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　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

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

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

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

●「電子書籍」価格設定について

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

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

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □
著編者名

野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□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9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7月 商品コード 1028301442 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301443 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301444 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301445 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301446 □ □

医療現場の行動経済学 すれ違う医者と患
者（※）

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 大竹文雄編著,平井啓編著
9784492315071

医療現場での「決められない」「先延ばし」はなぜ起こってしまうのか？行動経済学を用いて理論的背景とその解
決策を示す。

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。

決済インフラ入門〔２０２０年版〕（※）
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 宿輪純一著
9784492681442

最新動向を書き加えた増補改訂版！急激に成長、進化・拡大する「決済の全体像」を理解するための実務者必
読の書。

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。

世界で活躍する仕事１００ １０代からの国際
協力キャリアナビ（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング編
9784492046265

やりたいこと、必ず見つかる！国際協力に関わる１００の仕事のキャリアパス、難易度、給与水準から待遇まで
すべてを掲載！

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。

大人の道徳 西洋近代思想を問い直す（※）
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 古川雄嗣著
9784492223833

２０１８年４月、小中学校で道徳が「特別の教科」に。でも、そもそも「道徳」とは何だろうか。最低限知っておくべき
前提から問い直す。

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

ｔｈｅ　ｆｏｕｒ　ＧＡＦＡ　四騎士が創り変えた世
界（※）

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 スコット・ギャロウェイ著,渡会圭子訳
9784492503027

世界の覇者ＧＡＦＡ。彼らは世界をどう作り替えたのか。私たちはそこでどう生き残ればいいのか。米国著名教授
による衝撃の話題作。

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。

□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9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7月 商品コード 1028301447 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301448 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301449 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301450 □ □

小説　曲直瀬道三 乱世を医やす人（※）
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 山崎光夫著
9784492062098

信長、光秀の主治医を務め、家康に医術を授けたと言われる伝説の名医の実像に迫った初の本格的長編小
説。１４００枚超の大作！

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。

金融破壊者たちの野望（※）
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 佐藤元則著
9784492961520

世界で起きている巨大経済圏構想を、「決済」の切り口からまとめるユニークな書物。電通協力のもと、リアルな
データを鋭く分析する。

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。

日本の国家戦略「水素エネルギー」で飛躍
するビジネス １９８社の最新動向（※）

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 西脇文男著
9784492800874

政府ロードマップで五輪年から急成長を見込む「水素エネルギー」市場の動向を先取りして紹介。関連１５７社の
「企業動向一覧」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。

誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書
（※）

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 清泉亮著
9784492223826

手元に置いておきたい地方移住大全！地域選び、物件探し、お金、人間関係など誰も教えてくれない田舎暮らし
の作法を全て明かします。

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。

-  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9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7月 商品コード 1028301451 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301452 □ □

地方版エリアマネジメント
日本経済評論社 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上野美咲著
9784818825048

地方における人口減少、高齢化の現実に地域が生き生きする新しいシステム、方向性をデータとともに提示す
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。

オルテス国民経済学
日本経済評論社 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 オルテス著,藤井盛夫訳
9784818825055

オルテスは『国民経済学』で持続可能なオープンマクロ経済モデルを推計し、人口減少下における経済の持続可
能性を論じた。同様の状況下の今こそ注目されるべき古典である。

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。

  日本経済評論社 

□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 

-  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9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8月 商品コード 1028301453 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301454 □ □

危機対策必携マニュアル 天災・人災・戦災
に備える (勉誠選書)

勉誠出版 電子書籍

¥3,900(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢野義昭著
9784585230649

危機に備えよ！大規模自然災、核ミサイル、領土紛争、等々…。危機時には、人命と組織の存亡は、リーダーの指示にかか
わる。故にリーダーには、人命と組織を守り抜く責任がある。危機管理の手法には、共通した手順と行動がある。この手順を
理解し、行動すれば、どんな危機にも対応できる。平常時の準備段階、危機に直面した時、危機が収束に向かった時、リー
ダーはいかに行動すべきか。組織と基盤作り、情報、意思決定、計画化、訓練、対処行動、リスク・コミュニケーション、教訓
反映など、具体的な手法とノウハウを網羅し、分かりやすく解説する。

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。

神道が世界を救う
勉誠出版 電子書籍

¥2,800(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 マンリオ・カデロ著,加瀬英明著
9784585210481

今日、人類は、絶えることがない宗教抗争や、民族抗争や、環境破壊によって、行き詰まっている。「宗教」では
なく、「信仰」である神道。いまこそ、世界は自然と共生し、自然と一体になっている神道がもたらす、「和」の心を
学ぶことが必要である。世界一自由で平和な国・サンマリノ共和国の駐日大使と海外を知り尽くした外交評論家
が、神道の本質、これからの日本を語りつくす！

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 

勉誠出版 

-  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9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 1028301455 □ □

出版社

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 1028301456 □ □

出版社

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 1028301457 □ □

憲法9条へのカタバシス
みすず書房 電子書籍

¥13,800(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木庭顕著
9784622086734

精緻な9条2項論、ソクラテス・メソッドを駆使して説く憲法改正問題、近代市民社会の基底を問う圧巻の漱石・鴎
外論、通説を鮮やかに覆すホッブズ論まで、ローマ法学者が見透す9条の構造。

冊子を購入または
発注の場合は、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

¥10,500(＋税)

みすず書房 電子書籍
老年という海をゆく 看取り医の回想とこれか
ら

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

¥8,100(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大井玄著
9784622086680

認知症は病気ではなく、老耄の現われ。老耄はおだやかに死ぬための自然の恵み。人間の生老病死を見つめ
てきた看取り医による、超高齢社会へ向けての人生賛歌。

□

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳与志夫編,田村俊作編

公共図書館は何をしてきたか、何ができるのか。装備、図書館員、貸出カウンター、出版業界など、多様なテー
マから歴史を見直し、「もうひとつの」可能性を考える。

公共図書館の冒険 未来につながるヒスト
リー

みすず書房

9784622086826

□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9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6月 商品コード 1028301458 □ □

出版社

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6月 商品コード 1028301459 □ □

出版社

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 1028301460 □ □

出版社

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 1028301461 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301462 □ □

裁判実務フロンティア　家事事件手続
有斐閣 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
矢尾和子編,大坪和敏編,

秋山里絵著,木下真由美著,倉持政勝著,
国分貴之著,本多智子著,町田健一著

9784641137530

家事事件の実務経験が豊富な執筆陣が、最も典型的な離婚・遺産分割関係の審判・調停事件を素材に、非公
開で実施される手続における裁判所、双方当事者、調停委員等の具体的なやりとりを再現。家事事件の手続に
関与する実務家のスキルアップに役立つ書。

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5　契約 (アルマS)（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本豊著,笠井修著,北居功著
9784641221185

契約法の基礎からわかりやすく解きほぐすスタンダードテキスト。ケースを用い具体的場面における要件・効果
の適用を意識でき、初学者から学習経験者まで深い理解に資する。コラムやWEB欄など興味をかき立てる事項
も盛りだくさん。平成29年民法改正に対応。

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。

民法入門・総則〔第5版〕　　エッセンシャル民
法1 (ブックス82)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
永田眞三郎著,松本恒雄著,
松岡久和著,横山美夏著

