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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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1028506610 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506611 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1028506612 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1028506613 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506614 □ □

公共図書館運営の新たな動向 (わかる！図
書館情報学シリーズ 5)

勉誠出版 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本図書館情報学会研究委員会編
9784585205050

公共図書館の転換点。2000年代以降、公共図書館の運営には大きな変化が見られる。その背景には、情報通信技術の進展、図
書館への各種経営手法の導入、国・地方公共団体の財政のひっ迫、そして両者の関係性変化など、様々に複合する要因がある。
「わかる！図書館情報学シリーズ」の最終巻にあたる本書では、これから公共図書館が大きな転換点を迎えるにあたって広く議論
されるべき課題を提示し、現場の図書館員や図書館情報学の学習者に向けて概論的に紹介する。評価制度、指定管理者制度、
正規・非正規、専門、民間など多様な立場からなる図書館組織、住民との「協働」、通信技術の変化にともなう個人情報の扱い方、
利用の変化からみた「建築」のあり方や老朽化など、公共図書館が今後直面する問題を共有し、考えるための一冊である。

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

キミもサムライになれる！ 武士道を知るた
めの35ヶ条

勉誠出版 電子書籍

¥2,800(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北影雄幸著
9784585215356

伝統精神を生きる。文武両道、礼節と理非曲直をわきまえ、強靭な精神力と実行力で美しく生きる。知・仁・勇の
大和魂が日本を救う。「武士道」を知るための35ヶ条！

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

日中戦争はスターリンが仕組んだ 誰が盧溝
橋で発砲したか

勉誠出版 電子書籍

¥2,200(＋税) □

¥800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木荘一著
9784585222163

スターリンは、敵同士を戦わせて最大利得を得るべく、蒋介石・ルーズベルトをそそのかして日本を攻撃させ、日
中戦争・日米戦争を仕組んだ。日本の政財界が親日家と誤解して多額の資金を提供した蒋介石は、スターリン
の掌に握られた生卵のように操られ、共産ソ連の手先となって抗日戦に走り、和平の糸口はつかめなかった。日
本は中国に侵略戦争などしていない。蒋介石を信じた結果、スターリンの罠に嵌まって、引きずり込まれただけ
だ。謝罪し続ける日本政府の無知。

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

日本人を肯定する 近代保守の死
勉誠出版 電子書籍

¥2,900(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中英道著
9784585210498

三島由紀夫、江藤淳、西部邁…戦後日本の保守論客たちの自死は何を意味するのか？粉砕すべき「近代」とい
う架空概念、変質したマルクス主義に翻弄され続けた20世紀。その根底にある聖書の思想の正体と暴力と執拗
な批判による伝統文化、秩序の破壊を正当化する運動の関連を明らかにする。日本人の劣化・自滅は防げる
か？世界の思想、日本の思想の同時代状況を生きた著者の述懐と血路を示す。

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。

生殖医学から古代の謎に迫る
勉誠出版 電子書籍

¥2,800(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 江本精著
9784585222156

縄文最大の神は妊婦だった？！イザナギ・イザナミの最初の子ヒルコは胞状奇胎。天狗まつり、玉せせりは男性
のシンボル？神社は胎児を宿す子宮であり、しめ縄はへその緒、手水舎、湧き水は羊水をあらわす…。生殖医
学から古代の謎を解く「生殖考古学」ここに誕生！

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

□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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1028506615 □ □

三島由紀夫の国体思想と魂魄
勉誠出版 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤野博著
9784585291688

日本人の生命は誰が守るのか。「生命尊重のみで、魂は死んでもいいのか」「生命以上の価値とは、われわれの
愛する、歴史と伝統の国、日本である」と国民の覚醒と自尊自立を訴えた三島由紀夫。「伝統と革新の均衡」を
思想基盤とした、国家論と国体思想を、客観的かつ精密に究明。魂魄の真価が今よみがえる。

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。

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年5月 商品コード 1028506616 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506617 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥11,300(＋税)

みすず書房 電子書籍
「蓋然性」の探求 古代の推論術から確率論
の誕生まで

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

¥20,800(＋税) □

¥6,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジェームズ・フランクリン著,南條郁子訳
9784622086871

古代の法典からパスカルの書簡まで、「蓋然性（probability)」の歴史絵巻を紐解き、確率論の前史のイメージを
刷新する。

□

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 デイヴィッド・バーチ著,松本裕訳

人が理解するマネーから、人を理解するマネーへ。マネーの誕生から現在までをたどり、ビットコイン後のマネー
像を描きだす。

ビットコインはチグリス川を漂う マネーテクノ
ロジーの未来史

みすず書房

9784622086949

□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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年7月 商品コード 1028506618 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506619 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506620 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506621 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506622 □ □

現代社会と経済倫理（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永合位行著,鈴木純著
9784641165274

製造業の品質偽装、長時間労働と過労死、職場のハラスメントなど、新聞やニュースで取り上げられる経済倫理
に関わるさまざまな問題を題材に、企業・労働者・消費者に求められる行動とは何かを、さらには経済社会のあ
るべき姿とは何かを模索する。

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

解雇規制を問い直す 金銭解決の制度設計
有斐閣 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大内伸哉編著,川口大司編著
9784641165212

日本型雇用システムが変容する中で、それを前提に構築されてきた解雇規制を今後も維持していくことが本当
に望ましいことなのか？　過去の政策論議を振り返るとともに、国際比較から日本の解雇法制を特徴づけた上
で、理論・実証分析に基づく改革案を提示する。

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

民事訴訟法〔第3版〕 (LEGAL QUEST)（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
三木浩一著,笠井正俊著,
垣内秀介著,菱田雄郷著

