              購入   ・・・・  この注文書にてご注文の場合 

✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2018年5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 1027441236 □ □

出版社

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 1027441237 □ □

出版社

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 1027441238 □ □

出版社

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 1027441239 □ □

出版社

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 1027441240 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

歴史地理学において過去の景観を復原し、変化を追跡することは基礎的な作業である。ここで主張される「景観
史」とは、ものいわぬ景観がもつ機能や役割をすくい取り、織り込まれた社会秩序や歴史の重みに留意して、歴
史的空間を描く学問的営みである。編者に賛同する研究者による具体的な研究例や問題提起の論考を収め、
歴史地理学の可能性に挑む。

冊子購入確認

著編者名 矢田俊文著

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

考える江戸の人々 自立する生き方をさぐる
吉川弘文館

金田章裕編
9784642046480

電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

景観史と歴史地理学

著編者名 布川弘著
9784642038737

山陽道の要衝に位置し、浅野家の城下町として栄えた広島は、近代に入り、いかにして大陸への玄関口、宇品
港を擁する軍都となったのか。長年、平和教育に尽力する著者の〈近代都市〉広島の形成を追究した論考を収
録。軍都という歴史的現実を受け入れつつも自らの暮らしを創意工夫し、喜怒哀楽を享受していた人々の視線に
立って丹念に考察する。

¥11,000(＋税)

著編者名

著編者名 柴田純著
9784642083324

中世までは、戦や災害などの苦難に対し、神仏に祈るのみで自ら克服しようとすることがなかった。大きな社会
変動を経て「平和」が実現した江戸時代に入ると、神仏の加護ではなく人の力で問題を解決するべきだと考える
ようになっていく。大名の責任意識から庶民の寺子屋教育まで、考え、工夫して行動することが積極的に肯定さ
れていく過程を描く。

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。

〈近代都市〉広島の形成
吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

墓石が語る江戸時代 大名・庶民の墓事情 
(歴史文化ライブラリー 464)

吉川弘文館 電子書籍

¥6,000(＋税)

電子書籍
近世の巨大地震 (歴史文化ライブラリー 
463)

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

□

9784642058636

冊子購入確認

南海・相模トラフなどを震源とする巨大地震が、近世社会を何度も襲った。これらのありさまを書き残した人々の
日記や幕府への被害報告から、津波や家屋倒壊の被害状況、死亡者数や死因、震源域を復元する。俳句や紀
行文などにまで「地震史料」の枠を広げつつ、歴史上の災害から未来への備えを拓くことに挑む。中世地震を取
り上げた前著の続編。

吉川弘文館

¥31,900(＋税)

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 関根達人著
9784642058643

自らの想いや願いを石に刻むことが流行し、さまざまな石造物が作られた江戸時代。当時の墓石からは、いかな
る社会が見えてくるのか。丹念なフィールドワークから、飢饉や疫病などの歴史災害、階層や家族など身分制社
会の在り方、大名家の見栄と建前、海運によるヒト・モノ・情報の交流に迫る。墓の無縁化が進む現代に、墓石文
化の重要性を考える。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  3  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2018年5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 1027441241 □ □

出版社

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 1027441242 □ □

出版社

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 1027441243 □ □

出版社

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 1027441244 □ □

近代日本の地域と文化
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羽賀祥二編
9784642038751

幕末維新期に実施された諸改革は、以後の日本社会に大きな変革をもたらした。東海地域での神仏分離、廃仏
毀釈などの宗教政策や明治の音楽教育、歴史書と歴史学、地域社会の動向、行政や都市開発問題などを取り
上げた１１論考を、「学術と宗教」と「地域社会と都市」の２部に編成。近代日本の地域と文化に関する諸問題か
ら諸相を浮き彫りにする。

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。

近代日本の歴史意識
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羽賀祥二編
9784642038744

数え切れない日常のわずかな出来事が記憶され、時には忘れられた出来事が掘り起こされる。こうした記憶と
「記念」に関する問題、それを促した歴史意識を多様な素材を通じて検討。近代日本の歴史意識や郷土意識を
論じた１２本の論考を、「史家と歴史イメージ」「由緒と顕彰」の２部に編成する。近現代日本において、「歴史」が
果たした役割を考察する。

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。

宝塚戦略 小林一三の生活文化論 (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 津金澤聰廣著
9784642067607

阪急・東宝グループの創立者小林一三は、沿線の住宅地開発やターミナル・デパートの創設など、鉄道以外の
分野にも進出。最大の功績は宝塚少女歌劇に代表される文化活動にある。時代を先取りした理想と戦略に迫
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。

古墳時代の国家形成
吉川弘文館 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 下垣仁志著
9784642093521

日本列島の古代国家はどのようなプロセスを経て誕生したのか。国内外の国家形成理論をふまえ、権力資源モ
デル・威信財論・首長墓系譜論・畿内形成論・器物保有論・政権交替論・時空観論などの多彩かつ重要な分析
視角と多様な考古資料を駆使しながら、古墳時代の国家形成過程に肉迫する。気鋭の考古学研究者が新たな
国家形成論を提示した意欲作。

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。

-  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5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 1027441245 □ □

出版社

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 1027441246 □ □

出版社

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 1027441247 □ □

出版社

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 1027441248 □ □

出版社

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 1027441249 □ □

冊子を購入または
発注の場合は、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

¥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

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋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

¥11,200(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

グレアム・グリーン　ある映画的人生
慶應義塾大学出版会

日本文学全集の時代――戦後出版文化史
を読む 

慶應義塾大学出版会

著編者名 佐藤元状著
9784766425109

『スタンブール特急』『ブライトン・ロック』『第三の男』『情事の終わり』――映画批評家としても活躍した小説家グ
レアム・グリーン（1904-1991）の映画的側面に光をあて、ヒッチコック、チャップリン、ルネ・クレール、フリッツ・ラ
ングなど、同時代の映画作家とのかかわりからグリーンを〈遅れてきたモダニスト〉として捉えなおす。文学と映画
の橋渡しをする、野心的試み。

著編者名 田坂憲二著
9784766425116

▼叡智と洗練の饗宴。出版がもっとも光り輝いていた〈あの時代〉を、文学全集の書誌学的調査を通して詳細に
描き出す。

工学部生のための研究の進めかた 
慶應義塾大学出版会

格差社会と労働市場
慶應義塾大学出版会

著編者名 西山敏樹著 
9784766425031

▼人を相手にした研究の難しさとは？人に関わる工学研究は、従来のものづくり研究の進めかたとは本質的に
異なる部分がいくつもある。それら要点や注意点をコンパクトにまとめた本書は、学生にとっても教員にとっても
必要で役立つ一冊となるだろう。