9784641184404

民法をわかりやすく、親切に道案内する好評の入門書。日常的な話題から法的思考を身につける「コラム」や判
例を端的に解説した「ケースのなかで」など多彩な工夫を凝らした。債権法改正にともない全面改訂。そのほか
の叙述やコラムも大幅に見直した最新版。

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。

個人情報保護法の逐条解説〔第6版〕
有斐閣 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇賀克也著
9784641227507

個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法のすべてを対象とし、個人情報
保護条例、裁判例、審査会答申や、政令改正、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの改訂をも踏まえた信
頼のコンメンタールの最新版。

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。

¥27,800(＋税)

¥8,400(＋税)

9784641227422

電子書籍行政行為と司法的統制 日仏比較法の視点
から (北海道大学大学院法学研究科叢書
20)

□

冊子購入確認

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

著者が長きにわたり考察の対象としてきた、行政の司法的統制をめぐる論稿を収載。フランス行政法との比較法
的視点から、わが国の行政行為論を再構成する。

亘理格著著編者名

有斐閣

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  8  -

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



人文社会編 2018年9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6月 商品コード 1028301463 □ □

出版社

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6月 商品コード 1028301464 □ □

出版社

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 1028301465 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301466 □ □

出版社

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 1028301467 □ □

独仏法における法定解除の歴史と論理
(大阪市立大学法学叢書 64)

有斐閣 電子書籍

¥22,800(＋税) □

¥6,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本好央著
9784641048218

2017年に成立した民法改正には、法定解除に関して理論的な問題が存在する。本書では独仏法における一般
的な法定解除の歴史的展開を素材とする考察を行う。そして、独仏法における一般的な法定解除の形成と展開
を支えた論理を明らかにして、本改正に対する示唆を行う。

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。

社会保障法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菊池馨実著
9784641243040

法制度の解説、裁判例の動向、法理論の展開などを織り交ぜながら、歴史的経緯を踏まえた社会保障法の到
達点を明らかにする。初版刊行以降の各種制度改正に対応するとともに、全体にわたって記述の整序・見直しを
行い、一層の充実をはかった最新版。

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。

パワーから読み解くグローバル・ガバナンス
論（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大芝亮編,秋山信将編,
大林一広編,山田敦編

9784641184381

さまざまなアクターがひしめき合い、紛争、貿易、人の移動といった数多くの問題を抱える国際社会。この政府な
き国際社会における統治のあり方を、問題領域ごとに丁寧に説明していく。進展著しいグローバル・ガバナンス
論を「パワー」との関係から読み解くテキスト。

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。

原発震災と避難　　シリーズ　被災地から未
来を考える① 原子力政策の転換は可能か

有斐閣 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
舩橋晴俊監修,田中重好監修,
長谷川公一監修,山本薫子編

9784641174337

東日本大震災から６年半余り。被災者の生活再建、地域再生、放射能汚染問題の解決の目処は立たず、長期
避難者も多い。未曾有の災害を生み出した社会的メカニズムを、社会学の現地調査を基に解明。第１巻は原発
事故と避難・生活再建、原子力政策の転換に焦点を当てる。

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。

新しい時代の教育課程〔第4版〕 (アルマＩ)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中耕治著,水原克敏著,

三石初雄著,西岡加名恵著

9784641221079

教職を目指す学生や現職教員の為に書かれた好評のテキスト。教育課程を、歴史・思想・政策・実践という多角
的な視点で丹念に読み解く。新指導要領や近年の動向（道徳や英語教育の教科化、アクティヴラーニング、カリ
キュラム・マネジメント等々）をふまえて刷新。

冊子を購入または
発注の場合は、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9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8月 商品コード 1028301468 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301469 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301470 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301471 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301472 □ □

刀の明治維新 「帯刀」は武士の特権か？
(歴史文化ライブラリー 472)

吉川弘文館
□

¥1,800(＋税)

冊子購入確認

電子書籍

9784642058728

明治維新は「武士」から刀を奪った―。刀を腰に差す「帯刀(たいとう)」＝武士の特権という今日の〝常識〟は、
はたして正しいのか。江戸～明治初年まで、誰が、何のために帯刀し、人々のまなざしはいかに変わっていった
のか。虚栄と欲望がからみ合い、武器からファッション・身分標識・旧弊のシンボルへと移り変わる姿を追い、「帯
刀」の本当の意味に迫る。

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

電子書籍

¥1,800(＋税)

細川忠利 ポスト戦国世代の国づくり (歴史
文化ライブラリー 471)

冊子を購入または
発注の場合は、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

細川家熊本藩主の初代、細川忠(ただ)利(とし)。戦国武将忠(ただ)興(おき)を父と仰ぎ、明智光秀を祖父に持つ
初期幕藩体制下のエリートは、戦国動乱から「天下泰平」の確立へ転換する日本史上最大の変革期の渦中でい
かに育ち、統治者として自己を形成していったのか。忠利による国づくりのあり方を通して、彼ら「ポスト戦国世
代」の歴史的使命を探り、激動の時代を読み解く。

吉川弘文館

¥6,000(＋税)

尾脇秀和著

電子書籍

□

9784642058711

冊子を購入または
発注の場合は、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。

幕末維新のリアル 変革の時代を読み解く７
章

吉川弘文館 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋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。

日本人の姓は天皇から与えられた。同姓集団が拡大するなかで、地名や官職名などから名字が生まれた。実名
（諱）は憚られ、役職・兄弟順などで呼ばれた。苗字・名前のルーツと多様な展開をわかりやすく軽妙に叙述す
る。

冊子購入確認

著編者名 稲葉継陽著

電子書籍

□

冊子購入確認

¥2,400(＋税)

著編者名

著編者名 海野聡著
9784642083362

建築物は歴史を語る証人である。国家プロジェクトとして建設された東大寺（とうだいじ）大仏殿（だいぶつでん）・
平等院（びょうどういん）鳳凰堂（ほうおうどう）・安土城（あづちじょう）・鹿鳴館（ろくめいかん）…。これらの有名建
築をはじめ、縄文の原始住居から明治の西洋建築まで、各時代の建物から日本の歴史を紐解く。大工道具や修
理、移築など建築にまつわるコラムも多数収め、社会との関わりから建物を考える、新しい日本建築史入門！

著編者名

¥6,000(＋税)

建物が語る日本の歴史
吉川弘文館

奥富敬之著
9784642067652

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

日本人の名前の歴史 (読みなおす日本史)

著編者名
上田純子編,

公益財団法人僧月性顕彰会編

9784642083379

１９世紀後半の日本で何が起こったのか？　列強の動き、対外戦略、国内政争、思想対立や世界観相克、海防
僧・漢詩人の月性が体現した知識人の交友と政治へのコミットメント…。幕末維新史の諸相を、第一線で活躍す
る７人の研究者たちが多角的に読み解く。「明治維新」論を単線的な近代国家建設物語から解き放ち、〝歴史の
リアル〟を取りもどす。

吉川弘文館

¥8,000(＋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 

-  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9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7月 商品コード 1028301473 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301474 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301475 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301476 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301477 □ □