9784641179387

民事訴訟法の基礎を確実に習得できるよう丁寧な解説を心がけた、スタンダードテキスト。確実かつ立体的な理
解を助ける相互参照や「TERM」「すこし詳しく」の欄などの工夫そのままに、平成29年民法改正を含む法改正お
よび旧版以降の新判例を織り込んだ最新版。

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。

租税法入門〔第2版〕　(法学教室ライブラ
リィ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増井良啓著
9784641227538

所得課税を素材に、現行法の背景にある基本的な政策や制度の沿革なども丁寧に紹介し、租税法全体の見取
図を描く好評書の第２版。新たに「所得区分の実践」「みなし配当の例解」「所得税と相続」の３章を書き下ろし、
新判例や平成30年税制改正もフォロー。

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。

¥3,600(＋税)

¥1,600(＋税)

9784641126039

電子書籍

問題演習 基本七法（※） □

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。

「法学教室」誌で好評の演習欄１年分（七法分野×12問）を１冊に。事例問題を解くことは訓練をしないとできま
せん。論点を探し、規範を考え、事実をあてはめる──本書で集中的に訓練をしよう。定期試験はもちろん、法
科大学院入試や予備試験等の対策に最適です。

法学教室編集室編著編者名

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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1028506623 □ □

金融システムの制度設計 停滞を乗り越え
る，歴史的，現代的，国際的視点からの考
察

有斐閣 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福田慎一編
9784641165090

急速な金融の自由化・国際化により転換点を迎えている日本の金融システム。規制の多いシステムは時代に対
応し難いが、規制のない市場はしばしば社会に深刻なダメージをもたらす。望ましいシステムの構築に向け、歴
史的、現代的、制度的、国際的な視点から考察。

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

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1028506624 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506625 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506626 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506627 □ □

室町将軍の御台所 日野康子・重子・富子
(歴史文化ライブラリー 474)

吉川弘文館
□

¥1,700(＋税)

冊子購入確認

電子書籍

9784642058742

室町将軍歴代の正室となった公家の日野家出身の女性は、飢饉や土一揆の頻発した難しい時代をどう生きた
のか。３代義満・６代義教・８代義政の正室を中心に、その役割を社会情勢の推移とともに描く。朝廷とのあいだ
を取り持ち、配下の武士に心を配り、次期将軍に母として訓戒を与え、行事参列を指導するなど、政治に深く関
与した実像を明らかにする。

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。

電子書籍

¥1,700(＋税)

書物と権力 中世文化の政治学 (歴史文化
ライブラリー 473)

冊子を購入または
発注の場合は、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

印刷技術が未発達で出版業が存在しない中世社会において、人は書物をどのように入手していたのか。宗(そう)
祇(ぎ)ら連歌師による流通への関与、伏見宮家から足利将軍への『風雅集』『玉葉集』贈与など、限られた者の
みがアクセスできた「書物」の伝播・普及と権力との結びつきを解明。威信財としての書物の機能に言及し、古典
的書物を持つことの意味に迫る。

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

田端泰子著

9784642058735
著編者名 前田雅之著

著編者名

¥5,700(＋税)

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

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

飛鳥・藤原の宮都を語る 「日本国」誕生の
軌跡

吉川弘文館 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

□

冊子購入確認

著編者名 大森映子著
9784642067669

江戸時代、大名家は世襲で受け継がれるが、後継者がいないとその家は取りつぶされる。突然の事態に関係者
はどのように対処したのか。幕府の公的な記録に表れない不自然な事例から、存続をかけた大名家の苦労を探
る。

お家相続 大名家の苦闘 (読みなおす日本
史)

吉川弘文館

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 相原嘉之著
9784642083386

飛鳥・藤原の地は、６世紀末から８世紀初めにかけてわが国の中心として栄えた。推古朝の豊浦宮・小墾田宮か
ら皇極朝の飛鳥板蓋宮までの宮跡発掘の成果や高松塚古墳の壁画救出などについて豊富な図版を交えて紹
介。マスコミを賑わした新発見については「旬の話題」としてコラムにまとめ、律令制による天皇を中心とした「日
本国」誕生の過程を探る。

□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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年6月 商品コード 1028506628 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506629 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506630 □ □

遺伝学辞典
慶應義塾大学出版会

多様な花が生まれる瞬間
慶應義塾大学出版会

著編者名
Robert C. King編,Pamela K. Mulligan編,

William D. Stansfiel編,
公益財団法人遺伝学普及会訳

9784766425253

▼OUP刊“A Dictionary of Genetics, Eighth edition”の全訳。▼遺伝学やライフサイエンス関連事項7,340項目を
収録。▼有用なデータを盛り込んだ充実の6つの付録を用意。▼遺伝学上重要な1,036件の歴史的出来事を年
表として収録。▼日本遺伝学会などが見直しを進める新和名を併記。▼日本語索引（英語付き）は和英辞典とし
ても使用できる。

著編者名
斎藤成也監修,塚谷裕一監修,
高橋淑子監修,奥山雄大著

9784766423006

▼チャルメルソウ類の研究からたどり着いたのは、進化生物学で最古のテーマでもある「種の起原」という最も挑
戦的な問題だった。▼花とその花粉を運ぶ虫との共生関係から、種の分化という謎に迫る。

電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥15,000(＋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

¥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。

パーソナルファイナンス教育の理論と実証 
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥21,100(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 橋長真紀子著
9784766425406

▼個人の経済的自立と自然社会と共生する豊かな消費行動のために。適切な金融行動を通じて社会的価値行
動の醸成を目指す国際比較に基づくパーソナルファイナンス教育の理論と実証。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1028506631 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506632 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506633 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506634 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506635 □ □

