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著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

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

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

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

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

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

●「電子書籍」価格設定について

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「３.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

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

✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2018年11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 1028700567 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1028700568 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

生殖医学から古代の謎に迫る
勉誠出版 電子書籍

¥2,750(＋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。

日本人を肯定する 近代保守の死
勉誠出版 電子書籍

¥2,860(＋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。

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。

幕末会津藩　松平容保の慟哭 北方領土を
守った男たちの最期

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
9784585222187

忠君愛国の悲劇。会津藩や松前藩が警備陣屋を構えた樺太、函館奉行所や南部藩が駐屯した択捉島…。幕府が実効支配していた北方
領土が、大東亜戦争敗戦によりすべて失われた原因は、薩長により会津藩が滅ぼされたことにあった。各種第一次資料を丹念に読み解
き、公儀に生き、公儀をまっとうした、会津藩士たちの真相に迫る。＊松平容保（まつだいら・かたもり）とは幕末・維新期の陸奥国会津藩の
第9代藩主。肥後守。美濃高須城主松平義建の子、会津藩主松平容敬の養子。京都守護職に任命され、京都の治安維持と公武合体の実
現に努めた。徳川慶喜の大政奉還に反対し、武装するが鳥羽伏見の戦いに敗北、会津で官軍に降伏後因幡に幽囚。謹慎を解かれてのち
は正三位に叙され、日光東照宮宮司をつとめた。明治26年(1893)歿、59才。

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

幕末の天才　徳川慶喜の孤独
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
9784585222248

慶喜の明治維新とは、流血の無いイギリス名誉革命を模範とした市民革命であり、イギリスの議会制度を取り入
れようとしたものだった。その背景にあった「水戸学」とはどのような思想なのか。水戸学に学び、文治路線を望
み、戦を嫌った最後の将軍･･･。慶喜の見すえた未来とはどのようなものだったのか。象徴天皇論を唱えた慶喜
の先見の明を再評価する。

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 

勉誠出版 

-  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11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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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

¥2,750(＋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。

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。

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。

-  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11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 1028700569 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700570 □ □

仕組みの解説を超え複雑な全体像を描く。先端科学を説くコレージュ・ド・フランス分子免疫学講座から生まれ
た、全く新しい免疫の学。

免疫の科学論 偶然性と複雑性のゲーム
みすず書房

9784622086932

□

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
フィリップ・クリルスキー著,

矢倉英隆訳

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。

電子書籍

¥15,840(＋税)

みすず書房 電子書籍

金持ち課税 税の公正をめぐる経済史

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

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ケネス・シーヴ著,

デイヴィッド・スタサヴェージ著,立木勝訳

9784622087014

富裕層課税の歴史をたどり、国はいつ、なぜ富裕層に課税するのかを明らかにする。不平等拡大を踏まえた税
制議論のための基本研究。

□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11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 1028700571 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700572 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700573 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700574 □ □

出版社

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 1028700575 □ □

電子書籍

租税法（※） □

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。

租税に関する基本的なルールとその考え方をわかりやすくコンパクトにまとめた概説書。総論から所得税法、法
人税法、消費税法、租税手続法までを網羅。必要な知識・原理原則が手に取るように理解できる。最新の法令、
税制改正、判例に対応。大学の講義用テキストとしてはもちろん、独習用の教材としても最適。◆2018年度税制
改正についての補遺あり

岡村忠生著,酒井貴子著,田中晶国著著編者名

有斐閣

¥4,620(＋税)

¥2,100(＋税)

9784641220942

民法　親族・相続〔第5版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,060(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松川正毅著
9784641221093

親族・相続編の入門書。判例・通説の立場に立って解説を行う一方で、コラムでフランスの家族法に関わる生活
の風景や、フランスの考え方を紹介する等、興味を持って学べる工夫を凝らした。近時の重要な判例や法改正を
織り込むほか、相続法改正にも触れた。

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。

現代日本の政党政治 選挙制度改革は何を
もたらしたのか

有斐閣 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 濱本真輔著
9784641149250

政党の離合集散が続く近年の日本政治。はたして1994年に行われた選挙制度改革は、期待通りの効果を日本
政治にもたらしたのだろうか。本書は、制度変化から議員行動、政党組織、政党政治に至るまで、制度改革後の
日本政治の変化を包括的に分析する。

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

経済史 いまを知り，未来を生きるために
（※）

有斐閣 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野塚知二著
9784641165151

経済はなぜ成長するのか？　人類はいかにして生存してきたのか？　経済はいかに成長してきたのか？　これ
らの問いを入口として、近代前から、分業、市場、貨幣といった経済学の用語のみならず、権力、文化、共同体
等人文科学の基本的な概念も用いて俯瞰する歴史。

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

日本の労働市場 経済学者の視点（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川口大司編
9784641165120

第一線の研究者が、重要な研究をバランスよく紹介し、分析手法について丁寧に解説したうえで、まだ明らかに
なっていない問題を提示し、課題解決のための政策対応を模索する。働くことの未来を考えるためのヒントに満
ちた一冊。

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 

-  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11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 1028700576 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700577 □ □

人事管理 人と企業，ともに活きるために (ス
トゥディア)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平野光俊著,江夏幾多郎著
9784641150478

岐路に立つ日本企業の人事管理の、過去に学び、今を知り、未来を考えるために、経営の視点と人の視点との
接合を模索しつつ、人的資源管理論の知見に基づいて一連の実務を解説。多くの現場が直面するトピックスも
豊富に取り上げた、時代の要請に応える新しいテキスト。