選挙干渉と立憲政治
慶應義塾大学出版会

私は自由なのかもしれない 
慶應義塾大学出版会

著編者名 末木孝典著
9784766425307

立憲政治は機能していたのか？ 第2回衆議院選挙（明治25年）における選挙干渉事件を徹底的に掘り下げ、藩
閥政府 対 民党の権力構造を剔抉する力作。

著編者名 斎藤慶典著
9784766425284

▼生命の自己保存を至上命令とする自然に生きる私たちに、「自由」はいかにして可能か。▼私たちの世界の存
立構造の内に「責任」という仕方で兆した「自由」の可能性をめぐって、本書は、現代科学の議論を参照しつつヨ
ナス、アレント、ハイデガー、レヴィナスらと共に、そして彼らに抗して、独自の思索を紡ぎ出す。

万葉の史的世界
慶應義塾大学出版会

著編者名 川﨑晃著
9784766425291

『萬葉集』を木簡や正倉院文書とともに読む。万葉歌が詠まれた時代と場所をさまざまな資料から復元。文芸世
界と生活世界との乖離を、仮名表記の差異と変容から読み解く。

電子書籍

¥21,600(＋税) □

¥7,000(＋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

¥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。

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

電子書籍

¥26,200(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

スペイン語の世界
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本信照著
9784766425338

世界の21ヶ国で公用語とされ、4億7,000万人以上の母語話者を持つスペイン語。いまやスペイン語圏はスペイン
本国から、メキシコ、北中南米・カリブ海諸国へと広がりを見せながら、豊かな文化圏を築いている。なぜスペイ
ン語は現在のような姿になったのか、世界にスペイン語はどれほどの広がりを見せているのか、過去から現在に
至るまでスペイン語によるどのような書物があり、いかなる知的営みが育まれてきたのか――。

冊子を購入または
発注の場合は、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II
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本正著
9784766425369

▼復興の叡智をさらなる復興へ、そして防災・減災へ▼企業の事業継続計画（BCP）や防災に関わる人材育成
に不可欠な知識を満載。産学官の危機管理担当者必携。▼東日本大震災４万件、広島土砂災害２５０件、そし
て熊本地震１万２千件の被災者無料法律相談を徹底解析。そこから導き出された法改正や新制度構築に向け
た９つの「復興政策の軌跡」と「新たな課題」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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  11  -

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



人文社会編 2018年9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7月 商品コード 1028301478 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301479 □ □

レポート・論文の書き方入門
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥3,100(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河野哲也著
9784766425277

累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト＆ロングセラーを、2002年の第3版刊行以来、約15年ぶりに改
訂。「テキスト批評という練習法」の解説を充実させ、注の形式に関する説明を整理・更新、参考文献とその解題
も一新したほか、著者の講義経験に基づき記述内容もアップデート。好評を博した明快な語り口調やコンパクト
にまとまった構成はそのままに、より理解しやすく使いやすくなった、初心者にベストの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。

なぜ科学はストーリーを必要としているのか
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ランディ・オルソン著,坪子理美訳
9784766425239

科学はストーリーに満ちている。科学研究の手法も、科学を伝えることも、何かを語るためのプロセスだ。著者が
主張するのは、現実社会における「物語（narrative）」の力を一世紀にわたって学び、応用してきた人々に対し
て、科学者が目を向け、その助けを求めるべきだということ。物語によって脅かされるものは、何もない。物語は、
人間の文化のあらゆる側面に浸透している。科学者たちは、科学が物語のプロセスであること、物語はストー
リーであること、したがって、科学にはストーリーが必要であることを認識しなければならない。

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

-  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9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7月 商品コード 1028301480 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301481 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301482 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301483 □ □

現象学入門 新しい心の科学と哲学のため
に

勁草書房 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ステファン・コイファー著,アントニー・チェメロ著,

田中彰吾訳,宮原克典訳

9784326102686

独特の専門用語や論述の難解さで知られる現象学を、英語圏の哲学に特徴的な明晰な論述スタイルで解説。
現象学の中心的なテーマは今日の身体性認知科学にこそ最も鮮明に受け継がれている、という独自の観点か
ら、心理学や認知科学との関係に重点を置いて現象学の歴史と現代の展開を描き、その魅力と可能性をわかり
やすく生き生きと示す。

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。

冷戦史
勁草書房 電子書籍

¥10,300(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ロバート・マクマン著,

青野利彦監訳,平井和也訳

9784326351756

冷戦は過去の出来事にすぎないのか？　EUの興亡、資本主義のグローバル化、北朝鮮の核ミサイル問題、そし
て中東の混迷など……21世紀の現在、私たちの目の前で起こっている多くの問題が、冷戦を背景としているの
だ。近年の新しい研究成果をバランスよく取り入れつつ冷戦の全体像を簡潔に伝える決定版が、ついに邦訳！

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

シビックテック ICTを使って地域課題を自分
たちで解決する

勁草書房 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
稲継裕昭編著,

小俣博司著,藤井靖史著

9784326302697

シビックテックとは、シビック（市民）とテック（テクノロジー）をかけあわせた造語で、市民自身がテクノロジーを活
用して社会課題を解決する取り組みのことだ。近年、シビックテックを支援するグループが続々と全国に作られて
おり、アプリの開発などが進められている。本書はその最先端を紹介し、具体的なマニュアルも指南します。

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。

鉄道少年たちの時代 想像力の社会史
勁草書房 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 辻泉著
9784326603060

世界に冠たる鉄道ファン大国日本！　少年ならば一度は関心を寄せ、生涯追い続ける者も多い鉄道趣味。鉄道
を時空間の広がりへの「想像力のメディア（見田宗介）」と位置づけ、近現代日本におけるそのイメージと少年文
化の変遷を追い、前人未到の歴史を解き明かす。文明開化、敗戦、高度成長、そして今日への通史を描く文化
社会学的研究！

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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9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 □ □

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   

 

 

 

□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9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。

-  15  -

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



理工学編 2018年9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5月 商品コード 1028301484 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301485 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301486 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301487 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301488 □ □

DOJIN選書76 100年後の世界
化学同人 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木貴之著
9784759816761

テクノロジーの進歩は、社会に大きな変化をもたらす。私たちは、現在のテクノロジーだけでなく、未来のテクノ
ロジーとどう付き合っていけばよいのだろうか。本書では、生殖医療、遺伝子操作、サイボーグ、不老長寿、人
工知能、仮想現実などを取り上げ、それぞれのテクノロジーの現状を整理し、『ガタカ』『ロボコップ』『マトリック
ス』といったSF映画も参照しながら、まだ見ぬテクノロジーと社会の関係を予測する。気鋭の哲学者による刺激
的論考！

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。

星屑から生まれた世界  進化と元素をめぐ
る生命38億年史

化学同人 電子書籍

¥7,400(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ベンジャミン・マクファーランド著,

渡辺正訳

9784759819519

多様な分野の視点と先人の研究を踏まえれば、地球に生命が生まれ、体内のしくみを洗練してきた道筋の理解
には、化学の原理つまり元素（エレメント）と周期表がカギだと解く――さまざまな要素（エレメント）が交錯する壮
大な進化の物語が、謎解きのような面白さで描かれる。