著編者名
樋口美雄著,石井加代子著,

佐藤一磨著

9784766425079

「一億総中流」時代が去り、日本でも所得、資産はもとより就業機会、教育から時間貧困、健康に至るまで、格差
が拡がっている。新たなパネルデータを使ってこの主因を解明し、不平等の拡大と固定化をストップさせるための
方策を「雇用モデルの変容」「最低賃金や能力開発支援等の積極的雇用政策」「教育の機会均等」「税や社会保
険・社会保障給付」などの労働経済学の視点から分析する本格的研究。

デザイン科学概論 
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松岡由幸監修	,加藤健郎編,	

佐藤弘喜編

9784766425024

▼「デザイン科学」に関する初の教科書▼デザイン科学の枠組みと代表的な理論である「多空間デザインモデ
ル」を解説▼理論をデザイン（設計）の実践に応用した事例を数多く紹介。デザイナーや設計者などの実務に携
わる方々はもとより、デザイン・設計領域の研究者、教育者、さらには学生など、多くの方々に読んでいただける
ことを願っている。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441250 □ □

出版社

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 1027441251 □ □

外国判決の承認
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 芳賀雅顯著
9784766425062

現行民事訴訟法118条は、明治23年民事訴訟法に淵源を有するが、基本的には大きな変更を受けずに現在に
至っている。この条文は外国判決の承認に関する多くの論点についてどのように対処してきたのか。市民生活が
急速に国際化し、私法上の法的紛争もまた国際化が著しい現在、外国判決承認制度の目的とは何なのか、判
決の国際的調和とは何か。外国判決承認制度を私権実現の制度であると明確に意識しながら、その要件及び
効果の側面から、また比較法的手法も用いながら、繊細かつ明確に解き明かす。

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。

ルールなき省察――経済学方法論と現代科
学論

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥18,500(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
D・ウェイド・ハンズ著,高見典和監訳,

原谷直樹監訳,若田部昌澄監訳

9784766425086

▼経済学の歴史、方法論、哲学の21世紀のスタンダード▼長年論争の続いた経済学方法論の領域を、科学哲
学・科学論の影響を中心に、広範にサーヴェイした世界的標準テキスト。

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。

-  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5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 1027441252 □ □

出版社

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 1027441253 □ □

出版社

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 1027441254 □ □

出版社

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 1027441255 □ □

出版社

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 1027441256 □ □

市民的自由のための市民的熟議と刑事法 
増田豊先生古稀祝賀論文集

勁草書房 電子書籍

¥29,300(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊東研祐編,小島秀夫編,
中空壽雅編,松原芳博編

9784326403530

「刑事法学の法倫理学的考察」を中心に研究を深めてきた増田豊先生にゆかりの深い研究者が、具体的な刑法
判例や刑法基礎理論の今日的考察、さらには刑事訴訟法、法哲学的な課題といった観点から、リベラルな機能
を有する刑事法学に不可欠な市民的熟議を発展させることを狙い、論考を展開する。巻末に増田先生の略歴、
業績一覧も収録。

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。

自己心理学セミナー 自己理解に役立つ13
章

勁草書房 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金築智美編著
9784326251261

心理学専攻ではない学生を対象とした講義から生まれた、すべての青年に向けたわかりやすい一冊。大学生や
成人を対象とした心理臨床に携わる面々が執筆し、実際の現場で研鑽を積むことで得られた、適応的に生きて
いくために必要なことを紹介。さらに、様々な心理学的知見と、それを自身の日常に役立てていくための手がかり
を提供する。

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。

市民を育てる学校 アメリカ進歩主義教育の
実験

勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤隆之著
9784326299287

19世紀末頃、コロンビア大学の附属学校であるホーレスマン・スクールでは、デューイの思考教育論やキルパト
リックのプロジェクト・メソッドを応用して、子どもの主体的な学びを展開し、市民を育成する試みが行われた。
「ニューヨーク市学習」という単元において市民をどう育成しようとしたのか、学校の教育環境も視野に入れ考察
する。

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

アカデミックナビ　経済学
勁草書房 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大瀧雅之著
9784326504459

本書は基礎的な経済理論の解説書である。しかし現実に適用できない理論は、つまり「理論のための理論」は全
く無意味であると考える。したがって、随所に現実問題への応用が織り込まれているのが、大きな特徴となってい
る。みなさんも自分の生活と現実の経済で言われていることと照らし合わせながら、本書を読み進まれたい。

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。

ヒューム　因果と自然
勁草書房 電子書籍

¥14,600(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 萬屋博喜著
9784326102679

ヒュームの因果論では、因果関係をめぐる意味論的考察、心理学的考察、認識論的考察の三つが複雑に交錯し
ている。本書ではこの関係を整理して議論の構造を包括的に捉えることで、ヒュームが因果関係を理解するとい
う人間の実践の相において因果関係を解明し、人間の自然本性に根差した科学的探究の論理を構築しようとし
ていた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。

勁草書房 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441257 □ □

出版社

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 1027441258 □ □

出版社

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 1027441259 □ □

出版社

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 1027441260 □ □

出版社

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 1027441261 □ □

出版社

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 1027441262 □ □

教師の「専門家共同体」の形成と展開 アメリ
カ学校改革研究の系譜

勁草書房 電子書籍

¥22,300(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木悠太著
9784326251230

教師の成長にかかわる「同僚性」とは、いかに形づくられるのか。また、教師が専門家としての学習共同体と自
律性を構築することの意義とは何か。その多様な研究の展開を精緻に分析し、アメリカの学校改革研究の理論
と歴史を解明する。日本でも教師の専門性に関する研究が進むが、学校改革と現職研修の改革に対しても示唆
を与える一冊。

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。

電力と政治　上 日本の原子力政策 全史
勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上川龍之進著
9784326351725

福島第一原発事故から7年が経とうとしている。この間、戦後の電力・エネルギー政策、とりわけ原子力政策の何
が明らかになったのか？ そして事故後、事態はどう動いていったのか？ なぜ電力自由化の改革は急速に進
み、脱原発は後退したのか？ とは言えなぜ自民党は原発再稼動を思うように進められないのか？ 政治学であ
ざやかに読み解く！

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。

電力と政治　下 日本の原子力政策 全史
勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上川龍之進著
9784326351732

福島第一原発事故から7年が経とうとしている。この間、戦後の電力・エネルギー政策、とりわけ原子力政策の何
が明らかになったのか？ そして事故後、事態はどう動いていったのか？ なぜ電力自由化の改革は急速に進
み、脱原発は後退したのか？ とは言えなぜ自民党は原発再稼動を思うように進められないのか？ 政治学であ
ざやかに読み解く！

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。

職務発明の実務Ｑ＆Ａ (勁草法律実務シ
リーズ)

勁草書房 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙橋淳編著,松田誠司編著
9784326403486

平成27年改正特許法（平成28年4月1日施行）における実務の指針となるべく、職務発明制度を丁寧に概観した
うえで、いかなる運用が許容されているのか及びあるべき運用とは何かを詳説し、関連する裁判例を紹介、より
具体的な悩みどころについてQ＆Aで道筋を示す。さらに、職務発明規程等の書式も提供する、「実務で使える」
解説書！