金融危機と対峙する「最後の貸し手」中央銀
行 破綻処理を促す新たな発動原則の提言：
バジョットを超えて

勁草書房 電子書籍

¥17,000(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木下智博著
9784326504473

金融システム安定を目的とする中央銀行の「最後の貸し手」機能について、理論と具体的事例の双方の裏付け
を伴なって体系的に解説する。また「最後の貸し手」機能の制度設計や発動原則のあるべき姿を論じる。

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

プライバシーの経済学
勁草書房 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高崎晴夫著
9784326504503

パーソナルデータの利活用は、新産業の創出や経済的な成長の源泉と捉えられている。一方で、プライバシー
保護に対する消費者の懸念やそれを反映した企業側のリスクへの恐れから、実際の利活用は進んでいない。本
書はパーソナルデータをめぐる制度整備が、どの程度消費者の懸念を解消し、その利活用に貢献するかを経済
学的に論じる。

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

＃リパブリック インターネットは民主主義に
なにをもたらすのか

勁草書房 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 キャス・サンスティーン著,伊達尚美訳
9784326351763

オンライン世界がいかにして「サイバーカスケード」を生み、「確証バイアス」を利用し、われわれを「分極化」する
のか。民主主義の活力源である共有されるべき会話、経験、相互理解はいかにして危機に瀕するのか。現状を
丁寧に解説したうえで、諸刃の剣インターネットを民主的な熟議に活用するための実際的、法的な改善点を提案
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。

カント批判 『純粋理性批判』の論理を問う
勁草書房 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 冨田恭彦著
9784326154562

ロックやバークリの研究者として、またローティの著作の翻訳者として知られる著者が、カント哲学の批判的な読
解を試みる一連の仕事の完結篇。『純粋理性批判』におけるカントの超越論的観念論が、明証必然的な理論を
標榜しつつも実は自然科学の知見を密かな基盤としていたことを明らかにし、時代の子としてのカントの実像に
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。

損失補償法コンメンタール（※）
勁草書房 電子書籍

¥40,100(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西埜章著
9784326403592

第1部の「総論」、第2部の「各論」から本書は構成され、総論では各損失補償規定の共通する性質の問題点を一
般的に考察し、各論では個別具体的に損失補償を規定している主要な法条を取り上げ解説する。本邦初の画期
的な損失補償規定全体の総合的コンメンタールであり、用地職員等の公務員、弁護士、不動産鑑定士、研究者
必携。

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

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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年8月 商品コード 1028506636 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506637 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506638 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506639 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506640 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506641 □ □

EU一般データ保護規則
勁草書房 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮下紘著
9784326403554

世界のデータ保護をリードしてきたEU。2018年5月に発効されるGDPRは日本の法制度と実務にも大きなインパ
クトを与える。GDPRの新たな権利と義務にどのように対応するべきか。GDPRに伴う日本企業の実務的対応を
解説。GDPRのデータ保護の理論と実務を知り、そしてヨーロッパの「人間の尊厳」の価値に触れる。

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。

意思主義をめぐる法的思索
勁草書房 電子書籍

¥17,900(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今村与一著
9784326403585

時代や社会によって異なる多様な正義の実現を目ざした人間の思考、「法的思考」でもって、「意思主義」を精緻
に検討する。そこには、どのような人間観、社会観が息づいているのか。あらゆる形式から解放された意思の力
を基調とする法原理のもとでも、その弱点に留意し、これを是正するためには、いかなる方策が必要となるか。

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。

軍備と影響力 核兵器と駆け引きの論理
勁草書房 電子書籍

¥13,500(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 トーマス・シェリング著,斎藤剛訳
9784326302680

2005年にノーベル経済学賞を受賞したシェリングの主著のひとつを、受賞記念講演を加えてついに日本語訳！
核兵器で国家の駆け引きはどう変わるのか？そのカラクリをダイナミックかつ緻密に浮かび上がらせ、「相互確
証破壊」の根拠を紐解く。好むと好まざるとにかかわらず、私たちは核兵器の問題から逃れられないのだ。

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

信頼を考える リヴァイアサンから人工知能
まで

勁草書房 電子書籍

¥14,500(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小山虎編著
9784326102709

どのような状況であれば信頼が成立していると言えるのだろうか。どのようなときに信頼は成立するのだろうか。
何をすれば信頼が成立するのだろうか。安心や協調といった類似した現象と信頼はどのように異なるのだろう
か。そもそも信頼とは何なのか。原点から最先端まで、個別の分野から全体的な見取図まで。信頼研究の全貌
を提示する。

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

ジャーナリズムの道徳的ジレンマ
勁草書房 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 畑仲哲雄著
9784326603077

ニュース報道やメディアに対する批判や不満は高まる一方。だが、議論の交通整理は十分ではない。「同僚が取
材先でセクハラ被害に遭ったら」「被災地に殺到する取材陣を追い返すべきか」「被害者が匿名報道を望むとき」
「取材謝礼を要求されたら」など、現実の取材現場で関係者を悩ませた難問を具体的なケースに沿って丁寧に検
討する。

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

発展する台湾企業 日経・アジア300指数構
成企業の成長過程

勁草書房 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 朝元照雄著
9784326504480

『日本経済新聞』「アジア300指数」に取り上げられて台塑石化、台湾化繊、南亜プラスチック、台湾プラスチックを
含む台湾プラスチックグループ（FPG）、研華（アドバンテック）、大立光電（ラーガン・プレシジョン）、日月光
（ASE）、および豊泰（Feng Tay）の5社の発展戦略を論じる。