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

科学捜査ケースファイル  難事件はいかにし
て解決されたか

化学同人 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ヴァル・マクダーミド著,

久保美代子訳

9784759819342

英国のベストセラー作家、ヴァル・マクダーミドは、科学捜査の現場を歩き、第一線で活躍する捜査官へのイン
タビューをとおして、性犯罪、放火、強盗、暴行、監禁などの事件解決に、科学捜査がどのように役立てられて
いるかを、その発展の歴史とともに浮き彫りにする。

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。

探偵フレディの数学事件ファイル  LA発 犯
罪と恋をめぐる14のミステリー

化学同人 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジェイムズ・D・スタイン著,

藤原多伽夫訳

9784759819496

ロサンゼルスにやってきた私立探偵フレディが、数学が鍵となる事件を解決していく短編ミステリー小説集。軽
い事件から殺人事件までが登場するハードボイルド風の探偵小説を楽しく読みながら、知らず知らずのうちに
数学の知識も身につく。もちろん数学の知識がなくても小説として十分楽しめるし、小説に出てきた数学につい
てもっと知りたい読者のためには、関係する数学のテーマを詳しく解説した付録もついている。

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。

誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方
研究を成功させるための秘訣

化学同人 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野島高彦著
9784759819335

悪い例とよい例を比較しながら、実験ノートを具体的にどう書けばよいのかを懇切丁寧に説明する。書き方だけ
でなく、なぜ実験ノートが必要なのか、研究不正に関わらないために実験ノートが欠かせないこと、実験ノートを
書くことが自分を成長させてくれることといった、実験ノートの意義と大切さについても力を込めて訴える。これか
ら実験ノートを書こうとする人がまず最初に読みたい必読書である。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  16  -

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



理工学編 2018年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028301489 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301490 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1028301491 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1028301492 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301493 □ □

天気のしくみ―雲のでき方からオーロラの
正体まで―　【Web動画付き】

共立出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森田正光著,森さやか著,川上智裕著
9784320047310

お天気本の決定版！知っているようで知らなかった、雲、雨、雪、台風、雷など、天気のしくみを本と動画でスッ
キリ理解！イラストに付いているQRコードから、お天気キャスター森田さんと森さん解説のCG動画（全24本）が
見られる。

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

構造的因果モデルの基礎
共立出版 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税)

古典的名著に学ぶ微積分の基礎
共立出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高瀬正仁著
9784320113206

本書では、名著として名高い古典的著作を適宜引用しながら、著者独特の語り口で、微積分の基礎を解説して
いく。『解析概論』を軸とし、『数学解析』や西欧の古典的名著の数々をその周辺に散りばめながら、関数とは何
か、数とは何か、無限級数の収束とは何か、微分とは何か、積分とは何かなど、「微積分の厳密化」に関して考
察を進めていく。

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。

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森裕一著,黒田正博著,足立浩平著

冊子購入確認

著編者名 黒木学著
9784320113176

本書は、Judea Pearlによって提案された構造的因果モデルの解説書であり、データ生成過程を出発点として、
因果ダイアグラムの理論から潜在反応モデルへの橋渡しを行うことを主な目的の一つとしている。また、有向グ
ラフを用いて因果関係を記述することの利点と欠点を示すだけでなく、因果ダイアグラムでは扱うことの難しい
テーマとして、原因の確率や媒介分析といった新しい話題にも触れている。

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。

9784320112544

本書では、最小二乗基準を核として、最小二乗法と交互最小二乗法のそれぞれについて、理論、性質、計算へ
と説明を進め、両手法の深い理解を図る。特に、それぞれの導入部分では、わかりやすい例を用いて原理の説
明を行う工夫をし、交互最小二乗法では、それが利用される推定法として、非計量主成分分析のみならず、最
近の手法（k平均クラスタリング、同時プロクラステス分析、スパース行列因子分析）についても触れている。

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。

数理生物学講義―【展開編】 数理モデル解
析の講究―

共立出版 電子書籍

¥14,600(＋税) □

¥4,400(＋税)

最小二乗法・交互最小二乗法（統計学One
Point 3）

共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 齋藤保久著,佐藤一憲著,瀬野裕美著
9784320057821

本書は、兄弟本【基礎編】の入門的内容からさらに深く、生命現象に対する数理モデルの数理的意味や、その
数学的解析、関連する理論へ踏み込むための基礎を提供することを主旨として執筆されている。内容は、学部
の卒業研究や大学院初年度でのゼミナールに活用されるテキストを想定し、兄弟本【基礎編】と同様に、数理生
物学に現れる典型的な基本数理モデルを題材として、生物学の概念に係る数理モデル解析において用いられ
る基本的な数学的概念や手法の解説を提供している。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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9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 1028301494 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301495 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301496 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301497 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301498 □ □

パワーエレクトロニクスの回路系に始まり、モータ駆動と制御を関連付けて丁寧に解説した。高調波を考慮した
電力測定技術や新型パワー素子、ベクトル制御についても紹介。学生はもちろん技術者にもお勧めしたい一
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。

マルチエージェントのためのデータ解析 (マ
ルチエージェントシリーズ A-2)

コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

これでなっとくパワーエレクトロニクス（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木茂行他著
9784339008982

マルチエージェントによる自律ソフトウェア設
計・開発 (マルチエージェントシリーズ B-2)

コロナ社

近年、柔軟性のある高度なソフトウェアの実用化が期待されている。本書では、マルチエージェント技術を応用
した低コストかつ高品質なソフトウェア開発手法について、基礎的なものから最新の技術に至るまで幅広く紹介
する。

著編者名 和泉潔他著
9784339028126

本書は、社会経済データを実際に分析して社会現象のモデルを構築できるように、分析の手順から分析結果を
シミュレーションモデルにつなげることを中心に、データ解析とエージェントシミュレーションの統合の仕方につい
て解説した。

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

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

冊子購入確認

著編者名 大須賀昭彦他著

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

9784339028188

現場で役立つオペアンプ回路 サーボ系を中
心として（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 涌井伸二著
9784339008999

本書では、サーボ系の構築という目的における一機能としてのオペアンプ回路という説明形式を採用。回路方
程式を立式するための補助図面や実測の周波数応答を掲載し、この計測結果と数式との対応を詳細に説明
し、理解の手助けとした。

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

実践コンパイラ構成法 (電子通信情報系コ
アテキストシリーズ C-1)（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 滝本宗宏著
9784339019339

本書は、実践的にコンパイラを学ぶことができる教科書である。コンパイラを記述するプログラミング言語には
OCamlという関数型言語を採用した。また、目的コードには多くのPCで動作確認ができるようにx64コードを採用
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。

  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 

-  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9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028301499 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301500 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年10月 商品コード 1028301501 □ □

微分積分講義テキスト（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石田健一他著
9784339061147

本書は高校の微分積分から偏微分・重積分の初歩までを速習する教科書である。高校での習熟度が不十分で
も他書を参照せず学習でき、公式が天下りにならないよう前提となる定理等を挙げ、グラフなどの図で視覚的に
理解できるようした。

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。

構文解析 (自然言語処理シリーズ 9)
コロナ社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥村学監修
9784339027594

構文解析技術は、機械学習、動的計画法、探索法、文法理論などといった自然言語処理の様々な場面で必要
となる多くの技術の上に成り立っている。本書では構文解析の基礎技術についてわかりやすく解説した。構文
解析技術は、機械学習、動的計画法、探索法、文法理論などといった自然言語処理の様々な場面で必要とな
る多くの技術の上に成り立っている。本書では構文解析の基礎技術についてわかりやすく解説した。