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。

民法　第１０版（※）
勁草書房 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
我妻榮著,良永和隆著,

遠藤浩補訂

9784326451111

最も適用の多い事柄に即して、関連する制度と横断的な知識を集約しわかりやすく民法の全体像を鳥瞰する。
我妻先生の骨格を維持しながら、改訂者が読者のニーズに合わせ、改正民法部分のみならず、その他の立法・
法改正、新たな社会的動向、重要判例をも盛り込み、また理論的な克服がされている問題等は、全面的に削
除、加筆した。

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。

東アジアの新しい地域主義と市民社会 ヘゲ
モニーと規範の批判的地域主義アプローチ

勁草書房 電子書籍

¥16,100(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五十嵐誠一著
9784326302642

国家と市場（資本）が牽引する地域形成は、権力配置において「上」からの地域主義と位置づけられよう。従来の
研究はこの政府（国家）あるいは市場に注目して東アジアの地域形成を分析するのに対して、本書は、成長著し
い東アジアの市民社会アクターによる「下」からの地域形成力（地域主義）に光を当てる。

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。

-  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5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 1027441263 □ □

ちょっと気になる医療と介護　増補版
勁草書房 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 権丈善一著
9784326701032

社会保障制度のなかでも特に注目の集まる医療と介護の現状をどのように把握し、未来をどのように設計すべ
きか。ハンディで勘所をわかりやすく説く画期的入門書として話題をよんだ第1版に、新たな1章「政治経済学から
みた終末期医療」と11個の知識補給を加え、80頁増の増補版。システムの根本から学び、教えるための入門
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。

-  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5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 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 □ □

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。

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。

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。

「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。

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。

東京大学出版会 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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。

-  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5月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1027441264 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1027441265 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1027441266 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1027441267 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年7月 商品コード 1027441268 □ □

朝９時１０分までにしっかり儲ける板読み投
資術（※）

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 坂本慎太郎著
9784492733431

年収１億円の元ディーラーが初めて明かす投資の極意！板情報から５秒後の株価を先読みして勝率を上げる実
践テクニックが身に付く！

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。

ガバナンス革命の新たなロードマップ ２つの
コードの高度化による企業価値向上の実現
（※）

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
北川哲雄編著,小方信幸著,

加藤晃著

9784492533918

「ＥＳＧに配慮」しながら再構築すべきスチュワードシップとコーポレートガバナンスの企業改革の方向を探る。第
一人者による総括。

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

世界一訪れたい日本のつくりかた 新・観光
立国論【実践編】（※）

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
9784492502907

国際観光客１８億人の「大観光時代」を迎える世界で、日本が勝ち抜くためのバイブル。「山本七平賞」受賞『新・
観光立国論』の続編。

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。

一流の学び方 知識＆スキルを最速で身に
つけ稼ぎにつなげる大人の勉強法（※）

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 清水久三子著
9784492502921

「プロを育てるプロ」が、人生１００年時代に求められる「ビジネスマンのための学び続ける技術」を解説する。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

間接材購買戦略 会社のコストを利益に変え
る（※）

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 谷口健太郎著
9784492533956

ソフトバンクで１０００億円のコスト削減を実現。ＪＡＬ、マクドナルド等でも実績を上げた「間接購買」によるコスト
削減手法を紹介。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  12  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2018年5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 1027441269 □ □

出版社

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 1027441270 □ □

出版社

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 1027441271 □ □

出版社

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 1027441272 □ □

出版社

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 1027441273 □ □

出版社

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 1027441274 □ □

本当にあった１５の心あたたまる物語（※）
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
キャサリン・バーンズ編,

岡本千晶訳

9784492046098

アメリカの市井の人が舞台上で自分の物語を話す「ＴＨＥ　ＭＯＴＨ」。３０００を超える物語の中から感動の１５話
を厳選。

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

事業担当者のための逆引きビジネス法務ハ
ンドブック　Ｍ＆Ａ契約書式編（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 塩野誠著,宮下和昌著
9784492533987

法務関係者絶賛の『逆引きビジネス法務ハンドブック』の続編。複雑なＭ＆Ａ契約の実務を、実際の書式の書き
方とともに逆引きで解説。

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。

ＩＴロードマップ　２０１８年版（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
野村総合研究所ビジネスＩＴ推進部著,

ＮＲＩセキュアテクノロジーズ著

9784492581131

人工知能（ＡＩ）、量子コンピュータなどからセキュリティまで、最新の技術トレンドを徹底予測。ＩＴの近未来がこれ
１冊でわかる。

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。

決定版　ＥＶシフト １００年に一度の大転換
（※）

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
風間智英編著,鈴木一範執筆,

吉橋翔太郎執筆

9784492762417

急速に進むＥＶシフト。次世代モビリティの覇者は誰？　日本の自動車産業の今後は？　１００年に一度の大転
換の全貌を俯瞰する。

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。

教養読書 仕事も人生も読む本で大きく変わ
る（※）

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 福原義春著
9784492046234

経済界きっての読書家が教養・仕事・人間力を磨く読書について自身の体験をもとに語り尽くす。ビジネス教養
人が読むべき本も紹介。

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。

拡張の世紀 テクノロジーによる破壊と創造
（※）

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
ブレット・キング著,

ＮＴＴデータオープンイノベーション事業創発室解説,
上野博訳

9784492762424

ヒト型ロボット、寿命延長、ゲノム編集、空飛ぶ車、ブロックチェーン、ｅｔｃ　“Ｔｅｃｈ界のグル”が予言する衝撃の未
来！！

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

-  13  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2018年5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 1027441275 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441276 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441277 □ □

イングリッシュネス 英国人のふるまいの
ルール

みすず書房 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ケイト・フォックス著,

北條文緒訳,香川由紀子訳

9784622086604

パブで、街角で、パーティで、はたまた競馬場で…外国人には、時に奇異に、時に肩すかしにも感じられるイギリ
ス人の行動と国民性を、人気人類学者が体当たりのフィールドワークで解き明かす。

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。

これからの図書館は、情報リテラシーを導く機関としての社会的役割を、自覚的に担う必要がある。日本の教育
制度と図書館の歴史を再考し、今後の課題を示す。

情報リテラシーのための図書館 日本の教
育制度と図書館の改革

みすず書房

9784622086505

□

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 根本彰著

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

みすず書房 電子書籍

歴史家の展望鏡

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

¥10,200(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内昌之著
9784622085607

政治のリアリズムと、歴史に対する畏怖の念。ほんの昨日の出来事も、眺める位置で違って見える。どう読めば
良いのか?　すぐれた歴史家が教える、書物の遠近法。

電子書籍

¥8,100(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441278 □ □

出版社

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 1027441279 □ □

出版社

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 1027441280 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441281 □ □