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。

企業論〔第4版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三戸浩著,池内秀己著,勝部伸夫著
9784641221192

企業の全体像を多面的に描いて好評なロングセラーテキストの最新版！　「財・サービスの提供機関」「株式会
社」「大企業」「組織」「家」「社会的器官」という６つの企業観から企業を解き明かします。社会の変化、企業の変
化をふまえてデータと内容を改訂。

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

-  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11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 1028700578 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700579 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700580 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700581 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700582 □ □

明治期の立憲政治と政党 自由党系の国家
構想と党史編纂

吉川弘文館

¥28,600(＋税)

¥10,000(＋税)

著編者名 馬部隆弘著
9784642029506

細川政元の暗殺を機に始まる細川京兆家の分裂・抗争は、結果としてその配下たちの成長をもたらす。柳本賢
治、木沢長政、そして三好長慶たちが、なぜ次から次に台頭したのか。発給文書を徹底的に編年化し、京兆家内
衆の成長過程を解き明かす。畿内の荘園領主や地域社会との関係も視野に入れ、細川氏から三好氏への権力
の質的変容を論じた注目の書。

著編者名

¥5,610(＋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。

戦国期細川権力の研究
吉川弘文館 電子書籍

¥57,200(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

□

冊子購入確認

著編者名 中元崇智著
9784642038782

帝国議会の開設後、対立と妥協を繰り返した藩閥政府と政党は、ついに手を結んだ。その発端となったのが、板
垣退助率いる自由党系土佐派であった。彼らは、非議員の板垣を党首に据えながら、いかに政党を運営して国
家構想や経済政策を提起し、またどのような歴史観で党史を編纂して自己を位置づけたのか。模索期の立憲政
治を政党の視点から考察する。

考証　東京裁判 戦争と戦後を読み解く (歴
史文化ライブラリー 476)

吉川弘文館
□

¥1,700(＋税)

冊子購入確認

電子書籍

9784642058766

第二次大戦後、連合国が日本の戦争責任を追及した「東京裁判」。膨大な被害を生んだ日本の戦争を、法廷は
どのように裁いたのか。帝国主義・植民地主義・レイシズム（人種差別）といった発想と裁判審理との関わり、今
日の歴史認識問題にもつながる戦争観を重視しつつ、膨大な史料を用いて裁判を再検証。不可視化された戦争
被害の諸相に迫る。

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

¥1,700(＋税)

戦国の城の一生 つくる・壊す・蘇る (歴史文
化ライブラリー 475)

冊子を購入または
発注の場合は、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

戦国時代の城は、誰の手でどのように築かれ、いかに使われて廃城となったのか。築城技術の広がり、面倒なメ
ンテナンスやさまざまな城掟、廃城後の「古城」の再利用(リサイクル)など、文献史料を博捜し読み解く。城の年
代や運用形態をめぐる論争など、城郭研究が岐路に立たされているいま、「城の使われ方」から戦国期の戦争
や城郭の実態を考えるヒントを与える。

吉川弘文館

¥5,610(＋税)

宇田川幸大著

9784642058759
著編者名 竹井英文著

中世王権の形成と摂関家
吉川弘文館 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口健太郎著
9784642029483

中世において天皇・王家は本当に摂関家から自立していたのか。天皇を補佐・後見する摂関の職掌に着目する
ことで、むしろ王家が摂関家と未分化で一体的な関係にあった事実を明らかにする。さらに従来、別々に論じら
れてきた摂関家・王家について、王権全体の枠組みの中で問い直し、院政の展開や、保元の乱、摂関家分立な
どについて新見解を示す。

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。

□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11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 1028700583 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700584 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700585 □ □

源氏長者 武家政権の系譜
吉川弘文館 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡野友彦著
9784642083409

武家政権の正当性には、「征夷大将軍」だけでなく「源氏長者」という地位が必要だった。源氏の誕生から、公家
源氏（嵯峨～村上源氏）と武家源氏（清和源氏）の系譜、天下人の「源氏願望」の実態などを検証し、源氏長者で
あることがいかに重要なのかを解明。「日本」とは何かという問題にも論及する。本編を具体的に補完する論考
二編を付した注目の一冊。

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。

はんこと日本人 (読みなおす日本史)
吉川弘文館 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 門田誠一著
9784642067676

宅配便の受け取り、回覧板、役所の申請書類から売買契約まで、毎日の生活にはんこは欠かせない。日本人は
なぜ、いつごろからはんこを押し続けてきたのか。その歴史を辿り、はんこをめぐる日本独特の文化・社会を探
る。

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

植民地遊廓 日本の軍隊と朝鮮半島
吉川弘文館 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金富子著,金栄著
9784642038805

近代日本による朝鮮侵略のなか、移植された日本式の公娼制は、植民地社会にいかなる影響を与えたのか。居
留地遊廓から植民地遊廓へと再編・普及した過程と実態を、軍との関係に注目し、南部（京城・馬山・鎮海）と北
部（羅南・会寧・咸興・慶興）に分けて考察。史資料に見えない娼妓たちの姿を、オーラルヒストリーやメディア記
事から掘り起こす。

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。

-  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11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 1028700586 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700587 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700588 □ □

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

井筒俊彦の東洋哲学
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 澤井義次編,鎌田繁編
9784766425390

▼国内外の気鋭の研究者13名らによる、過去3年にわたる井筒思想研究の成果として結実した論文集。▼イス
ラーム・ユダヤ教・仏教・中国思想・キリスト教の宗教研究者ほか、宗教哲学者、批評家といった多様な執筆陣が
集結。▼『意識と本質』にて井筒俊彦が提唱した思想事業「東洋哲学の共時的構造化」の現代的可能性を、批判
的に問い直す。