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

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888911 □ □

政権交代の政治力学　イギリス労働党の軌
跡　1994-2010

東京大学出版会 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今井貴子著
9784130362672

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

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

-  14  -

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



人文社会編 2018年10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年8月 商品コード 1028506642 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506643 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506644 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506645 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506646 □ □

決定版　銀行デジタル革命 現金消滅で金
融はどう変わるか（※）

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 木内登英著
9784492681459

メガバンクがデジタル通貨発行を検討。海外ではフィンテックを駆使したキャッシュレス化が進展。金融界を襲う
大変化を大胆予測。

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

弘兼流　５０歳からの定年準備 人生後半を
自分のために生きるコツ（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 弘兼憲史著
9784492046289

５０代は人生後半を楽しむための準備期間。笑って泣ける弘兼流人生訓で、定年後の悩みが吹き飛び、自分流
の生き方がきっと見つかる。

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。

まんがでわかる　ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ １００年時
代の人生戦略（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
星井博文シナリオ,松枝尚嗣作画,

リンダ・グラットン著

9784492223871

「１００年人生」ブームを引き起こした３０万部のロングセラーが待望のまんが化。自分の人生を生きるヒントが見
つかる勇気の書。

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。

落とした脂肪は合計１０トン！伝説のダイエット・アドバイ
ザーが教える最強のやせ方 ニセ食欲がみるみる消えて
「リセットごはん」で体調まで良くなるたった３０のコツ（※）

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 岸村康代著
9784492046272

２０００人を指導した伝説のアドバイザーが全ノウハウを３０のコツで解説！ニセ食欲が勝手に消える方法、「リ
セットごはん」など網羅。

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

マンキュー　マクロ経済学Ⅱ　応用篇（第４
版）（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Ｎ・グレゴリー・マンキュー著,

足立英之訳,地主敏樹訳

9784492315101

世界中の大学で使われ続けているロングセラー・テキスト。第II巻は成長理論とマクロ経済理論・マクロ経済政策
のトピックスを収録。

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

□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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年8月 商品コード 1028506647 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506648 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506649 □ □

水力発電が日本を救う　ふくしまチャレンジ
編（※）

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
竹村公太郎監修,

福島水力発電促進会議編

9784492762448

既存ダムの能力増強で水力発電量を倍増。売却益で福島経済の復興・自立を果たし、同方式を日本全国に広
める大プロジェクトを初公開。

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

小論文これだけ！受験生の疑問にズバリ回
答！Ｑ＆Ａ編（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口裕一著
9784492046296

一番売れている小論文の学参！累計３０万部の最新刊！「９３の疑問と答えの一問一答」で受験生の知りたいこ
とが全部わかる！

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。

「会社四季報」業界地図　２０１９年版（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492973271

8年連続売上No.1！ 累計150万部突破！『会社四季報』記者が166業界3900社の今を読み解く。『業界地図』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。

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1028506650 □ □

出版社

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 1028506651 □ □

出版社

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 1028506652 □ □

出版社

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 1028506653 □ □

出版社

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 1028506654 □ □

楽しみながら学ぶ電磁気学入門
共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山﨑耕造著
9784320036017

本書は、『楽しみながら学ぶ物理入門』の姉妹書。前著では古典物理学の二本柱のうち、力学を中心に扱い電
磁気学の記述は限定的だったが、本書は電磁気学を概観できる構成となっている。本書も前著と同様、大学基
礎課程の講義（半期14回）を想定している。各章ごとに「電磁気クイズ」、「映画の中の電磁気」、「科学史コラム」
などを掲載。

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。

時系列解析（統計学One Point 4）
共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

微分積分（共立講座 数学探検 1）
共立出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
吉田伸生著,新井仁之編,

小林俊行編,斎藤毅編,吉田朋広編

9784320111745

本書は大学の理科系学部生を対象とした微分積分学入門である。極限の厳密な定義から出発し、一変数の微
積分を丁寧に解説した後、多変数の微積分の基礎まで進む。厳密な論理の美しさが分かりやすく伝わるように
工夫すると同時に、応用分野との関連、微積分学の歴史にも適宜触れる。初学者から教員まで、様々な目的で
本書を手にとられる方々が、それぞれの立場で楽しんで頂ける本である。

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。

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立木秀樹著,有賀妙子著

冊子購入確認

著編者名 柴田里程著
9784320112551

本書では、まず弱定常時系列に焦点を絞ることで、時間領域と周波数領域の関係を扱えるようになることを最
初の目的とし、その上で弱定常時系列の分解と予測を学ぶ。次に、時系列解析の実践において必須である、近
似としての時系列モデルを取り上げる。そこにはAICの生い立ちも秘められている。最後に、多変量時系列の解
析に移る。多変量時系列モデルを状態空間表現と絡めながら、多変量による問題をどうやって解決していくの
かを取り上げる。

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

9784320124233

プログラミングの初歩から始めて、実践的なプログラムを書くのに必要となる内容までを含んだ Java プログラミングの
教科書。前半では、インターネットのサポートページに公開したタートルグラフィックスのライブラリを利用しながら、オブ
ジェクト指向を中心とする Java 言語の概念を丁寧に説明。続いてJava SE 8で加えられたラムダ式に代表される関数
型プログラミング、コレクションや並列処理についても詳説。また、後半では、JavaFXによるグラフィカルユーザインター
フェース、アニメーション、そして、ネットワークなど、実用的なプログラムに必要になるライブラリの使い方を解説。