出版社

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 1027441282 □ □

¥17,200(＋税)

¥5,200(＋税)

9784641227392

電子書籍

分権政策法務の実践

行政法Ⅱ　現代行政救済論〔第3版〕（※）
有斐閣

¥8,400(＋税)

9784641227415

□

□

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

分権改革の課題のひとつは法令をいかに地域特性に適合するようにするかである。その手段である条例に関し
て、憲法94条を踏まえた解釈論、自治体の自主的な条例対応を支援する理論を提示するとともに、法律の実施
における考え方を事例に則して議論する。

北村喜宣著著編者名

有斐閣

冊子購入確認

大橋洋一著著編者名

行政法の基本から高度な内容までを丁寧な解説で導き、初学者から法学部生・法科大学院生、実務家まで幅広
いニーズに応える、行政法概説の第２巻。判例や学説の展開をフォローするとともに、理論にも磨きをかけた。内
容も一層充実の最新第６版。

¥8,000(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 宇賀克也著
9784641227446

¥3,800(＋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。

ケースを通じて行政救済法の基本を学ぶことにより、具体的な紛争状況において最も適した救済手段を選択し、
その理由を説得力をもって構成できる力を養成する、独習にも適した信頼・定評の書。進展著しい判例の最新動
向を反映するとともに、全面的な見直しを行った。

電子書籍

□

行政法概説Ⅱ〔第6版〕 行政救済法（※）
有斐閣

¥3,600(＋税)

¥1,600(＋税)

民法②物権 判例30！（※）
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
水津太郎著,鳥山泰志著,

藤澤治奈著

9784641137851

民事訴訟法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
安西明子著,安達栄司著,
村上正子著,畑宏樹著

9784641150508

「法的に考える力」を身につけさせることを目指し、コンパクトな中に必要な知識を盛り込む。言葉と定義付けに
ついてしっかりと記述し、問いかけ、語りかけながら、民事訴訟法の世界を説く。説明を見直してより丁寧な解説
とし、最新の法改正や重要な裁判例に対応。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441283 □ □

出版社

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 1027441284 □ □

出版社

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 1027441285 □ □

「同一労働同一賃金」のすべて
有斐閣 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水町勇一郎著
9784641243071

「同一労働同一賃金」の実現へと改革が進む。労使それぞれに衝撃を与え、大きな変革を迫るが、確かな理解
に基づきあるべき方向へと進めるために、どのように向き合い取り組むべきか。第一線に立つ著者が、経緯をた
どり、現在位置と今後の方向性を強く指し示す。

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。

交通経済学入門〔新版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内健蔵著
9784641184411

平明な解説で定評ある入門テキストの待望の新版化。身近な交通問題について、基礎的な経済理論に基づい
て巧みに解明し、交通経済学を学ぶことのおもしろさを実感できる。最新のキーワードやトピックスを多く盛り込
み、練習問題もよりいっそう充実。

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。

経験から学ぶ人的資源管理〔新版〕 (ブック
ス456)（※）

有斐閣 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
上林憲雄著,厨子直之著,

森田雅也著

9784641184398

「組織における人のマネジメント」を初めて学ぶ学生、実践に役立てたい社会人に最適な入門テキスト。日常経
験や感覚から経営や人事のおもしろさ、重要性が理解できる。法制度やデータを最新のものにし、戦略的人的
資源管理の視点などを盛り込んだ最新版。

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。

-  16  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2018年5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   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  17  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2018年5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 1027441286 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441287 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441288 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441289 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441290 □ □

Rで学ぶ 多変量解析（※）
朝倉書店

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 長畑秀和著
9784254122268

多変量（多次元）かつ大量のデータ処理手法を、R（Rコマンダー）を用いた実践を通して身につける。独習にも対
応。〔内容〕相関分析・単回帰分析／重回帰分析／判別分析／主成分分析／因子分析／正準相関分析／クラ
スター分析

乳房の科学
朝倉書店

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名
乳房文化研究会編,北山晴一編,

山口久美子編,田代眞一編

9784254102796

ちぶさ、にゅうぼう、ちち、おっぱい等、様々な呼び名のある乳房。その仕組みから発育、思春期の悩み、乳がん
と再建、整形、母乳栄養や授乳、言葉の成り立ちまで。思春期の子を持つ親から妊婦、産科婦人科、保健担当
者必読の書。

アブストラクトで学ぶ 理系英語 構造図解50
（※）

朝倉書店

¥7,600(＋税)

¥2,300(＋税)

著編者名 斎藤恭一著,梅野太輔著
9784254102765

英語論文のアブストラクトで英文読解を練習。正確に解釈できるように文の構造を図にしてわかりやすく解説。強
力動詞・コロケーションなど、理系なら押さえておきたい重要語句も丁寧に紹介した。研究室配属後にまず読み
たい一冊。

電子書籍

□

電子書籍

□

冊子購入確認

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

冊子を購入または
発注の場合は、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

飼料・緑肥作物の栽培と利用（作物栽培大
系 8）

朝倉書店 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本作物学会「作物栽培大系」編集委員会監修,

大門弘幸編,奥村健治編

9784254415087

現代農業は化学肥料や輸入飼料など生産地外からもたらされる資源に依存しており、それがさまざまな問題を
招いている。土地本来の豊かな力を引き出すイネ科やマメ科の牧草など飼料作物・緑肥作物の活用は、未来の
農業の鍵となるだろう。

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

スタンダード人間栄養学 臨床栄養学（※）
朝倉書店 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石川俊次編著,本間康彦編著,

藤井穂波編著

9784254610604

イラストを用い臨床栄養学の要点を解説した教科書。〔内容〕臨床栄養の概念／栄養アセスメント／栄養ケアの
計画と実施／食事療法、栄養補給法／栄養教育／モニタリング、再評価／薬と栄養／疾患・病態別栄養ケア・
マネジメント　2色刷り

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441291 □ □

出版社

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 1027289756 □ □

出版社

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 1027441292 □ □

出版社

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 1027289754 □ □

出版社

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 1027349970 □ □

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

9784295003274

Ansible実践ガイド 第2版
インプレス 電子書籍

著編者名
北山晋吾著,塚本正隆著,

畠中幸司著

Ansibleユーザーの必携ハンドブック「Ansibleの定番書籍の第2版、Ansible 2.4/CentOS 7.4対応＋AWX Project」オー
プンソースの構成管理ツールの一つであるAnsibleの基本的な使い方から、アプリケーションデプロイメントの自動化
や、クラウドAPIとの連携などの応用的な使い方をまとめた実践ガイドです。これからAnsibleを利用し、システム構築
の自動化を始めてみたいというエントリーユーザーから、既存の運用プロセスからの自動化を図りたいという実務向
けのユーザーまで幅広く活用していただける内容です。