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。

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

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

¥10,780(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

戦後国際関係史
慶應義塾大学出版会

折口信夫　秘恋の道
慶應義塾大学出版会

著編者名
モーリス・ヴァイス著,

細谷雄一監訳,宮下雄一郎監訳

9784766425345

第二次世界大戦後、世界は二極化を経て、なぜ現在のような混迷する時代になったのか――。国際政治史の世
界的権威が、激動の戦後史を外交や軍事のみならず、経済・社会・文化の広い視点からダイナミックに描き出
す。日本や中国を含む東アジア地域についての記述を大幅に追加した最新版の翻訳。

著編者名 持田叙子著
9784766425321

学問と創作を稀有なかたちで一体化させた、折口信夫。かれの思考とことばには、燃えさかる恋情が隠されてい
た。大阪の少年時代から、若き教師時代、そして晩年まで、歓びと悲しみに彩られた人生をたどる、渾身の評伝
／物語。

□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11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 1028700589 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700590 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700591 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700592 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700593 □ □

核のリスクと地域紛争 インド・パキスタン紛
争の危機と安定

勁草書房 電子書籍

¥14,080(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 栗田真広著
9784326302703

いま日本周辺でも核兵器の存在感が増している。そこで核戦争のリスクを測るのに参考になるのがインド・パキ
スタン紛争である。これまで印パ紛争では、核抑止を前提に限定戦争を遂行する動きが活発化し、それによって
核兵器が使われる危険が高まっているとされてきた。しかし、本当にそうなのだろうか？　核のリスクを冷徹に検
証する。

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。

消費者心理学
勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田一成編著,池内裕美編著
9784326251285

美味しく見えるパッケージの秘密とは？　「お得」に感じる心の法則とは？ 消費者の素朴な疑問に最新の心理学
理論で答える。衝動買いや商品選択から、消費社会におけるアイデンティティまで、幅広くテーマを設定。学部生
を対象に、国内外の代表的な研究をわかりやすく解説。広告、販売、苦情処理といった実務家の関心にも応え
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。

バイリンガルの世界へようこそ 複数の言語
を話すということ

勁草書房 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
フランソワ・グロジャン著,西山教行監訳,
石丸久美子訳,大山万容訳,杉山香織訳

9784326299300

バイリンガルの定義や特徴を描き、どのようにしてバイリンガルになるかについて、その要因や、言語学や言語
心理学からみたバイリンガリズムのさまざまな局面を紹介する。特に、バイリンガルは特殊な能力ではなく、全世
界的に広く見られる現象であることを強調する。バイリンガル研究の第一人者による一般向けの平易な啓蒙書。

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。

MSPA（発達障害の要支援度評価尺度）の
理解と活用（※）

勁草書房 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 船曳康子著
9784326251292

診断ではなく支援を目的として開発された、日本生まれの新しい発達障害の評価尺度MSPA。特性の個人差を
レーダーチャートで示すことで、生活上の困りにつながる特性とその程度が一目でわかるように工夫されている。
2016年から医療保険の適用となり、医療・療育での幅広い活用が期待されるMSPAを開発者がわかりやすく解
説！

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

危機対応学 明日の災害に備えるために
勁草書房 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東大社研編,玄田有史編,有田伸編
9784326654161

危機対応学とは、社会に生じる様々な危機について、その対応のあり方を社会科学の観点から考える新たな学
問だ。本書は、自然災害への人々の意識、価値観、行動等に注目し、危機が起こった際に生じる、知られざる問
題点を明らかにする。その上で、「今」、何をすべきであり、何を知っておくべきなのかを、データから示していく。

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

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11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 1028700594 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700595 □ □

アメリカプライバシー法 連邦取引委員会の
法と政策

勁草書房 電子書籍

¥15,950(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
クリス・フーフナグル著,宮下紘訳,

板倉陽一郎訳,河井理穂子訳,
國見真理子訳,成原慧訳,前田恵美訳

9784326403561

アメリカにおけるプライバシーの法規制アプローチを解説、さらに個別立法や判例を効果的に示す。国際的な動
向にも触れ、そこからアメリカの法制度の特徴を立体的に炙り出す。また、従来わが国では十分な研究の蓄積が
ない分野（子どものプライバシー、金融プライバシー等）についても多々取り上げ、日本法への示唆を得ることが
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。

メディアがつくる現実、メディアをめぐる現実
ジャーナリズムと社会問題の構築

勁草書房 電子書籍

¥14,080(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口仁著
9784326603084

メディアは社会問題という現実をつくり、社会問題はメディアをめぐる現実をつくりかえる。現代のネット社会で
あってもそれは変わらない。水俣病事件、ダイオキシン問題、靖国神社参拝問題など様々な社会問題とメディア
報道の関係について、社会問題の構築主義の視座を大胆に適用しながら考察し、ジャーナリズム研究に一石を
投じる。

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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888906 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888907 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888908 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888909 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888910 □ □

沖縄米軍基地と日米安保　基地固定化の起
源　1945-1953

東京大学出版会 電子書籍

¥9,075(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池宮城陽子著
9784130362665

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

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

研究開発機能の空間的分業　日系化学企
業の組織・立地再編とグローバル化

東京大学出版会 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鎌倉夏来著
9784130461252

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

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

町並み保存運動の論理と帰結　小樽運河問
題の社会学的分析

東京大学出版会 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀川三郎著
9784130561143

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

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

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

東京大学出版会 電子書籍

¥9,405(＋税) □

¥5,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 李美淑著
9784130561150

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

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

近世フランスの法と身体　教区の女たちが
産婆を選ぶ

東京大学出版会 電子書籍

¥15,510(＋税) □

¥9,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川まゆ帆著
9784130261579

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

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

東京大学出版会 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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11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