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。

ネットワークセキュリティ（未来へつなぐ デジ
タルシリーズ 36）

共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

すべての人のためのJavaプログラミング　第
3版

共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
高橋修監修,関良明著,河辺義信著,

西垣正勝著,岡崎直宣著,岡崎美蘭著,
本郷節之著,岡田安功著

9784320123564

本書は、線形代数学、情報ネットワーク、アルゴリズムとデータ構造、オペレーティングシステムに関する基本的
な知識を有する情報系学科/コースの3年生を想定して、ネットワークセキュリティを体系的に学習する事を前提
に、技術要素、実システム、関係する法律などに関して具体的な事例を取り上げながら解説している入門書で
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 

-  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028506655 □ □

出版社

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 1028506656 □ □

出版社

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 1028506657 □ □

出版社

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 1028506658 □ □

出版社

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 1028506659 □ □

TCP/IPについての基礎知識をふまえつつ、クラウドコンピューティングに不可欠なOSや仮想化技術、さらには
データセンターやインターネットサービスプロバイダで用いられる基盤技術についても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。

基本情報技術入門（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

クラウドコンピューティングのためのOSと
ネットワークの基礎 （※）

コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

冊子購入確認

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木下宏揚著
9784339028768

MATLABではじめるプログラミング教室（※）
コロナ社

MATLAB初心者が実際に手を動かして覚えることを念頭に、基本技術（数値計算、データの読み込み、分析、
表示、加工、保存、GUIアプリケーション作成）について丁寧に解説した。「音」に関する楽しい題材を多数掲載。

著編者名 浅川毅他著
9784339028751

情報技術全般の理解を深める入門書として、コンピュータ技術を核にハードウェアとソフトウェアの両方をバラン
スよく解説。「基本情報技術者試験」の多くの分野をカバーし、例題や章末問題には過去問を中心にその解法
を掲載した。

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 奥野貴俊他著

電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

9784339028775

語学学習支援のための言語処理  (自然言
語処理シリーズ 11)

コロナ社 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥村学監修
9784339027617

語学学習支援のための自然言語処理について、その難しさと解決法を中心に解説した。特に、他の自然言語
処理分野と異なるあまり知られていない情報やテクニックに焦点を当て、この分野の研究を始める人の入門書
となるよう心掛けた。

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。

医療言語処理 (自然言語処理シリーズ 12)
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
9784339027624

医療分野の情報処理の高度化は、電子カルテの実用化により加速している。医療言語処理はその基盤を支え
る技術である。本書は情報処理研究者を対象にリソースをさまざまなテキストから紹介し、基本を押さえた手法
を解説している。

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

  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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年9月 商品コード 1028506660 □ □

出版社

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 1028506661 □ □

出版社

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 1028506662 □ □

データ構造とアルゴリズム (コンピュータサイ
エンス教科書シリーズ 2)（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤大雄著
9784339027020

カッコウハッシュ、タンゴ木、定数時間アルゴリズムなど、非常に重要であるが内容が先進的であるために通常
の教科書では取り上げられなかったアルゴリズムについて、初心者にでもわかるように解説したこれまでにない
教科書。

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

スパースモデリング 基礎から動的システム
への応用

コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永原正章著
9784339032222

本書は、スパースモデリングの基本的な考え方から最新の研究成果である動的スパースモデリングの計算まで
をわかりやすく解説した本邦初の専門書。スパースモデリングを実際に試すMATLABコードを掲載しているのが
特徴。

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

製品事例から学ぶ現代の電気電子計測
（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤田吾郎著
9784339009057

本書は電気電子計測を学ぶ本であり、テスタなど製品の解説から逆に辿って計測原理を理解できる。製品の取
扱い方を素早く理解でき、原理もわかりやすい。また、カタログなどからその製品が使える電圧や周波数の範囲
も学べるようにした。

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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年10月 商品コード 1028506663 □ □

出版社

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 1028506664 □ □

Professional Engineer Library　環境工学
実教出版 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集員会監修,山崎慎一編著,山口剛士著,川上周司著,
山口隆司著,谷川大輔著,多川正著,山内正仁著,山田真義著,
畠俊郎著,東海林秀幸著,角野晴彦著,青木哲著,大田直友著

9784407340303

・高専の環境系学科、土木・建築科1～5年生、大学では環境系学科、建築学科１～２年の必修の授業である
「環境工学」のテキストとして編修している。・初学者も学びやすいよう、身近な事例を章扉や予習問題、本文側
注に掲載している。

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

Professional Engineer Library　構造力学
実教出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集員会監修,岩坪要編著,勇秀憲著,石丸和宏著,

海田辰将著,辻原治著,冨田充宏著,中澤祥二著,
平沢秀之著,宮嵜靖大著,村本真著,玉田和也協力

9784407337877

・高専の建設・建築系学科2～4年生、大学では、建設・建築系学科1～2年の必修の授業である「構造力学」の
テキストとして編修した。・初学者も学びやすいよう、身近な事例を章扉や予習問題、本文側注に掲載している。

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

□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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年7月 商品コード 1028506665 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506666 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506667 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506668 □ □

演習　 誰でもできる 化学濃度計算－実験・
実習の基礎（※）

丸善出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立屋敷哲著
9784621303122

著者が大学で実際に使用している講義資料をベースに、学生がどこでつまずくのか、どういった質問があった
のかなどを内容に反映し、改良を重ねてまとめた演習書。実験・実習の際に必要な化学計算が苦手な方も、自
分で読んで理解できるように懇切丁寧な説明、米国式の換算係数法の解説が特徴。