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。

Raspberry Pi ZeroによるIoT入門 Zero W 対
応

コロナ社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今井一雅著
9784339009019

マイコンボードRaspberry Pi ZeroやZero Wを使ったIoTの入門書。初心者にもわかりやすい設定解説で、大人か
ら子供まで幅広い層の方々がネットワークを用いたさまざまな遠隔計測制御を学べるようにした。

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。

-  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9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11月 商品コード 1028063241 □ □

専門基礎ライブラリー　電気回路　改訂版
実教出版 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
金原粲監修,加藤政一著,和田成夫著,

佐野雅敏著,田井野徹著,鷹野致和著,高田進著

9784407340372

大学・高専の工学部電気・電子学科向けの専門基礎テキスト。電気・電子系以外の学生やすべての技術者にも読めるよう、やさしく丁寧に
解説した。なるべく高校レベルの数学で理解できるよう書いており、数学的表現に気後れすることなく、学習を進めることができる。４単位
の講義に対応するページ分量と、１つの節を１コマの授業量に合わせた構成。各章とも単純な例をあげて解説し、実務で回路解析を行うと
きに困らないレベルの内容を押さえた。例題・演習問題を多数掲載。具体的な計算演習を通して理論の理解を補えるようにした。改訂版で
の改訂点・より丁寧な記述・解説に留意し、例題・問題も見直した。学習者が興味・関心が持てるよう、囲み「Tea Break」を設け、歴史・背
景・学習した理論の応用などを紹介した。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  20  -

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



理工学編 2018年9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6月 商品コード 1028301502 □ □

出版社

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6月 商品コード 1028301503 □ □

日本伝統文化の英語表現事典
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
亀田尚己著,三宮優子著,中道キャサリン著,

WANOBI 和の美編集協力

9784621302972

海外から日本にやってくる人たちの興味関心が、和食からさらに伝統文化へと益々拡大してきている。では伝
統文化について英語でうまく相手に伝えるにはどう表現すればいいのか？――興味深く、楽しく伝統文化の歴
史とその英語での表現法が理解できるユニークな事典。●具体的でわかりやすい歴史的解説。●経験豊富な
英国人翻訳家による明快な英語表現。●英語説明は日本語説明の後に配置し読みやすさを重視。

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

「地球温暖化」狂騒曲-社会を壊す空騒ぎ
（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺正著
9784621303047

パリ協定のもとで日本は、２０３０年までに約８０兆円も使いながら、地球を０．００１℃も冷やせないはず。それ
ほど不合理な「温暖化対策」に、各省庁と大半のメディア、多くの有力研究者は、なぜ喝采を送りつづけるのだ
ろうか？最新の科学情報を使い、４０年足らずの狂乱史を解剖すると同時に、「温暖化」狂騒曲の不協和音が
高まっていく暗がりの中、社会の健全化へと向かう道を照らし出す一冊。

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 

-  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9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9月 商品コード 1028301504 □ □

出版社

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9月 商品コード 1028301505 □ □

工学系のための応用数学
森北出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松井信行監修,市村正也著,

森田良文著

9784627082014

常微分方程式・ベクトル解析・複素解析・フーリエ解析・ラプラス変換の5分野について、応用する視点で解説さ
れた書籍。「なぜこれを考えるのか」「これが工学でどう役立つか」にふれながら、できるだけ直感的に理解しや
すいような説明がされているため、学びやすく、モチベーションアップも期待できます。物理学のほか、電気系、
機械系、化学系などの多様な例題が取り上げられているので、数学がいかに有益なツールであるかを実感しな
がら理解を深めることができます。詳細解答つきの演習問題もあり、独習用にもおすすめです。

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

身につく統計学
森北出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤正義監修,

伊藤公紀著,伊藤裕康著

9784627082113

《見て、解いて、繰り返す！》3ステップで「データの整理」「推定」「検定」の解き方が身につく1冊です。◆見る―
―箇条書きで整理された手順のまとめを見れば、いつ、どんな計算をするのかが一目瞭然です。◆解く――ま
とめに沿って例題を解いて、手順が確認できます。◆繰り返す――演習問題で繰り返して、解き方をしっかり身
につけることができます。基本的な考え方も、難しい数式を避けて丁寧に説明しているので、数学が苦手な方で
も無理なく理解することができます。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  22  -

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



理工学編 2018年9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 1028301506 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年10月 商品コード 1028301507 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年10月 商品コード 1028301508 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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。

リンの事典
朝倉書店

¥28,100(＋税)

¥8,500(＋税)

著編者名 大竹久夫編
9784254141047

リンは生命に必須であり、古くから肥料として産業上も重要であった。工業製品や食品、医薬品など、その用途
は拡大の一途をたどる一方、その供給は地下資源に依存しており、安価な材料として使い続けることは限界を
迎えようとしている。基礎的な性質から人間活動への影響まで、リンに関する情報を網羅した本邦初の総合事
典。〔内容〕リンの化学／リンの地球科学／リンの生物学／人体とリン／工業用素材／農業利用／工業利用／
リン回収技術／リンリサイクル

漢語 （日本語ライブラリー）（※）
朝倉書店

¥9,000(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名 沖森卓也編著,肥爪周二編著
9784254516166

現代日本語で大きな役割を果たす『漢語』とは何か、その本質を学ぶことで、より良い日本語の理解と運用を目
指す。〔内容〕出自からみた漢語／語形からみた漢語／語構成からみた漢語／文法からみた漢語／意味から
みた漢語

漢字 （日本語ライブラリー）（※）
朝倉書店

¥9,600(＋税)

¥2,900(＋税)

著編者名 沖森卓也編著,笹原宏之編著
9784254516173

漢字の歴史、文字としての特徴、アジアの各地域で遂げた発展を概観。〔内容〕成り立ちからみた漢字／形から
みた漢字／音からみた漢字／義からみた漢字／表記からみた漢字／社会からみた漢字（日本、中国・香港・台
湾、韓国、ベトナム）

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  23  -

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



理工学編 2018年9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7月 商品コード 1028301509 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028057615 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028057616 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301510 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301511 □ □

いちばんやさしい為替の教本 人気講師が
教える実務で使える通貨と経済のしくみ

インプレス 電子書籍

¥4,500(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 神田卓也著
9784295004073

経済ニュースの「なぜ？」がわかる！新聞やニュースでよく目にするにもかかわらずきちんと説明するのがむず
かしい「為替」。通貨と通貨を交換する仕組みである「為替」の動きは、経済活動全体に大きな影響を及ぼしま
す。本書は、そんな為替の仕組みを豊富な図をもちいてやさしく解説しながら、経済の「？」までひもといていき
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。

これから学ぶJavaScript
インプレス 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 齊藤新三著,山田祥寛著
9784295004097

本書は、これからJavaScriptプログラミングをはじめたいと考えている初心者のための入門書です。全くのプロ
グラミング初心者が「プログラミングとは何か」「JavaScriptが活躍するWebの世界はどういった仕掛けで動いて
いるのか」を理解できるよう、JavaScriptプログラミングの土台となる力を養えるようにサポートすることを心掛け
ています。また、上級の内容や古くからあるJavaScriptプログラミング方法などは割愛しました。