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。

いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教
本 人気講師が教える仕事にAIを導入する
方法

インプレス 電子書籍

¥5,600(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 韮原祐介著
9784295003410

AIをビジネスに組み込むノウハウを徹底解説！！上司から「AIをやれ！」と言われたときに困らないための実践
書。機械学習の基礎知識から、導入・運用ノウハウまでしっかり解説。数式やプログラムは一切でてこないので、
非エンジニアでもやさしく読める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。

プログラミングを、はじめよう
インプレス 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥1,780(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立山秀利著
9784295003328

“プログラミングの真髄”がラクラクわかる。プログラミング初心者が、いきなりJavaなどの解説書を読んでも、な
かなか理解するのは困難です。本書は、「プログラミングとは何か」という基本概念から、プログラミングスキルを
身に付ける上で最も重要な“プログラミングの真髄”について解説しており、本書を読んでから言語解説書を読む
と、驚くほどスムーズに内容を理解できます。

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

徹底攻略 ネットワークスペシャリスト教科書 
平成30年度 (徹底攻略シリーズ)

インプレス 電子書籍

¥9,200(＋税) □

¥2,780(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀬戸美月著
9784295003243

ネットワークスペシャリスト（ＮＷ）合格の王道テキスト＆問題集！合格力が「超」効率的に身につく解説＋小テス
トの「テキスト＆問題集」方式で、各章末には腕試しの「演習問題」、巻末付録として「平成28年度試験」の過去問
題解説を掲載。

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。

96敗 東京ヤクルトスワローズ ～それでも見
える、希望の光～

インプレス 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川晶一著
9784295003496

ヤクルト「96敗」の真実と新たなる「希望」。球団ワーストの「96敗」――。2017年のヤクルトに何があったのか！？負けても負
けても神宮に通い続けた著者が綴る、どん底シーズンに見た「希望の光」――。野球ファンに大人気！「文春野球コラム」待
望の書籍化！文春野球コラムの初代セ・リーグ首位打者に輝いた長谷川晶一氏のヤクルト連載に「後日談」や「今の思い」
を大幅加筆！さらに本書限定の書き下ろしコラムや、宮本慎也、石川雅規、真中満、伊藤智仁の超豪華ロングインタビュー
も収録！追体験で見えてくる「96敗」の真実と、新たなる「希望」。2018年もヤクルトから目が離せない！

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

近代科学社 

-  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5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 1027441293 □ □

出版社

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 1027441294 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027441295 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027441296 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027441297 □ □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

9784764905641

議席配分の数理：選挙制度に潜む200年の
数学

近代科学社

¥8,600(＋税) □

著編者名 一森哲男著

1票の格差を是正するためには、一般に比例方式がよいとされる。しかし比例方式でも、議席配分の算出には多
くの手法があり、なかなか一筋縄ではいかない。　本書は、著者が長年取り組んできたこの問題をアメリカの議
席配分を例に取りながら、数理に基づいて解決する方法を解説する。日本で使われるアダムズ方式の有用性に
ついても問う。　「1票の格差」の数理的側面に関心のある読者には必読の書である。

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。

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

9784764905597

実践ロボットプログラミング　第2版：LEGO 
Mindstorms EV3で目指せロボコン！

近代科学社 電子書籍

著編者名
藤吉弘亘著,藤井隆司著,
鈴木裕利著,石井成郎著

好評を得ている第1版を基にEV3に対応!!本書は、はじめに目標となるアルゴリズムをPADで表して、それに対応
するC言語プログラム、GUIプログラムを併記して立体的に学べるよう工夫。初心者から上級者まで、3つのソー
スを相互参照しながら、ロボットプログラミングを効率よくマスターできる。

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。

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

9784764905658

変分問題：直接法と解の正則性 (大学数学 
スポットライト・シリーズ 8)

近代科学社 電子書籍

著編者名 立川篤著

変分問題とは、ある汎関数（関数の関数）の最小値を求める問題である。自然現象からビジネスの課題まで、変
分問題で扱えるものは多い。本書では、数学的に厳密に変分問題を解く際に不可欠な正則性の問題を、本分野
最大のトピック「部分正則性」を中心に解説する。

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。

おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学ん
だ秘密（しごとのわ）

インプレス 電子書籍

¥4,800(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高井浩章著
9784295003380

現役経済記者が娘に贈った、笑いと涙の経済青春小説！『中学２年生の「僕」は、バスケが好きな平凡な男の子。そんな「僕」が突
然放り込まれたのは、謎の大男が顧問を務めるおかしなクラブ。しかも、メンバーは大富豪の美少女との二人きり。顧問は「この世
には、おカネを手に入れる方法が６つあります」とかなんとか妙なことを言いはじめて……。』著者はキャリア20年超の経済記者。
自身の３人の娘たちに「面白い物語を読んでいるだけで、お金や経済の仕組みがわかる本」を読ませたいと思い立ち、7年かけて
書き上げた一冊です！2017年に個人出版したKindle版は、累計1万ダウンロードを突破しています！

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。

組込み開発のための実践的プログラミング
近代科学社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鷹合大輔著,田村修著
9784764905610

本書は、金沢工業大学で長年にわたり組込み教育に関わった著者らが、その経験から得た知見を整理したもの
である。小規模のマイコンを徹底的に活用する中で、組込みプログラムの基礎技術を学べる構成となっている。
独習者、高専、大学の授業、および企業研修での利用を想定しつつ、現役の技術者にも有益なヒントを得られる
よう工夫してある。演習問題も数多く配してあり、まさに実践的に学べる。

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。
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理工学編 2018年5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 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2月 商品コード 1027116537 □ □

出版社

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 □ □

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。

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 (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。

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。

［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。
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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5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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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。

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。

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
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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5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 1027441298 □ □

9784274221965

電子書籍

著編者名 表允皙著,倉爪亮著,ジョン・リョウン著

環境設定からロボットへの実装まで、ROSのすべてを網羅！／本書は、ロボット用のミドルウェアであるROS（Robot 
Operating System）についての、ロボット分野の研究者や技術者を対象とした解説書です。ROSの構成や導入の方法、コマ
ンドやツール等の紹介といった基本的な内容から、コミュニケーションロボットや移動ロボット、ロボットアームといった具体的
なロボットのアプリケーションを作成する方法を解説しています。ROSについて網羅した内容となるため，ROSを使った開発を
行いたい方が必ず手元に置き、開発の際に活用されるような内容です。

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。

□

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

¥11,900(＋税)ROS ロボットプログラミングバイブル
オーム社

  オーム社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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理工学編 2018年5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 1027441299 □ □

DOJIN BIOSCIENCE SERIES28　脳神経化
学

化学同人 電子書籍

¥18,600(＋税) □

¥7,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森泰生編,尾藤晴彦編
9784759817263

「脳はいま、化学の言葉でどこまで語れるか？」をコンセプトに、脳に関連する「化学物質」を、それらの種類や分
布、動態、脳機能における役割などについて解説。また、近年脳に応用されるようになった分析手法についてそ
れらの仕組みからテクニックまで紹介。脳を化学の視点から研究する人にとって、基礎から実用まで使える一
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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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理工学編 2018年5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 1027441300 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441301 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441302 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441303 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441304 □ □