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

量子力学 II（※）
丸善出版 電子書籍

¥18,500(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木伸著
9784621303054

量子力学の基礎理論について根本的疑問に答えるていねいな考察と解説。「物わかりの悪い人」を読者対象
に、初学者が抱く根本的な疑問に改めて向き合い、量子力学の理解に必要な話題を網羅。初等的な数学（主に
微積分）と物理（主にニュートン力学）だけを前提に、疑問点を解明しながら量子力学を発見的に再構成できる
よう構成。

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。

ルネサンスの多面体百科（※）
丸善出版 電子書籍

¥19,200(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 David Wade著,宮崎興二編訳
9784621303115

本書ではルネサンス時代に描かれたユニークで著名な多面体のすべてをそれぞれの周辺の歴史的な流れとと
もに解説したものである。著名な多面体を網羅した類書はないため、数学者のみならず、美術・インテリアデザ
イン・建築分野の関係者にとってもデザイン発想のヒントを与えてくれる。

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。

対話のことば―オープンダイアローグに学
ぶ問題解消のための対話の心得（※）

丸善出版 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井庭崇著,長井雅史著
9784621303146

オープンダイアローグは精神疾患の治療法のひとつで、対話によって抱えている問題を解消することを目指し
ています。本書はその対話のエッセンスを、普段の思考や会話、対話に取り入れられるように、パターン・ラン
ゲージを用いた30の「ことば」で紹介しています。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年10月 商品コード 1028506669 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年10月 商品コード 1028506670 □ □

耐震工学入門 第3版・補訂版
森北出版 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平井一男著,水田洋司著
9784627464544

■□地震に耐えるインフラをつくる！□■橋や道路、建物などを地震の被害から守るために、振動理論とその
知識に基づく設計法が必要です。本書は、地震発生のメカニズムから、振動理論、耐震設計法までを通してや
さしく解説します。さらに、例題を解いて、定量的な考え方を学びます。第3版・補訂版では、2017年に道路橋示
方書が改訂されたことを受けて、第III編の用語を整理するとともに、静的解析と動的解析に分けて耐震設計法
を解説するようにしました。

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。

伝熱工学 新装第2版
森北出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 一色尚次著,北山直方著
9784627610743

伝熱現象について、基本的な考え方と具体的な計算方法が詳しくまとめられています。熱伝導・熱伝達・熱放射
といった基礎事項が懇切丁寧に解説され、計算の過程も省略せずに書き下ろされているので、初めて学ぶ方や
数学が苦手な方でも無理なく読み通すことができます。多くの大学や高専で長い間ご採用いただいている、定
番のテキストです。レイアウトを一新し、いっそう読みやすく、わかりやすくなりました。

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。

□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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年10月 商品コード 1028506671 □ □

出版社

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 1028506672 □ □

出版社

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 1028506673 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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。

「異常気象」の考え方 (気象学の新潮流 5)
朝倉書店

¥11,600(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 木本昌秀著
9784254167757

異常気象を軸に全地球的な気象について、その見方・考え方を解説。〔内容〕異常気象とは／大気大循環（偏
西風、熱帯の大循環）／大気循環のゆらぎ（ロスビー波、テレコネクション）／気候変動（エルニーニョ、地球温
暖化）／異常気象の予測

まちを読み解く (日本語ライブラリー)
朝倉書店

¥10,600(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 西村幸夫編,野澤康編
9784254266467

国内29カ所の特色ある地域を選び、その歴史、地形、生活などから、いかにしてそのまちを読み解くかを具体的
に解説。地域づくりの調査実践における必携の書。〔内容〕大野村／釜石／大宮氷川参道／神楽坂／京浜臨
海部／鞆の浦／佐賀市／他

手作り絵本SMILE (シリーズ〈絵本をめぐる
活動〉 3)

朝倉書店

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 和田直人編
9784254685237

手を動かし考えながら1冊の絵本を作り上げていく魅力とそこから生まれてくる様々な事象を探り出す。〔内容〕
教育活動のなかの手作り絵本／手作り絵本で広がる交流の世界／あらゆる人のための手作り絵本／さまざま
なかたちの手作り絵本

□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。



理工学編 2018年10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年8月 商品コード 1028506674 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506675 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506676 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506677 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506678 □ □

研究開発を成功に導くプログラムマネジメン
ト

近代科学社 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本プロジェクトマネジメント協会編
9784764905764

研究開発は、企業や国家の発展のために最重要な戦略活動であるが、多大な人的・財務的投資にもかかわら
ず、事業化に至らず失敗に終わることも少なくない。本書では、国家機関や民間企業における研究開発の実施
体制や成功例を提示しながら、研究から開発、事業化に至るそれぞれの段階においてプログラムマネジメント
を導入し、「見える化」・「組織化」・「効率化」を図ることで成功率を上げる手法を提案する。

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。

ドローンビジネス調査報告書2018【農林水
産業編】 ドローンで実現する産業革新とサ
ステナビリティ

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 春原久徳監修,青山祐介著
9784295004868

農林水産業分野のドローンビジネス市場を徹底分析本調査報告書は、農林水産業でドローンをビジネス活用
する際に必要な情報を明らかにしつつ、ドローンビジネスの現状と今後の展望までを分析します。

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。

フリーランスで行こう！ 会社に頼らない、新
しい「働き方」

インプレス 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,280(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高田ゲンキ著
9784295004578

少年時代からフリーランス的な働き方にあこがれ、14年前にイラストレーターとして独立した筆者の、会社員か
ら独立するまで、独立してからの仕事の取り方、お金や法律の問題、海外移住など、その悲喜こもごもをマンガ
で紹介！「フリーランスになりたい」とか「会社を辞めて好きなことを仕事にしたい」という意思を持っている人に
向けた、役立つ情報満載の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。