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

できる 仕事がはかどるExcelマクロ 全部入
り。

インプレス 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,680(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古川順平著
9784295003717

単純だけど時間がかかる仕事は自動化しよう！データの整形や見映えの調整に時間がかかっていませんか？
そんなときにおすすめなのがExcelの「マクロ」です。マクロを使えばExcelの操作を自動化できるため、作業の効
率が劇的に上がります。本書では、実務で活用できるさまざまなマクロを1冊にギッシリ詰め込みました。

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

いちばんやさしい新しいSEOの教本 第2版
人気講師が教える検索に強いサイトの作り
方［MFI対応］

インプレス 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥1,580(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安川洋著,江沢真紀著,村山佑介著
9784295004080

SEO入門の定番書を、最新のモバイル検索環境に対応してリニューアル。SEOの考え方の本質を経験豊富な
講師陣がやさしく丁寧に解説します。サイトに訪問するユーザーの検索意図に合わせて、どんなキーワードを対
策し、どういう構造のサイトを作ればいいのかという基礎から学ぶため、効果の長続きする「正しいSEO」が身に
付きます。

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。

電子書籍ビジネス調査報告書2018
インプレス 電子書籍

¥257,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インプレス総合研究所著
9784295004585

多様化する電子書籍ビジネス市場の動向を徹底分析！！2003年から続く業界定番の1冊。電子書籍市場は、
読み放題サービス、マンガアプリなど、多種多様なサービスが展開され競争は激化しています。本書では、電子
書籍市場規模、流通事業者の動向、ユーザーの動向、今後の展望など、電子書籍ビジネスに関する動向を多
角的に分析します。

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

□3.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 

-  24  -

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



理工学編 2018年9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8月 商品コード 1028301512 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301513 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301514 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027910675 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027880039 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027914437 □ □

NetCommons3：クラウド活用で安全・簡単に
本格ウェブサイト

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 永原篤著
9784764905757

数多くの学校や研究機関、企業等ご利用されているフリーのWebサイト管理ソフト(CMS)のバージョン3対応版。
今回のバージョンアップは、セキュリティ強化、スマホ対応！本書は、バージョンアップ内容はもちろん、12の事
例からサイト構築の方法をわかりやすく解説。また、バージョン2からの移行方法についても触れている。ネット
コモンズ利用者はもちろん、新たに利用を考えている読者にも必携の書。

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。

発見・創発できる人工知能 Otter：論理パズ
ルからのアプローチ

近代科学社 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安藤類央著,武藤佳恭著
9784764905740

OTTERは、数学における定理やパズルの解法の証明を支援するソフトウェアで、統計的論理を用いる機械学習
等に手詰まり感のある中、推論を通して新しい解を導き出す“創発的機能”を持つ、注目のAI技術である。本書
は、OTTERが得意な論理パズルを具体的な解法プログラムとともに紹介しながら、自動推論・定理証明の方法
を解説する。人工知能の研究者・技術者、必読必携の書である。

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。

スッキリわかるC言語入門
インプレス 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山清喬著
9784295003687

「スッキリわかるシリーズ」にC言語の入門書が登場！ 姉妹書の『Java入門』と同じく、「なぜ？」「どうして？」にしっかりと答
えながら解説を進めていく構成により、「ポインタ」や「文字列操作」など、Cの学習でつまづきやすい部分もスッキリ、楽しく、
グングン身に付きます。C言語やその背景にあるコンピュータの原理について、仕組みやコツも含め、入門者の方が一歩ず
つ着実に学べる一冊です。定番付録「エラー解決・虎の巻」も収録。学習用の開発環境は、複数のOSに対応し手軽に準備
できる仮想化による学習環境を用意しています。

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。

やさしく学ぶ データ分析に必要な統計の教
科書（できるビジネス）

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 羽山博著
9784295003656

ストーリー＋図解で、統計がよく分かる！売上予測やアンケート結果など、仕事で扱うデータ分析には“統計の
知識”が必須です！ 本書はストーリーや図解を絡めながら、知識と実践方法をやさしく解説。意外と知らない
「平均値」や「グラフ化」の落とし穴、「相関関係」「重回帰分析」「検定」を使いこなすためのコツなど、実務でつま
づきやすいポイントまでしっかりフォローした一冊です。

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。

動画配信ビジネス調査報告書2018 ［リニア
配信・広告・オリジナルコンテンツ等、差別化
を図る事業者の戦略を追う］

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 森田秀一著
9784295003939

多様化する動画配信ビジネス市場の動向を徹底分析。動画配信市場はオンデマンド配信が主であったが、オ
ンデマンド配信・リニア配信・ライブ、有料・広告モデルが入り乱れて競争が激化し、更にはLIVE動画での投げ
銭市場も立ち上がってきている。本書は動画配信ビジネスに関して最新概況や業界構造などを徹底分析する
ほか、注目すべきサービスの概要と戦略をそれぞれ解説する。また、実際に動画配信を利用しているユーザー
の利用動向を詳細に調査し、今後を展望する。

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

数学テクノロジー入門：画像技術を支える数
学 (IMIシリーズ：進化する産業数学 2)

近代科学社 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡田勘三著
9784764905733

画像関連技術の確立に数学・統計学が果たしてきた役割と技術を紹介する。Part1では、応用事例を理解する
ために最低限必要な数学（直交関数展開、フーリエ解析、線形代数）や統計学について準備する。Part2では、
画像データの記憶装置のデータマネージメント技術、信号再生技術に加え、電子透かし技術、画像復元などの
画像表現・処理、そして医療分野における画像形成技術を、数学を応用する視点で解説。

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。

-  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9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7月 商品コード 1028063250 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028063251 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028063252 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028063253 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882437 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882438 □ □

計算折り紙入門：あたらしい計算幾何学の
世界

近代科学社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上原隆平著
9784764905672

「計算折り紙」は近年大変注目されているコンピュータサイエンスの分野である。研究対象として、「折る」ことに
対するアルゴリズム、計算量などを中心に置いている。その応用分野は大変広く、建築・宇宙工学・医療・分子
生物学など多岐にわたる。本書は、この「計算折り紙」の第一人者である著者が、折り紙パズルや演習問題を
交えながら計算折り紙の最前線を解説していく。「計算折り紙」に関心のある読者必読の書である。

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。

Pythonで体験してわかるアルゴリズムと
データ構造

近代科学社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西澤弘毅著,森田光著
9784764905702

15の課題でアルゴリズムとデータ構造を学ぶ。各章の前半で具体的な事例から原理を理解する。確実に身につ
けるために各章に練習問題とその解答を配置。また後半ではPythonを使ってアルゴリズムのプログラムを組
み、実際にどのように動くかを体験できる。原理部分の理解と、プログラミング部分が分かれているので、原理
が理解できていないのか、プログラムが理解できていないのかが、明確に区別できる。