¥8,580(＋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11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 1028700596 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700597 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700598 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700599 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700600 □ □

創造と変革の技法 イノベーションを生み続
ける５つの原則（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀義人著
9784492522240

日本最大級のビジネススクール創設者が、次世代を担う起業家のために、デジタルネイティブ時代の創造と変革
の方法論を解説する。

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。

一晩寝かせてしっかり儲けるオーバーナイト
投資術（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二階堂重人著
9784492733493

株価は夜中に動く！引けで買って寄りで売る秘伝の投資術を初公開。動く銘柄を選ぶチャート術からリスク回避
術まで具体的に解説！

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。

ＣＸ（カスタマー・エクスペリエンス）戦略 顧
客の心とつながる経験価値経営（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中達雄著
9784492557853

チャールズ・シュワブ、ウェルズ・ファーゴ等々、豊富な先行事例とともに、ＣＸ戦略の導入の方法、進め方を徹底
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。

機会損失 「見えない」リスクと可能性（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水勝彦著
9784492534045

やるかやめるか、どちらが得か？　本当に大事なものが見えているか？　失敗を回避し、より良い判断を促す戦
略立案と実行の発想法。

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

成長と承継のための　ＰＥファンド活用の教
科書（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 波光史成著,山田裕亮著,松下憲著
9784492733509

いま、ＰＥファンドを活用した事業承継や事業成長が注目されている。実務家に向けたコンパクトでやさしい解説
書。

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

□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11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 1028700601 □ □

日本史で学ぶ経済学（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 横山和輝著
9784492444474

宋銭を知れば仮想通貨がわかる？　働き方改革は徳川吉宗に学べ？　歴史を読み解きながら経済学の知識を
身につける知的冒険の書。

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。

-  16  -

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



人文社会編 2018年11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 □ □

オルテス国民経済学
日本経済評論社 電子書籍

¥12,375(＋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。

地方版エリアマネジメント
日本経済評論社 電子書籍

¥4,125(＋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。

  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 

-  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11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2月 商品コード 1028700602 □ □

出版社

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 1028700603 □ □

出版社

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 1028700604 □ □

出版社

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 1028700605 □ □

出版社

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 1028700606 □ □

人工知能原理  (コンピュータサイエンス教
科書シリーズ 12)（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加納政芳他著
9784339027129

人工知能アルゴリズムの中でも、特に探索・ゲーム、機械学習、知識表現・セマンティックWeb技術に焦点を絞
り、それらを平易に解説した最新の人工知能教科書。読者の理解を助けるため、実際のプログラミングコードも
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。

化学系学生のためのExcel2016/VBA入門
PowerPoint増補版（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寺坂宏一著
9784339066418

化学分野で必要な計算を例題にして基本操作、データ加工、グラフの体裁、VBAを用いたプログラミングを解説
する。また、論文発表会でのプレゼンテーションにおけるスライド作成などの基礎的なスキルも学べるようにし
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。

冊子を購入または
発注の場合は、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 川崎智也他著

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

9784339052510

土木・交通計画のための多変量解析（※）
コロナ社

多変量解析は土木・交通計画を学ぶ上で必須の分析手法である。本書では、充実した解析手法の説明に加え
て、実際のデータを利用した豊富な例題や演習を通して、多変量解析の考え方と適用方法が身につくように詳
説している。

著編者名 涌井伸二他著
9784339032208

「現場で役立つ制御工学の基本」の演習書。解答と、適宜誤解答を記載し、正解とあわせ丁寧な解説をした。姉
妹書との関連を随時明記し、各問題の解説には、その問題の意図、誤解答に至る経緯、ほかの問題との関係
などにも言及をした。

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 道家暎幸他著
9784339061130

近年、各分野でデータ解析の方法論としての統計学の重要性が増している。本書は、実用面を意識し、データ
解析のための基本的な手法の理解と、それを使って結果を解釈できる能力を養うことを目標に執筆された、初
心者には格好の書。

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。

現場で役立つ制御工学の基本（演習編） 解
答と誤解答から学ぶ演習書（※）

コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

 はじめての統計学（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

冊子購入確認

  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年12月 商品コード 1028700607 □ □

出版社

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 1028700608 □ □

実験でわかる電気をとおすプラスチックのひ
みつ

コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 白川英樹他著
9784339066449

プラスチックは電気を通さないという通説をくつがえし、2000年ノーベル化学賞に輝いた導電性プラスチック。一
見難しそうだが、じつは簡単に合成できる。本書では、学校や公民館などの講義やイベントで活用できる実験を
紹介する。

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

例題で学ぶ環境科学15講（※）
コロナ社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤和男他著
9784339066425

例題を多く用意し、自分の手で問題を解くことにより、理解を深め、知識を十分定着させることを狙った。例題等
には公的資格である、公害防止管理者試験の類似問題を選び、環境法規関連を重視し、資格試験に対応でき
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11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　構造力学
実教出版 電子書籍

¥8,250(＋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。

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

¥6,325(＋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。

□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11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 1028700609 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700610 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700611 □ □

ダチョウのパラドックス-災害リスクの心理学
（※）

丸善出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Robert Meyer著,Howard Kunreuther著,