いちばんやさしいInstagramマーケティング
の教本 人気講師が教える「魅せるマーケ」
勝利の法則

インプレス 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥1,980(＋税) 冊子購入確認

著編者名 甲斐優理子著
9784295004066

あらゆる業種・業界に効く、「撮りたい」心理をつかむ施策が満載！本書は、さまざまな業種で使えるInstagram
の機能を生かしたマーケティングの施策を著者が提案。複数の施策を組み合わせて自社に注目してくれるファ
ンを増やし、認知の向上や販売促進など、目指すゴールに到達する方法を解説します。

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

夜の絶景写真 星空風景編
インプレス 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 沼澤茂美著
9784295004509

本書では、ただ漫然と星空を撮るのではなく、夏のテーマとして人気の「直立する天の川」が見られる時間、「棍
棒を振り上げたオリオン座」が見える時期など季節ごとにテーマにしたい星空についても詳しく解説。さらに星の
軌跡の作り方、月夜の風景、流星群などの天体ショーの撮り方とその現象が起きる理由も解説。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

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



理工学編 2018年10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1028506679 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028301511 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

形態素解析の理論と実装 (実践・自然言語
処理シリーズ 2)

近代科学社 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 工藤拓編
9784764905771

言語において意味を成す最小の要素である「形態素」の解析方法について、技術者向けにその理論や実装方
法を網羅的、体系的に解説する。実装や高速化等を扱いつつ、辞書やコーパスなどの言語資源の構築・利用
についてもカバー。解析ツールを「ブラックボックス」として使っている人も中身を理解したうえで拡張・改良でき
る道筋ができ、ひいては独自の辞書の作成を目指せるようになる。C++11を使った具体的な実装方法も掲載。

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。

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。

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。

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。

電子書籍ビジネス調査報告書2018
インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インプレス総合研究所著
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。
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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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

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。

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。
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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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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 □ □

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。

¥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。

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

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立川篤著
9784764905658

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。

議席配分の数理：選挙制度に潜む200年の
数学

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 一森哲男著
9784764905641

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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 

-  28  -

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



理工学編 2018年10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年7月 商品コード 1028506680 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506681 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506682 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506683 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506684 □ □

海について、あるいは巨大サメを追った一年
ニシオンデンザメに魅せられて

化学同人 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
モルテン・ストロークスネス著,

岩崎晋也訳

9784759819717

本書は、この神秘のサメに魅せられた二人の男が、小さなゴム製ボートに乗り込み、サメ用の釣り針、350メート
ルの釣り糸、6メートルの鎖を使用して捕獲に挑んだ1年間の記録だ。その物語はサメの捕獲にとどまらず、海
洋生物、天文、環境問題、詩、文学、神話、歴史、北欧の地誌など、人と海、人と環境をめぐる話題へと縱橫に
発展する。生命の素晴らしさ、自然の美しさと厳しさなどを活写した、珠玉のノンフィクション。世界20か国で出版
が決まった話題作。

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。

医療を変えるエクソソーム
化学同人 電子書籍

¥12,700(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 落谷孝広編,吉岡祐亮編
9784759819786

細胞間情報伝達を担うエクソソームは、その生理機能から疾病とのかかわりが大きく、バイオマーカー、リキッド
バイオプシーなどの医療・創薬分野への応用が期待され、世界中で注目されている。本書はエクソソームを研
究する、あるいは研究を始めようとする学生や研究者が、これまでに蓄積された知見を体系的に知るための成
書。分析方法から応用事例、市場価値まで、エクソソームの全般的な内容がまとめられた、入門的かつ実用的
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。

バイオサイエンスのための数学超入門講座
化学同人 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
E. Bryson J. Willis著,平大輔訳,

岡拓二訳,大嶋康裕訳

9784759819649

生命科学・生物学を学び研究するために必要な数学を、「超」基礎レベルから学べる参考書が登場。中学や高
校で学ぶ数学の復習から、生物学実験のデータ処理の基礎まで、豊富な例題を解きながら学べる。例題や章
末問題にはバイオの実験データを引用し、実感を伴いながら数学スキルを身につけていける。

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。

マッキー生化学（第6版） 　分子から解き明
かす生命

化学同人 電子書籍

¥18,000(＋税) □

¥7,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Trudy McKee著,James R. McKee著,

市川厚監修,福岡伸一訳

9784759819434

明快なカラー図版で好評の定番テキストが待望の改訂。生命を理解するには生化学の基礎が欠かせないこと
を理念に、生物におけるシステム、構造、反応を丁寧に教える。高分子クラウディング、システム生物学、プロテ
オスタシスなどの最新テーマが紹介される一方で、一般化学と有機化学の復習章が追加され、より学びやすく
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。

DOJIN BIOSCIENCE SERIES29 医療応用を
めざすゲノム編集

化学同人 電子書籍

¥14,000(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 真下知士編,金田安史編
9784759817294

ゲノム編集の登場により、バイオサイエンスや医薬開発研究に革命が起きている。CRISPR-Cas9システムは、
ガイドRNAとCas9タンパク質を動植物の細胞や受精卵に導入するだけで、ゲノム配列を改変することができる。
その技術は農作物や畜産動物の品種改良に利用され、さらにはモデル動物の開発、再生医療やゲノム編集治
療などへの応用研究が活発に進められている。本書では、ゲノム編集とその医療応用における最新の開発動
向、技術・倫理的課題、未来展望について、日本を代表する研究者が解説する。

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。

□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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1028506685 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506686 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506687 □ □

小児発達障害について非専門医の先生に
知っておいてほしいこと、まとめてみました

日本医事新報社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥3,000(＋税)