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。

プロジェクトの概念 第2版：プロジェクトマネ
ジメントの知恵に学ぶ

近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本プロジェクトマネジメント協会編,

神沼靖子監修

9784764905726

現実のプロジェクトに関わったことのない初心者が、プロジェクトに関する基礎的な知識を理解することを目指し
ている。文系・理系を問わず、すべての学生に理解してほしい基礎的な概念について述べた入門書。章末には
演習課題を用意し、解答またはヒントも配した。改訂にあたり、旧版の14，15章を1つにまとめて14章とし、15章
に実践事例を配置してより具体的に理解できるよう工夫した。

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。

はじめての論理回路
近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯田全広著
9784764905719

電子・情報系では必須といわれる論理回路をわかりやすく解説。1章には高校からの橋渡し的な内容を入れ、
つまずかないように工夫。また、「論理」がどのように論理回路につながるかも解説する。後半では、現場で使わ
れているHDLも解説し、初歩的な論理回路が組めるようにする。章末に演習問題を多数用意し、また、側注を設
けて、確認する内容やアドバンスな事柄を解説する。

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。

実践UXデザイン：現場感覚を磨く知識と知
恵

近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松原幸行著
9784764905696

UXデザインとは、ユーザーの経験をより良くするための仕組み・仕掛けを企画・設計することである。本書は、
著者の長年にわたる実務経験を基にUXデザインにおける実践的手法を解説する。メソッドとして一般化しにくい
現場の知識や現場感覚を大事にしながら、実践上必要となる知識や知恵をまとめている。UXデザインをどのよ
うに実務に使うか悩んでいる読者必読の書である。

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。

シミュレーションで探る災害と人間
近代科学社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井田喜明著
9784764905634

我が国は、さまざまな自然災害にみまわれている。さらには、それらがもたらす社会的災害、人的災害に苛まれ
ている。そのような中、本書は災害を解析する手段として比較的最近進歩してきたコンピュータシミュレーション
により、災害と人間の関係を広く解説する。 　シミュレーション手法の基礎的な理解を進めるために読者自ら取
り組めるよう、簡単な例題を適宜組み入れており、計算方法の詳細を付録にまとめている。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2018年9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5月 商品コード 1027659399 □ □

出版社

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 □ □

細胞膜計算 (ナチュラルコンピューティング・
シリーズ 4)

近代科学社 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西田泰伸著
9784764905689

膜は細胞という「領域」を作り出し、その内外で起きる「化学反応」を各領域に制限する役割を持つほか、膜内外
の物質の「輸送」を制御する。この領域・化学反応・輸送を、プロセッサや演算などの概念に読み替えたものが
細胞膜計算である。本書では、この計算機構の数理的側面を解説するとともに、自然システムにこの計算を適
用する試みや、既存の計算機では難しいNP困難問題等に威力を発揮することなどにも触れる。

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

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。2018年1月電子版新リ
リース。

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

-  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9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6月 商品コード 1028063232 □ □

実戦データマイニング　-AIによる株と為替
の予測-

オーム社 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 月本洋著,松本一教著
9784274222375

AIを「株と為替」に応用！／本書は、社会に浸透しつつあるAIを「株と為替」に応用する手法について、実戦的
に解説した書籍です。情報処理関係の知識がない金融関係者でも理解できるように、1章でデータマイニングの
基礎知識、2章で基本的なデータ解析手法を紹介した後、株と為替の売買シミュレーションに入るように構成し
ています。また、本書ではニューラルネットワーク、ディープラーニングによるシミュレーションを取り入れており、
情報処理関係者・金融関係者双方にとってまさに知りたい内容となっています。

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

  オーム社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



医学編 2018年9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 商品コード 1028301515 □ □

出版社

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 1028301516 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301517 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301518 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301519 □ □

■病態からみた理学療法　全2巻セット
中山書店 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋仁美編

臨床の「なぜ？ どうして？」がわかる、病態からみた理学療法。患者の病態を理解することが効果的な理学療法
の実践につながる！PT必携のシリーズ全2巻セット。

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。

病態からみた理学療法　外科編
中山書店 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋仁美編
9784521745947

忙しい現場では、どのような疾患に対しても、評価といえば、関節可動域や筋力検査、治療といえば、歩行や筋
力トレーニングなど画一的になりがちである。本書は、臨床でよく遭遇する外科系疾患を取り上げ、「なぜその評
価をするのか？」「どうしてこのプログラムを行うのか？」がわかるように、病態の知識を徹底解説。患者の生活
の質（QOL）を見据えた効果的な評価・プログラムが見えてくるPT必携のシリーズ本。

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

病態からみた理学療法　内科編
中山書店 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋仁美編
9784521745930

忙しい現場では、どのような疾患に対しても、評価といえば、関節可動域や筋力検査、治療といえば、歩行や筋
力トレーニングなど画一的になりがちである。本書は、臨床でよく遭遇する内科系疾患を取り上げ、「なぜその評
価をするのか？」「どうしてこのプログラムを行うのか？」がわかるように、病態の知識を徹底解説。患者の生活
の質（QOL）を見据えた効果的な評価・プログラムが見えてくるPT必携のシリーズ本。

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

虚血性心疾患―識る・診る・治す・防ぐ (循
環器内科専門医バイブル 2)

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,中村正人編
9784521745848

循環器専門医と専門医を目指す医師のための新シリーズ第２弾。PCIの適応の拡大、デバイスの発展と手技の
向上によって、虚血性心疾患の治療は成熟期を迎えている。本書では、動脈硬化の危険因子、疫学、診断・検
査、病態に応じた治療、特殊な症例の管理、二次予防、そして診断と治療の最新動向を詳しく解説。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。

統合失調症・うつ病の作業療法の進め方
（※）

中山書店 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀田英樹編
9784521746067

作業療法の臨床例をあげ、作業療法評価のもととなる患者の面接や作業中の様子を臨場感あふれる会話形式
などで紹介している。統合失調症患者やうつ病患者の特徴の解説もあり、疾患の理解を踏まえたうえで、事例か
ら作業療法士が観察･介入すべきポイントなどがわかるようになっている。作業療法の実際を知りたい実習生や
他施設の取組みを参考にしたい作業療法士にとって好適な書である。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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9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7月 商品コード 1028301520 □ □

最新ガイドライン準拠 消化器疾患 診断・治
療指針

中山書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
佐々木裕編,木下芳一編,
下瀬川徹編,渡辺守編

9784521746012

内科医が多く遭遇する一般的な腹部症状（腹痛、下痢、便秘、嘔吐、腹部膨満など）や重篤な消化器疾患につな
がる所見（急性腹症、吐血、下血、黄疸、体重減少など）について豊富な知識をもつことは、患者の診療と専門医
へのコンサルタントに役立つ。

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

-  30  -

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9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8月 商品コード 1028301521 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301522 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301523 □ □

出版社

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8月 商品コード 1028301524 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301525 □ □

実践　子どもの漢方
日本医事新報社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥3,800(＋税)

システムバイオロジー、マイクロバイオーム、個別医療から考える小児への漢方処方。いつもの診療に漢方を加
えて、治療の引き出しを増やす！子どもの保護者の不調にも応えられる処方も掲載しました。

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

冊子購入確認

著編者名 黒木春郎著
9784784947775

jmedmook57 あなたも名医！スキルアップを
めざす糖尿病薬物治療

日本医事新報社 電子書籍

¥8,500(＋税) □

¥3,500(＋税)