中谷内一也訳

9784621303306

私たちはなぜ、繰り返し災害リスクを見誤り、結果的に準備を怠り、再び災害をうけてしまうのでしょうか。本書
は、私たちが判断を誤る六つの心理的バイアス ― 近視眼的思考癖・忘却癖・楽観癖・惰性癖・単純化癖・同調
癖 ― と、その意思決定のプロセスへの影響を豊富な具体例とともに紹介し、これらのバイアスを見込んだ解決
へのアプローチを、心理学的な観点から簡潔にまとめています。

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。

LIME3-グローバルスケールのLCAを実現す
る環境影響評価手法

丸善出版 電子書籍

¥33,000(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊坪徳宏編著,稲葉敦編著
9784621303221

本書では、ISO140040(2006)とISO14044(2006)の方法に則り、製品やサービスのライフサイクルでの環境への
排出物量や資源の消費量を計算した後で（ライフサイクルインベントリ分析；LCI）、それらの環境への影響を評
価する方法（ライフサイクル影響評価；LCIA）として、著者らが開発してきた方法であるLIME（Life Cycle Impact
Assessment Method based on Endpoint）の最新版（LIME3）を解説。LIME3では、この方法を世界の各国に広
げ、各国の人々の価値観を表現している。

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。

福島の除染と復興
丸善出版 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川﨑興太著
9784621303214

著者は、未曾有の原子力災害に対して復興の形づくりを急ぐのではなく、長期にわたって被災者の生活再建と
被災地の再生に向けた課題を把握し、確かな復興政策を確立・充実することを主張する。震災・原発事故に関
する多数の資料から、とくに除染と復興に焦点をあて、これまでの政策の変遷を整理するとともに、著者自身の
フィールドワークによる現地調査や被災地の住民意識調査等をまとめた一冊。

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11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11月 商品コード 1028700612 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1028700613 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1028700614 □ □

オペレーティングシステム　第2版 (情報工
学レクチャーシリーズ)

森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾啓志著
9784627810129

OSを理解するうえでとくに重要な基礎である「CPUの仮想化」「並行プロセス」「主記憶管理」「ファイル」について、やさしくコンパクトにまと
めた入門書。【イメージしながら学べるから初学者に最適！】・コンピュータシステムの要素ごとに大きく異なる動作速度を数値で示して、
OSに必要な機能、実現方法についてより具体的に考えられるようになっています。・OSの基本技術と、UNIXやLinux、Windowsに実装され
た技術とが関連付けて説明されています。第2版では、よりわかりやすくなるよう全面的に記述を見直すとともに、情報を更新しました。ま
た、大規模計算機システムを開発設計するにあたって理解しておきたい「仮想化」について、新たに章を設けました。

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。

ベクトル解析の基礎　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 長谷川正之著,稲岡毅著
9784627073326

■grad、div、rotを自由自在に使いこなすために■理工系の幅広い分野で必要となるベクトル解析のテキスト。
つぎのような特徴により、初めての方におすすめです。・必ず知っておきたい基本事項から発展的な問題まで、
理解度に応じて取り組める・数多くの問題を掲載し(計149問)、詳細解答つきで復習・独習しやすい・ベクトル解
析と、力学・電磁気学・流体力学とのつながりがわかる第2版では、図版をより見やすくするとともに、「行列と行
列式」の章を加えて、高校で行列を学ばなかった方もサポートしました。

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。

最新 橋構造　第3版
森北出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 倉西茂著,中村俊一著
9784627430235

◆平成29年道路橋示方書に準拠した、ロングセラーの改訂版◆橋の設計に必要な考え方と計算方法を、丁寧
に説明した入門書です。橋への作用・材料といった基本事項から、トラス橋・アーチ橋などさまざまな形式の設
計手法まで、豊富な例題とともにわかりやすく解説。実際の橋梁例が多数掲載され、直感的に理解ができるよう
工夫されています。初めて学ぶ方だけでなく、現役のエンジニアにも役立つ一冊。

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 

-  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11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 1028700615 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700616 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700617 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700618 □ □

きづく！つながる！ 機械工学
朝倉書店

¥8,250(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 窪田佳寛著,吉野隆著,望月修著著
9784254231458

機械工学の教科書。情報科学・計測工学・最適化も含み、広く学べる。〔内容〕運動／エネルギー・仕事／熱／
風と水流／物の周りの流れ／微小世界での運動／流れの力を制御／ネットワーク／情報の活用／構造体の
強さ／工場の流れ、等。

Pythonによる ファイナンス入門 （実践
Pythonライブラリー）

朝倉書店

¥9,240(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 中妻照雄著
9784254128949

初学者向けにファイナンスの基本事項を確実に押さえた上で、Pythonによる実装をプログラミングの基礎から
丁寧に解説。〔内容〕金利・現在価値・内部収益率・債権分析／ポートフォリオ選択／資産運用における最適化
問題／オプション価格

基本からマスターできる 建築構造力学
（※）

朝倉書店

¥10,560(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名
津田和明著,丸田誠著,

杉本訓祥著,都祭弘幸著

9784254266474

必修基礎科目である建築構造力学の基礎テキスト。数学が苦手な学生にも構造計算が理解できるよう丁寧に
解説。〔内容〕建築物の構造／支点と反力／応力度とひずみ度／応力度の算定／静定梁の変形／不静定梁の
解法／不静定ラーメンの解法／他

電子書籍

□

電子書籍

□

冊子購入確認

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

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

冊子購入確認

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

電子書籍

□

冊子購入確認

ことわざのタマゴ 　―当世コトワザ読本―
朝倉書店 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 時田昌瑞著
9784254510560