著編者名
大谷栄治編,長谷川昭編,
花輪公雄編,田中博著

9784320047112

本書は、地球大気の歴史に始まり、地球大気の鉛直構造、南北構造、太陽放射と熱のバランス、雲と降水につ
いて概観し、大気力学・熱力学について詳しく解説した。力学・熱力学の章では、連続流体の仮定に始まり、大気
力学の基礎方程式系、プリミティブ方程式系、準地衡風方程式を扱った。特に、バランス方程式の導入により、
質量保存則、運動量保存則、エネルギー保存則を統一的にまとめた。

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

第2版では、近年応用の進んでいる統計的なネットワークの分析手法に関する説明を加えた。また、社会ネット
ワークの調査分析法およびソーシャル・メディアのネットワーク分析に関する章を新たに設けた。複雑ネットワー
クおよびネットワーク描画に関する章も大幅に改訂している。これらの改訂により、ネットワーク分析の応用的な
ニーズにも対応できるようになった。

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。

地球大気の科学（現代地球科学入門シリー
ズ　3）

共立出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税)

ネットワーク分析 第2版（Rで学ぶデータサイ
エンス　8）

共立出版 電子書籍

¥12,300(＋税) □

冊子購入確認

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金明哲編,鈴木努著

冊子購入確認

著編者名 山下真著
9784320113138

本書は、現代数学や数理物理学の様々な分野が「量子群」と呼ばれる体系を通して交錯し、深く豊かな相互作
用をもたらす様を、様々な例とともに解説していく、量子群の入門書である。「定義」、「命題」、「定理」が続くよう
な書ではなく、この理論にどのような概念が現れるのか、その意義は何かということについての説明を重視して
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。

9784320113152

ベクションとは何だ!?（共立スマートセレク
ション 16）

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
妹尾武治著,

鈴木宏昭コーディネーター

9784320009189

ベクション（視覚誘導性自己移動感覚）というニッチな心の現象について徹底的に知るための、これでもかという
ほどの情報を盛り込んだ驚くほどニッチな一冊。

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。

量子群点描
共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

小形アンテナハンドブック
共立出版 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤本京平編著,伊藤公一編著
9784320086470

今日の無線システムは携帯電話、WLANやWiFi（相互接続承認）のデータ伝送、スイカなどのRFID（電波による個
体識別）やNFC（至近距離通信）、人体装着機器、ドローン等、小形アンテナの利用が多種多様となり、それぞれ
のニーズに合ったアンテナの設計が要求される。本書は、小形アンテナの基礎的事項から、アンテナの小形化・
高機能化の手法、電磁シミュレーション、特性評価法、最新の各種アンテナ設計技術まで、図例を多く用いて解
説したハンドブック。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441305 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441306 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027441307 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 作田幸憲他著

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

9784339008975

エレクトロニクスのための回路理論（※）
コロナ社

エレクトロニクス工学におけるものづくりやシステム構築の理解・設計に不可欠な回路理論について、初学者に
もわかる平易な文章で解説し、コラムや実例に基づいた例題・課題・章末問題などにより、イメージをもって学べ
るようにした。

著編者名 佐宗章弘著
9784339046533

圧縮性流体力学は、圧力波と流れの相互作用を捉える学問であり、シンプルに美しく体系化されており、衝撃波
はその象徴である。原理はシンプルだがその適用範囲は奥深い。本書では、丁寧に式を展開し、確実に理解で
きるよう解説した。

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。

複数の物理現象を同時に取り扱う「マルチフィジックス」を強みとするシミュレーションソフトウェアCOMSOL 
Multiphysicsを一般ユーザーが容易に活用できるよう、ユーザー視点のノウハウやモデル事例を紹介する。

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。

圧縮性流体力学・衝撃波（※）
コロナ社 電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,300(＋税)

COMSOL Multiphysics®ではじめる工学シ
ミュレーション

コロナ社 電子書籍

¥13,900(＋税) □

冊子購入確認

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 みずほ情報総研（株） 編 
9784339028683

  コロナ社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441308 □ □

出版社

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 1027441309 □ □

47都道府県・遺跡百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石神裕之著
9784621302248

日本は「遺跡大国」である。毎年1万件近い発掘調査が行われ、これまでに発見された遺跡数は現在約47万か
所以上にのぼる。有名な遺跡はもちろん、あまり知られていない遺跡や近・現代の埋蔵文化財のうち、考古学史
上、あるいは地域史において意義ある発見・調査を取り上げ、各地域の文化遺産を掘り下げた。

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。

第6版 衛生薬学–健康と環境–（※）
丸善出版 電子書籍

¥21,200(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
永沼章編,姫野誠一郎編,

平塚明編

9784621301784

薬剤師国家試験の出題基準およびコアカリキュラムに対応し、医療の担い手としての薬剤師を目指す薬学生が
身につけておくべき衛生薬学に関する基本的事項をすべて網羅。全章にわたり内容を更新し、図表、統計データ
についても更新。多くの大学で採用されている定評のある教科書の改訂版。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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。



医学編 2018年5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 1027441310 □ □

出版社

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 1027441311 □ □

出版社

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 1027441312 □ □

リハに役立つ検査値の読み方・とらえ方
羊土社 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田屋雅信編,松田雅弘編
9784758102278

各検査値の基準値をグラフ化し、異常値の原因・症状が一目でわかるよう工夫しました。リハスタッフが確認す
べきこと、リハの中止基準、疾患ごとの検査値を丁寧に解説。case studyもあるので臨床ですぐ活かせる！

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

地域包括リハビリテーション　実践マニュア
ル

羊土社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河野眞編
9784758102292

地域包括ケア時代に求められるリハをマニュアル化！就学支援から地域づくり、介護予防、看取りまで地域のリ
ハ関連課題を発達段階別に整理。記載通りに進めれば即実践できるワークブック、活動例など役立つ要素満
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。

トップジャーナル395編の「型」で書く医学英
語論文

羊土社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河本健著,石井達也著
9784758118286

医学英語論文をもっとうまく！もっと楽に！論文を12のパート（Move）に分け、書き方と頻出表現を解説。執筆を
劇的に楽にする論文の「型」とトップジャーナルレベルの優れた英語表現が身につきます！

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441313 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。

心不全―識る・診る・治す (循環器内科専門
医バイブル 1)

中山書店 電子書籍

¥29,100(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小室一成編
9784521745831

循環器専門医と専門医を目指す若手医師のための新しいシリーズ。循環器疾患の基礎から診断・治療の全般を
エキスパートが解説するシリーズ第1弾として心不全を取り上げ、分類や疫学から、診断・検査、さまざまな病態
に応じた治療、治療薬やデバイスの一歩進んだ使い方、新しい治療薬や治療法まで詳しく解説。常に座右に置
いて指針を仰ぐにふさわしい、「バイブル」の名に値する実践書。