9784784966578

冊子購入確認

著編者名 辻野元祥編著

糖尿病関連の各種ガイドラインの内容から一歩踏み込んだ診療を実践したい先生方に贈る「スキルアップのた
めの糖尿病薬物治療」のガイドブックです。糖尿病非専門医が日常診療で抱く様々な疑問に対し、診療に精通し
た専門家たちが具体的に解説。公式ガイドラインでは知ることのできない診療ノウハウをお伝えします。

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。

糖尿病と骨粗鬆症 治療薬を考える
日本医事新報社 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上大輔編
9784784962600

糖尿病や各合併症の骨粗鬆症への影響の仕方、それぞれの治療薬の作用メカニズムや代謝への影響・リスク
について、第一線の専門家が解説。糖尿病と骨粗鬆症の包括的マネジメントに向けて、知識の整理に役立つ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。

医師のための節税読本　第2版
日本医事新報社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西岡篤志著
9784784946112

平成30年度税制改正に対応した最新版！クリニック専門の税理士が教える「本当に効果的な節税法」とは？院
長が知っておくべき税務対策のすべてがこの一冊に。

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。

Dr．のための「知ってトクする」診療所レセプ
トQ&A116　改題改訂第4版

日本医事新報社 電子書籍

¥8,500(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長面川さより著
9784784943128

2018年（平成30年）4月に改定された診療報酬に準拠。今版では「かかりつけ医機能の体制評価は？」「オンライ
ン診療料算定時の留意点は？」「認知症サポート医と認知症治療に関する診療報酬とは？」などの新規Q＆Aを
追加し、さらに「かゆいところに手が届く」仕上がりとなっています！うっかり見落としてしまう「請求漏れ」を防ぐた
めに、医師であり「経営者」でもある先生必携の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   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  31  -

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



医学編 2018年9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5月 商品コード 1028301526 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301527 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301528 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301529 □ □

出版社

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7月 商品コード 1028301530 □ □

肩の外傷  骨接合術＆人工肩関節置換術
メディカ出版 電子書籍

¥39,600(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 末永直樹編著
9784840465489

【640点以上のイラスト・写真で見てわかる】上腕骨近位端骨折、鎖骨遠位端骨折などの肩の外傷の診断・治療
に必要な知識をすべてまとめた最も新しい実践書。1項目・数ページでコンパクトにまとめてあり、さっと読めて、
すぐに役立つ。各骨折の分類・評価も掲載。肩にかかわる整形外科医必携の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。

ER・ICUの薬剤121 ver. 2.0  看護師・研修医
必携 (エマージェンシー・ケア 2018年夏季増
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 大野博司編著,志賀隆編著
9784840462969

【実践知が詰まった薬剤本の“新”決定版！】ER・ICUの薬剤本の決定版がver 2.0に進化した！薬剤10点を新た
に追加、また薬剤ごとのアプローチ・使い分け・考えかたを解説した「もっとわかるパワーアップポイント」も加わ
り、実践に生かせる知識がより凝縮された1冊に！編著者は看護師・研修医に絶大な人気の大野先生＆志賀先
生！

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

2018-2019年　改訂3版　眼科点眼薬Note  
ジェネリックがわかる！市販薬もわかる！

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 加藤浩晃著
9784840465229

【ジェネリック薬写真約300点と薬価を追加】処方の点眼薬と市販の点眼薬（OTC薬）を、薬剤のカラー写真付き
で、適応、用法用量、禁忌、薬理作用、副作用、保存方法などについてわかりやすく解説した。巻頭に、点眼薬
のキャップの色から探せるキャップカラーインデックス付き！

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。

透析穿刺スキルアップBOOK  どんな血管に
も“うまく”刺せるコツを教えます！ (透析ケ
ア 別冊)

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 宮下美子編
9784840465427

【これから穿刺をはじめる新人スタッフ必携！】穿刺の失敗は、患者はもちろん、スタッフ自身も相当なストレスに
なり、「できるなら穿刺はしたくない！」と思うスタッフも多い。バスキュラーアクセスの基本や穿刺のコツが理解で
きれば、本当は穿刺は怖くない。はじめての穿刺はこの1冊で大丈夫！

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

看護師・臨床工学技士のための　透析シャ
ントエコー入門  機能評価・形態評価・エコー
ガイド下穿刺のWEB動画つき

メディカ出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 春口洋昭編著
9784840465410

【透析室でのエコー活用法がわかる！】血液透析治療ではシャントが不可欠であり、安定して治療を行うために
はシャントの機能維持が欠かせない。透析室において、日々のシャント管理や穿刺にエコーをどう活用するか、
シャントエコーの基礎とポイントを透析室スタッフ向けにやさしく解説。

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。

□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 

-  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9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8月 商品コード 1028240040 □ □

出版社

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 1028301531 □ □

出版社

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6月 商品コード 1028301532 □ □

科研費獲得の方法とコツ　改訂第6版
羊土社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児島将康著
9784758120883

半世紀ぶりの大きな制度変更に対応したベストセラー最新版！平成30年度公募の経験を踏まえ、新しい申請書
と審査システムについて大幅加筆！申請書の書き方を中心に、応募戦略、採択・不採択後の対応などのノウハ
ウを解説。

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

よくわかる輸血学　第３版
羊土社 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大久保光夫著,前田平生著
9784758118323

安全な輸血のために必須の基礎知識を、コンパクトにわかりやすくまとめた、大好評の輸血入門書！巻末には
医学生の実習に役立つ実習の手引き、各種認定試験対策に役立つセルフアセスメントテストつき！

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

NBC災害に備える！発災後、安全に受け入
れるための医療現場マニュアル

羊土社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口芳裕監修,中島幹男編
9784758118200

NBC災害発生時、被災者の搬送や受け入れに関与する可能性がある医師・看護師・消防職員必携！救急車や
診察室を短時間で養生する方法など、二次・三次の汚染拡大防止のための具体的方法を解説した実践マニュア
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。

□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 

-  33  -

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。



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

和雑誌
バックナンバー
和雑誌
バックナンバー

学生用図書
就活・資格・留学
学生用図書
就活・資格・留学

英語
多読
英語
多読

ICT
教材
ICT
教材

● 1点からの買い切り型（初期導⼊費は不要）の電⼦書籍をご提供致します。

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

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

● IPアドレスによる認証が⾏えます。

● 全⽂検索等の便利な機能や、印刷、ダウンロードが⾏えます。

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

⾏えます。

● ディスカバリーサービスと連携が⾏えます。

● 図書館のOPACからのリンクが⾏えます。(MARCは無償提供)

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

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



電⼦書籍の便利な機能で、研究・学修をサポート致します。
❒ キーワード検索

❒メールでの情報共有 ❒本⽂のダウンロード

❒⾒開き/単ページ表⽰切替

1回の閲覧につき60頁
までダウンロードが可能。
（著作権保護のため）

閲覧している書籍の書名と書籍詳細
ページへのURLメール送信が可能。

ハイライト表示をクリックすると、該当ページにジャンプ。

単ページ表示、⾒開き表示の切り替えが容易に。

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

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



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

 

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

【関東甲信越】

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

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

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

【北海道・東北】

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

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

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

【東海・北陸】

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

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

【関西】

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

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

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

【中四国】

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

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

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

【九州】

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

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

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

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

 

             ◆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