メディアを調査した著者が、新しく生まれるコトワザ800余を八の視点から紹介。ことばと人の織りなす世相を読
み解く１冊。〔分野〕訓戒・道しるべ／人と神様／人と人／世の中／気象・地理など／衣食住・道具など／動植物
／ことばの戯れ

冊子を購入または
発注の場合は、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。



理工学編 2018年11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 1028340369 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700619 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028499588 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700620 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700621 □ □

改訂4版 基礎Ruby on Rails
インプレス 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 黒田努著,佐藤和人著
9784295004608

Webアプリケーション開発の実際を学ぶ定番。本書は、2007年10月に初版が発行された『基礎 Ruby on Rails』
の改訂4版です（Ruby 2.5/Rail 5.2対応）。これから、初めてウェブ開発に携わりたいと考えている方々を対象
に、Rubyの文法やオブジェクト指向の考え方を初歩から解説し、アプリケーションのモックアップ作り、データ
ベースを導入し、ログイン・ログアウト機能を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページまでできあがりま
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。

できるExcel VBAプログラミング入門 仕事が
サクサク進む自動化プログラミングが作れる
本

インプレス 電子書籍

¥5,874(＋税) □

¥1,980(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小舘由典著
9784295004752

仕事に役立つExcel自動化の知識が学べる！Excel VBAを使って、プログラミングの基礎を学べるだけでなく、
日々の仕事で役立つ自動化プログラムが作れる！　作成するプログラムは実用的な内容だから、仕事の効率
化に生かせること間違いなし！

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。

Kubernetes完全ガイド
インプレス 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ⻘⼭真也著
9784295004806

コンテナオーケストレーションの業界標準！クラウドネイティブ開発の第一歩を踏み出そう！ Kubernetes認定資
格（Certified Kubernetes Administrator/Certified Kubernetes Application Developer）保有者直伝！ プロダク
ション環境で培われた、Kubernetesを使い倒すための実践ノウハウが満載の一冊です。

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。

インプレス標準教科書シリーズ 5G教科書
LTE/IoTから5Gまで

インプレス 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 服部武著,藤岡雅宣著
9784295003779

低遅延／超高速／大量接続を実現する5Gの全貌を解説！2018年6月に仕様が確定した5Gの最新技術（第1
フェーズ）と標準動向についてまとめた解説書です。本書『5G教科書』は、第一線で活躍されている著者陣に
よって執筆され、LTE/IoTから5Gまでの全貌が見える一冊となっています。さらに、複雑かつ難解な技術につい
て、豊富な図面を使ってわかりやすく解説されています。

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。

徹底攻略データベーススペシャリスト教科書
平成31年度

インプレス 電子書籍

¥8,514(＋税) □

¥2,580(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀬戸美月著
9784295004820

どんな出題にも対応できる力が身につく！シラバスを押さえた骨太の構成と、本文中のミニ問題や章末問題で
過去問題を豊富に挟むことにより解答力が高まる展開法で定評のある徹底攻略DB教科書に、出題傾向に合
わせて解説を強化した改訂版が登場！ 開発現場でも役立つ充実した内容により、どんな出題でも対応できる
応用力が身につくDB対策の決定版です！

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 

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。
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理工学編 2018年11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 1028499580 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028499579 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700622 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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

¥5,874(＋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。

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

¥4,224(＋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。

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。

スラスラ読める Excel VBAふりがなプログラ
ミング

インプレス 電子書籍

¥5,478(＋税) □

¥1,850(＋税) 冊子購入確認

著編者名 リブロワークス著
9784295004813

「マクロの読み方をすべて載せる（ふりがなをふる）」という手法で究極のやさしさを目指した、まったく新しい
Excel VBAの入門書です。本書内に登場するマクロの読み方をすべて載せ、さらに、漢文訓読の手法を取り入
れ、読み下し文を用意。マクロの1行1行が何を意味していて、どう動くのかが理解できる一冊です。

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。

サルでもわかるGit入門
インプレス 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
⼀⼾健宏著,福嶌隆浩著,アクツユミ著,

⼤串肇著,清野奨著,齋⽊弘樹著,兼清慮子著

9784295004837

Git入門の決定版「サルGit」がついに書籍化！本書は、コレまでにGitを触ったことが無い方。もしくは一度勉強
しようと思ったが、どうも手につかず普段はGitを利用していない。というような方々に向けたGitの操作を一から
学べる内容となっています。無料のGitクライアントソフト「Sourcetree」と「Backlog」に含まれているGit機能を用
いた手順を丁寧に解説しています。

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

孫と一緒にサイエンス　数って不思議！！
…∞　1+1=2？で始まる数学の世界

近代科学社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 蟹江幸博著
9784764905825

1＋1=2はなぜ成り立つのかという素朴な疑問を、数式をほとんど使わず、知人とその孫との会話形式のみで理
解できるよう工夫した異色の数学読み物。中心テーマ「1＋1=2はなぜ成り立つのか」は、数論の基本への理解
にもつながっている。数学には関心があるが、数式は苦手という読者や、数学の面白さを数式抜きに理解した
いという読者、中・高校の教師にお薦めである。

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。
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理工学編 2018年11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 1028506678 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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

¥12,210(＋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。

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

¥12,210(＋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。

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。

これから学ぶJavaScript
インプレス 電子書籍

¥7,920(＋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。

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

¥7,590(＋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。

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

¥11,550(＋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。
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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11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 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 □ □