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1027441314 □ □

出版社

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 1027441315 □ □

出版社

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 1027441316 □ □

出版社

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 1027441317 □ □

出版社

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 1027441318 □ □

2018（平成30）年度　新・介護報酬　超速報
版！ 2時間でわかる介護保険改正 (医療と
介護 Next　別冊)

メディカ出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定

ケアマネジャーの会編著

9784840465113

【現場実践者が制度改正の必須ポイントを解説】介護保険法以外も含むために「何が変わったか」がわかりにく
い2018年介護保険改正。その要点をサービス種別ごとに整理するとともに、新・介護報酬案を収載。また、利用
者・家族への改正点の説明に役立つ、いくつかの場面を想定した「説明シミュレーション」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。

産科疾患の画像診断　保存版 産婦人科専
門医が知っておくべき93疾患【WEB動画つ
き】

メディカ出版 電子書籍

¥66,500(＋税) □

¥19,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増崎英明編著
9784840465045

【診断に悩む希少疾患を網羅しビジュアル解説】産科に特化した疾患をCT・MRI・超音波などたくさんの画像で解
説。大学病院ならではの豊富な症例で希少な産科疾患も網羅しており、この1冊で、あらゆる産科疾患の鑑別・
診断に自信が付く！Webで見られる超音波動画・ハイライト手術動画付き。

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。

基礎から最新情報までダイアちゃんと楽しく学
ぶ！患者指導に使える 糖尿病もりもりスキル
アップドリル (糖尿病ケア2018年春季増刊)

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 水野美華編
9784840464123

【新人・ベテランの学び直しにも活用できる！】一問一答形式で、糖尿病に関する知識を網羅。各設問には難易
度が記載されているため、新人からベテランまで活用できること間違いなし。さらに患者向けの○×クイズを、医
療者用の解説つきで掲載。自身のスキルアップのみならず、患者指導にも使える嬉しい一冊。

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。

ナース・研修医・臨床工学技士のための
ファーストタッチ　人工呼吸器

メディカ出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石橋一馬著
9784840465021

【すごくシンプル、すごく簡単な人工呼吸器本】こんな解説書を待っていた！ 温かみのある線画の図解で、人工
呼吸器の構造・取り扱いから設定・換気モード・グラフィック、そして患者ケアまでが手に取るようにわかる。人工
呼吸器をサクッと理解し、深く使いこなすためのイラストレイテッド・マニュアル。

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。

ビジュアルでわかる救急・ICU患者の ME機
器からみた 呼吸・循環管理

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 阿南英明編
9784840462952

【患者の呼吸と循環、この1冊で必ず守る！】救急・ICUで欠かせない呼吸・循環管理を、ME機器の使いかた・特
徴を通してドクターがわかりやすく解説！ 臨床で特に注意すべき点はER・ICUそれぞれの「ナーシングポイント」
で、よくある看護のギモンは「Q＆A」でしっかりフォロー！

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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医学編 2018年5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 1027441319 □ □

出版社

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 1027441320 □ □

出版社

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 1027441321 □ □

出版社

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 1027441322 □ □

出版社

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 1027441323 □ □

はじめてでもよくわかる！ 新生児の循環管
理　ビジュアル大図解 (ネオネイタルケア
2018年春季増刊)

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 増谷聡編著
9784840462679

【新人教育や勉強会にも活用できる！】新生児の循環管理を初めて学ぶナースのために、大きな図解やイラスト
を用いて基礎知識を徹底解説。疾患の病態生理、検査&モニタリング、薬剤、さらに具体的な対応を学べるシー
ン別Q&Aなど、実践で役立つ内容の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。

Dr.石井×Dr.坂井の実況解説動画付き！ 
35本・100分収載（WEB）　改訂2版 「超」入
門 脳血管内治療

メディカ出版 電子書籍

¥47,800(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石井暁著,坂井信幸監修
9784840464901

【再開通・FD等を追加、充実度さらにアップ】大人気シリーズの全面改訂版、ついに登場！初学者向けに、手技
のコツとその根拠を会話調でわかりやすく解説。最新、必須、注目のデバイスを使用目的別に比較した「Side 
Note」も収載。WEB動画は、著者・監修者による、ポイントがわかる音声実況解説付き。

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

診断・治療・手術に使える 臨床医・RI技師の
ための　脳SPECTパーフェクトガイド

メディカ出版 電子書籍

¥27,300(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 根本清貴編
9784840464918

【脳血流障害が読める、わかる！】一般臨床病院に広く普及しているSPECTについて、臨床で活躍する医師、RI
技師の視点で作成した、現場で使える本邦初の解説書。脳血管障害、てんかん、脳腫瘍、認知症、神経変性疾
患、頭部外傷、髄液循環障害、精神疾患の診断・鑑別に必須の脳SPECTについて疾患別に詳しく解説。

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。

写真・検査結果・主訴から解く 目の疾患クイ
ズ77

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 安川力編
9784840461580

【クイズで77の眼疾患を楽しく学べる】写真や検査結果、患者さんの訴えから、疾患が何かを解くクイズ集。クイ
ズを解くだけで、何をみるべきか（診断）、治療、検査、ケアがわかる。クイズの難易度はレベル1～3で初歩的な
問題から難問までを網羅。クイズに挑戦して、あなたの診断力を強化しよう！

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

29症例でイメージできる！　麻酔科医の考
え方がわかる！ 麻酔看護　先読み力UP
ブック (オペナーシング2018年春季増刊)

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 森本康裕編著,駒澤伸泰編著
9784840462532

【麻酔科医の考え方の道筋が身につく！】麻酔で起こりうるトラブルを、症例経過をマンガで挙げながら対応のポ
イントをバッチリ解説！麻酔の流れに沿って麻酔科医の視点を追っていくことで、考え方の道筋を理解し、先読
みした介助・アセスメントにつなげられる！ トラブル対応に自信がないあなたにオススメしたい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。
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● 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 

184冊揃価格 同時1アクセス（本体）￥1,057,200 

同時3アクセス（本体）￥1,577,800 

※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外となります。 

http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b345409.html
http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b341500.html
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最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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 
 

 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 

 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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。 

共立出版 

2018年2月 

No.2018-074 

巻号 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 内積・外積・空間図形を通してベクトルを深く理解しよう NEW！ 飯高 茂 2011 9784320019812 ¥5,000 ¥7,500 1026881966 

2 理系のための行列・行列式 ―めざせ!理論と計算の完全マスター―NEW！ 福間 慶明 2011 9784320019829 ¥5,700 ¥8,500 1026881967 