診療所で、学校検診の現場で、「あれ？　もしかして発達障害かも？」と思ったときどうすればいいの？ 専門医
へ紹介する際に本人や保護者、学校教師にどのように説明すべきなの？ 専門医にコンサルしたくても周囲に児
童精神科専門医がいない！ そんな悩みにエキスパートが答えます！

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 髙貝就著
9784784943036

皮膚症状110症例でみる内科疾患
日本医事新報社 電子書籍

¥17,000(＋税) □

¥7,000(＋税)

9784784957200

冊子購入確認

著編者名 出光俊郎編

皮膚科医でない医師が日常診療で皮膚症状と口腔粘膜症状をみたとき、どのような疾患を想起すべきか？　見
開き2頁で、疾患特有の皮膚症状（口腔粘膜症状）と、間違えやすい似たもの画像とを比較できるよう構成。内科
疾患を想起するための勘ドコロがわかります。

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。

健診・健康管理専門職のための新セミナー
生活習慣病＜第2版＞

日本医事新報社 電子書籍

¥7,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中逸著
9784784953981

大好評だった前著『新セミナー生活習慣病』の内容を再吟味し、最新情報をもとにブラッシュアップ。日常診療や
健診・保健指導で生活習慣病に関わる医師・医療スタッフ必携の一冊。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年6月 商品コード 1028506688 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506689 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506690 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506691 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506692 □ □

すぐに使える　脳神経疾患患者の標準看護計
画  根拠がわかる問題リスト・OP・TP・EPが充
実!! (ブレインナーシング 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 日坂ゆかり監修
9784840462402

【看護計画の立案に超強力＆必携の1冊！】 疾患や治療をすべて理解して看護計画を立てることが難しい若手
の看護師に向けて、標準看護計画と立案時の根拠、ポイントをまとめた1冊。根拠を明記しているので立案時に
看護問題を選択しやすく、個別性のある看護計画立案に役立つこと間違いなし！

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

患者説明にそのまま使える／不安なパパ・
ママにイラストでやさしく解説　こどもの腎臓
病と治療

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 後藤芳充編著
9784840465458

【病気の正しい理解で患者・家族の不安を解消】 腎臓病と診断されたこどもや家族の不安を少しでも和らげるた
めに、病気について理解できるように、イラストを中心にやさしく解説した本。いろいろな種類の腎臓病があること
や、最新の治療法について、ていねいに解説。患者説明にそのまま使うこともできる。

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

人工呼吸ケアの機器・物品100  現場で頼れ
る早引き事典 (呼吸器ケア 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 尾野敏明監修
9784840463980

【サッと調べてひとめでわかる100アイテム】 「何のためにあるの？」「どんな種類があるの？」「ナースは何に気
をつけるの？」現場で使う機器・物品の重要ポイントを一発検索！ 名前がわからないときは写真つきインデック
スから絞り込みもOK。ICU・病棟のさまざまなシーンで使える万能事典！

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

会話形式でわかる病態別栄養指導の○と
× (ニュートリションケア 2018年秋季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂根直樹編著
9784840464499

【症例で学ぶ効果的な栄養指導のポイント】 病態の知識と食事情報を提供するだけでは、患者の行動変容には
つながらないということを経験する。患者はなぜ指導内容を実行できないのか？栄養指導時に、患者にどう説明
したら理解度が上がるのか、どう話せば納得度が上がり行動変容が起こるのかが会話形式の事例で学べる。

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。

「誤嚥」に負けない体をつくる間接訓練ガイド
ブック 機能解剖からよくわかる！

メディカ出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大野木宏彰著
9784840465571

【機能解剖を理解して根拠のある嚥下リハを！】 摂食嚥下の現場で「姿勢のことや筋肉・関節の機能解剖がわ
かっていたら、もっと効果的に患者さんにかかわることができるのに！」と思っているスタッフのために、全身と口
腔の評価と訓練方法、すぐに現場で使える実践的なリハビリを中心に、イラストを使って丁寧に解説！

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

□3.電子のみ単体購入   
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医学編 2018年10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年8月 商品コード 1028506693 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506694 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028506695 □ □

マンガでわかるゲノム医学　ゲノムって何？
を知って健康と医療に役立てる！

羊土社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水島-菅野純子著,サキマイコ画
9784758120876

かわいいキャラクター「ゲノっち」と一緒に、生命の設計図＝ゲノムと遺伝情報に基づいた最新医学について学
ぼう！ 非専門家でも読みこなせる「マンガ」パートと、研究者・医療者向けの「解説」パートの2部構成。

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。

あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか？
羊土社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 胡桃坂仁志編,有村泰宏編
9784758122382

生命科学の研究者なら避けて通れないタンパク質実験。取り扱いの基本から発現・精製まで、実験の成功のノ
ウハウを余さずに解説します。初心者にも、すでにタンパク質実験に取り組んでいる方にも役立つ一冊です。

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。

画像所見から絞り込む！頭部画像診断やさ
しくスッキリ教えます

羊土社 電子書籍

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田惠編
9784758111881

“画像診断はできれば誰かに任せたい”と思っていませんか？本書で苦手意識を払拭！所見ごとの診断ステッ
プを丁寧に解説。鑑別のフローチャートで救急・外来ですぐ調べられ、見落としなく適切な判断に繋げられる！

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。

□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10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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) 
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医学編 2018年10月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 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。
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出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年7月 商品コード

出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年4月 商品コード

医薬品の合成戦
略  医薬中間体か
ら原薬まで

化学同人
¥10,900(＋税)
¥4,200(＋税)

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174

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

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

はじめての研究生
活マニュアル 解消
します！理系大学

化学同人
¥3,300(＋税)
¥1,200(＋税)

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979
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