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

¥8,910(＋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。

スッキリわかるC言語入門
インプレス 電子書籍

¥8,910(＋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。

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

¥8,580(＋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。

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

¥8,250(＋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。

はじめての論理回路
近代科学社 電子書籍

¥8,250(＋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。

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

¥8,250(＋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。
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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11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 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 □ □

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

¥7,920(＋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。

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

¥12,540(＋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。
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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11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 □ □

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

化学同人 電子書籍

¥13,970(＋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。

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

¥17,930(＋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。

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。

医療を変えるエクソソーム
化学同人 電子書籍

¥12,650(＋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。

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

¥6,820(＋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。

□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11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 1028700623 □ □

出版社

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 1028700624 □ □

出版社

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 1028700625 □ □

出版社

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 1028700626 □ □

出版社

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 1028700627 □ □

著編者名
藤永薫編,大嶋俊一著,管原庄吾著,

杉山裕子著,千賀有希子著,
藤永薫著,向井浩著,山田佳裕著

9784320047334

河川や湖沼を中心とした陸水環境中で起こる化学変化と物質移動の基礎を、わかりやすく解説した教科書であ
る。大学基礎課程で学習する平衡論に基づいた陸水環境中の化学変化を解説しているので、化学関連領域を
志す学生にとっては、理解しやすい構成となっている。また、高校で化学を選択しなかった生物・農学系の学生
にとっては、化学の基礎理論を記述した各章をとばしても理解できる構成になっている。

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

本書は、アーキアという生物について、その生態、細胞構造、含まれる生体高分子、遺伝情報維持と伝達、物
質変換などの細胞内代謝、そしてバイオテクノロジーとの関連について、おもに日本Archaea研究会で活動して
いる、それぞれの内容を専門とする現役のアーキア研究者が執筆しているので、日進月歩であるアーキア研究
の最先端の内容まで含んだものとなっている。

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

陸水環境化学
共立出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税)

アーキア生物学
共立出版 電子書籍

¥12,870(＋税) □

冊子購入確認

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本Archaea研究会監修,

石野良純編著,跡見晴幸編著

冊子購入確認

著編者名 原隆浩著,喜連川優コーディネーター
9784320009202

本書は、データベース研究者である著者が「ビッグデータとは何か」、「ビッグデータに関わる技術や課題とは何
か」について常日頃から考えている内容を整理して執筆したもの。ビッグデータについて知りたい、学びたいと
思っている読者が、押さえておくべき重要な事項を一通り学ぶことができる1冊になっている。

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

9784320057852

組織・コミュニティデザイン（京都大学デザイ
ンスクール・テキストシリーズ　2）

共立出版 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内裕著,平本毅著,杉万俊夫著
9784320006010

京都大学デザインスクールの講義「組織・コミュニティデザイン」の内容をまとめたテキスト。組織デザインやコ
ミュニティデザインについての一般的議論を前置し、社会科学の基礎的理論をレビューした後、社会のデザイン
に関する重要な基礎理論を紹介する。デザインとは何か、デザインの対象は何かについての基本的な考え方を
理解することで、デザインの実践が充実する。

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。

ビッグデータ解析の現在と未来―Hadoop，
NoSQL，深層学習からオープンデータまで
―（共立スマートセレクション　20）

共立出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税)

機械系の材料力学
共立出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山川宏著,宮下朋之著
9784320082175

材料力学そのものは、機械分野のみならず、建築分野、土木分野などのいろいろな分野に共通な学問である
が、本書は、「機械系の」と冠するように多くの機械に存在する回転軸系の強度の問題、複雑な形状を持つ部品
から構成されている機械の強度の問題などを取り扱っている点が特徴である。

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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医学編 2018年11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 1028700628 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700629 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700630 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700631 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700632 □ □

病態・疾患別でまなぶ　新生児の薬剤 	 (ネ
オネイタルケア 2018年秋季増刊)

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 河田興編著
9784840462686

【病態ごとに適した薬剤が学べる実践書！】NICUでよく使用されている薬剤を、病態別に分類して解説。それぞ
れの疾患と薬剤を関連付けて学べるので、実践場面をイメージできる。理解を深められるよう、NICUナースの疑
問に答えるQ＆A付き。薬剤について悩んだとき・困ったときに、サッと役立つガイドブック。

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

なんでやねん！根拠がわかる解剖学・生理
学 要点50

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川畑龍史著,濱路政嗣著
9784840465731

【クスッと笑いながら「なるほど」と納得】医療職の卵のみなさんに向けて、難解な用語が多い解剖学・生理学の
丸暗記から解放する書籍。結論を先に言う、繰り返し言う、関西弁の先生が「一つひとつバラバラで覚えるんや
なく、関係があることをついでに覚えておくことが勉強のコツや」と指導する。

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。

患者に楽しく継続してもらえるコツが満載！
糖尿病食事療法 パーフェクト指導BOOK
(糖尿病ケア 2018年秋季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野﨑あけみ編著
9784840464130

【食事療法の知識を深め実践にすぐ生かせる！】糖尿病治療の基本である食事療法について、基礎から最新知
識や管理栄養士が行っているコツを多職種向けにやさしく解説する。さらに、外食＆中食のおすすめ献立や自宅
でできる簡単レシピ、綴じ込み指導ツールも収載。患者に寄り添った食事指導が実現する。

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。

認知症カフェに集まる家族、専門職が一緒
に作った！認知症の人と家族のための「地
元で暮らす」ガイドブックＱ＆Ａ

メディカ出版 電子書籍

¥5,742(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新里和弘監修,NPO法人Dカフェnet著
9784840465465