3 知っておきたい幾何の定理 NEW！ 前原 濶 2011 9784320019836 ¥5,000 ¥7,500 1026881968 

4 大学数学の基礎 NEW！ 酒井 文雄 2011 9784320019843 ¥5,000 ¥7,500 1026881969 

5 あみだくじの数学 ―ここがわかれば数学はこわくない！―NEW！ 小林 雅人 2011 9784320019850 ¥5,000 ¥7,500 1026881970 

6 ピタゴラスの三角形とその数理 NEW！ 細矢 治夫 2011 9784320019867 ¥5,700 ¥8,500 1026881971 

7 円錐曲線 ―歴史とその数理―NEW！ 中村 滋 2011 9784320019874 ¥5,000 ¥7,500 1026881972 

8 ひまわりの螺旋 NEW！ 来嶋 大二 2012 9784320019881 ¥5,000 ¥7,500 1026881973 

9 不等式 NEW！ 大関 清太 2012 9784320019898 ¥5,700 ¥8,500 1026881974 

10 常微分方程式 NEW！ 内藤 敏機 2012 9784320019904 ¥6,300 ¥9,500 1026881975 

11 統計的推測 NEW！ 松井 敬 2012 9784320019911 ¥5,700 ¥8,500 1026881976 

12 平面代数曲線 NEW！ 酒井 文雄 2012 9784320019928 ¥5,700 ¥8,500 1026881977 

13 ラプラス変換 NEW！ 國分 雅敏 2012 9784320019935 ¥5,700 ¥8,500 1026881978 

14 ガロア理論 NEW！ 木村 俊一 2012 9784320019942 ¥5,700 ¥8,500 1026881979 

15 素数と2次体の整数論 NEW！ 青木 昇 2012 9784320019959 ¥6,300 ¥9,500 1026881980 

16 群論,これはおもしろい ―トランプで学ぶ群―NEW！ 飯高 茂 2013 9784320019966 ¥5,000 ¥7,500 1026881981 

17 環論,これはおもしろい ―素因数分解と循環小数への応用―NEW！ 飯高 茂 2013 9784320019973 ¥5,000 ¥7,500 1026881982 

18 体論,これはおもしろい ―方程式と体の理論―NEW！ 飯高 茂 2013 9784320019980 ¥5,000 ¥7,500 1026881983 

19 射影幾何学の考え方 NEW！ 西山 享 2013 9784320110618 ¥6,300 ¥9,500 1026881984 

20 絵ときトポロジー ―曲面のかたち―NEW！ 前原 濶 2013 9784320110649 ¥5,000 ¥7,500 1026881985 

21 多変数関数論 NEW！ 若林 功 2013 9784320019997 ¥6,300 ¥9,500 1026881986 

22 円周率 ―歴史と数理―NEW！ 中村 滋 2013 9784320110625 ¥5,700 ¥8,500 1026881987 

23 連立方程式から学ぶ行列・行列式 ―意味と計算の完全理解― 岡部 恒治 2014 9784320110632 ¥6,300 ¥9,500 1017819902 

24 わかる！使える！楽しめる！ベクトル空間  福間 慶明 2014 9784320110656 ¥6,300 ¥9,500 1017973285 

25 早わかりベクトル解析 ―3つの定理が織りなす華麗な世界― 澤野 嘉宏 2014 9784320110663 ¥5,700 ¥8,500 1018441523 

26 確率微分方程式入門 ―数理ファイナンスへの応用― 石村 直之 2014 9784320110670 ¥6,300 ¥9,500 1018683954 

27 コンパスと定規の幾何学 ―作図のたのしみ― 瀬山 士郎 2014 9784320110687 ¥5,700 ¥8,500 1019023654 

28 整数と平面格子の数学 NEW！ 桑田 孝泰 2015 9784320110694 ¥5,700 ¥8,500 1026881988 

29 早わかりルベーグ積分  澤野 嘉宏 2015 9784320110700 ¥6,300 ¥9,500 1020296396 

30 ウォーミングアップ微分幾何 国分 雅敏 2015 9784320110717 ¥6,300 ¥9,500 1020598991 

本シリーズは、数学の「かんどころ」ともいえる要の部分をそれぞれコンパクトにまとめたものである。 
1976年刊「数学ワンポイント双書」（矢野健太郎・田島一郎編）の精神を受け継ぎ、数学の「急所と思われる部分、 
学生が理解に困難を感じると思われる部分、また数学全体の理解に役立つと思われる部分を、経験豊かな先生方 
に解説していただこう」という趣旨を継承しつつ、現代の時代背景を考慮しながら再編された。 

「数学のかんどころ」新規23タイトル追加！以下続刊 

30冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥169,400 ¥254,000 

  ● 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。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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2018年4月 

◆今後、続々刊行予定！冊子版刊行後に電子版も随時追加予定！ 

■ 食べ物と健康 Ⅲ 食品衛生学 ■ 基礎栄養学 ■ 社会･環境と健康 ■ 公衆栄養学 

■ 食べ物と健康 Ⅳ 調理学 ■ 応用栄養学 ■ 栄養教育論 ■ 給食経営管理論 

Visual 栄養学テキスト 
監修 

津田謹輔（帝塚山学院大学学長・人間科学部教授） 

伏木 亨（龍谷大学農学部教授） 

本田佳子（女子栄養大学栄養学部教授） 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

臨床栄養学 Ⅰ 総論 本田 佳子 2016 9784521742823 6,600 9,900 1020782211 

臨床栄養学 Ⅱ 各論 本田 佳子 2016 9784521742830 6,600 9,900 1020782212 

人体の構造と機能および疾病の成り立ち Ⅰ 解剖生理学 福島 光夫 2016 9784521742847 6,600 9,900 1023891794 

人体の構造と機能および疾病の成り立ち Ⅱ 生化学 岡 純 2016 9784521742854 6,600 9,900 1023668621 

人体の構造と機能および疾病の成り立ち Ⅲ 疾病の成り立ち 田中 清 2017 9784521742861 6,600 9,900 1025881802 

食べ物と健康 Ⅰ 食品学総論 ―食品の成分と機能― 寺尾 純二 2018 9784521742878 6,600 9,900 1026888952 

食べ物と健康 Ⅱ 食品学各論 ―食品の分類・特性・利用― 土居 幸雄 2018 9784521742885 6,600 9,900 1026888953 

本シリーズの特色 
• 冒頭にシラバスを掲載し，授業の目的や流れや学習内容が 

一目で把握できる． 

• 単元ごとに「学習目標」と「要点整理」を明示． 

重要なポイントが一目瞭然． 

• 文章は簡潔に短く，図表を豊富に用いて，複雑な内容でも 

一目で理解できる． 

• サイドノートの「豆知識」「ＭＥＭＯ」「用語解説」などで， 

本文の理解を促進． 

• 理解度を知るために，過去の国家試験問題から厳選した 

「過去問」で腕試し． 

7冊揃価格 

同時1アクセス(本体)  ¥46,200 

同時3アクセス(本体)  ¥69,300 

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


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