【認知症の人と家族が抱える困りごとを解決】認知症カフェに集まる家族や専門職と、認知症の人と暮らすため
のヒントを考えた一冊。当事者ならではのアイデアや失敗談など今日から活かせる情報を、33のQ&Aでわかりや
すく掲載した。

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。

Dr.イワケンのねころんで読める英語論文
ナース・研修医必見！ 海外論文がすらすら
読めるようになるヒケツ

メディカ出版 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩田健太郎著
9784840465793

【英語論文へのニガテ意識が100分で解消！】大好評「ねころんでシリーズ」に、あのDr.イワケンが参上！ 英語
論文を教科書通りに精読するのではなく、「論旨をパッとつかむ」コツをわかりやすく解説。多くの原著論文を読
みこなしてきた著者だから語れる生きたノウハウが満載で、看護・医学研究や臨床で「違いを出せる」一冊。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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医学編 2018年11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 1028700633 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700634 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700635 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700636 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700637 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700638 □ □

目的・シーン・症状別　リハビリ病棟の看護記録　「生
活者」としての患者がみえる！ ハズせないポイントが
わかる！ (リハビリナース 2018年秋季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥14,322(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒木暁子編,石川ふみよ編
9784840464352

【記録のポイントがわかり、即実践できる！】フィジカルアセスメントや他職種との共有などの「目的別」、高次脳
機能障害、認知症など「症状別」の多彩な事例に加え、各種サマリーやインシデントレポートの書き方も紹介。患
者さん一人ひとりの入院から退院まで看護記録が、見違えるように書ける！

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。

消化器内視鏡のケア　ズバリ！ 使えるポイントBOOK
現場のケアや患者説明に役立つ写真やイラストが
いっぱい！ (消化器外科ナーシング別冊)

メディカ出版 電子書籍

¥6,380(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本夏代編著
9784840465670

【要点解説＋患者説明ツールで実践に役立つ！】治療やケアの知識を凝縮した「ズバリメモ」、主要な器具や薬
剤の特徴をコンパクトにまとめた「はやわかり帳」、患者説明にそのまま使える「患者説明イラスト（説明みほんつ
き！）」など、内視鏡治療・検査ですぐに使える内容をギュッとまとめた役立つ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。

イラスト＆画像で各科の手術がバッチリ！
オペナースのための“イイトコ取り”解剖図
(オペナーシング 2018年秋季増刊)

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 小西敏郎監修
9784840462549

【器械出しに役立つ解剖イラストが満載！】新人オペナースに届ける解剖図の保存版！ 主な診療科をくまなく押
さえてあるから、どんな器械出しにつくときでも予習・復習に活用できる。わかりやすい解剖イラストと術野写真や
検査画像を合わせてチェックすれば、知っておくべき臓器や神経・血管の配置がパッと理解でき、一歩進んだ器
械出しにつながることまちがいなし。

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。

webでエコー動画×走査がみられる！ カテ
ゴリーが劇的にわかる腹部超音波スクリー
ニング (US Labシリーズ 6)

メディカ出版 電子書籍

¥12,760(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平井都始子編著,小川眞広著,岡庭信司著
9784840465342

【カテゴリー分類で重要な超音波所見を網羅！】カテゴリーが十分に理解できず判定に迷っている医師・技師必
携書。腹部エコーのスペシャリストが、各臓器の基本断面、描出のコツやピットフォール、間違いやすい症例や悩
む症例を提示し、画像をもとにわかりやすく解説。持ち歩きに便利なポケットサイズ！

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

Hybrid Neurosurgeonのための 疾患別 臨床
脳血管解剖テキスト

メディカ出版 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大宅宗一監修,遠藤英徳編
9784840463096

【手術・血管内に必要な脳血管解剖を同時習得】脳神経外科の基本的技術である開頭・直達手術に加え、脳血
管内治療の技術習得を目指す医師が増えている。本書は、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳動静脈瘻、脳腫瘍な
ど、疾患別にそれぞれの治療・手術において必要な解剖学的知識を同時並列に学べる構成となっている。

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

ねころんで読める認知症診療  「もの忘れ外
来」免許皆伝

メディカ出版 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥村歩著
9784840465779

【かかりつけ医のための実践的診療指南書】あなたの診断や処方、紋切り型になっていませんか？ 認知症診療
のリアルな現場では、患者の個別性に応じた、微妙な「さじ加減」が必要。1万人の患者、10万人の脳を見続けて
きた著者が、会話を重要視した「もの忘れ外来」の実践的なコツと実用的な薬物療法を大公開。

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。
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医学編 2018年11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 1028700639 □ □

完全版　脳血管内治療学　病態・治療法の
本質的理解と臨床・研究発展のために

メディカ出版 電子書籍

¥90,750(＋税) □

¥25,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
滝和郎監修,宮地茂編,

松丸祐司編,田中美千裕編

9784840464895

【血管内治療の学問体系を完全網羅した教科書】脳血管内治療を単なる手技・テクニックとしてではなく、体系的
な学問として、周辺を含む全容を完全網羅した領域初の教科書。血管内治療の安全な遂行と発展のために必要
な基礎および介在的研究の現在までの成果と今後の展開を、分野の「サムライ」が結集してまとめた金字塔的1
冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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11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 1028700640 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700641 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700642 □ □

出版社

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9月 商品コード 1028560725 □ □

FLASH薬理学
羊土社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸山敬著
9784758120890

薬理学の要点を簡潔にまとめた、詳しすぎず易しすぎないちょうどよい教科書。通読も拾い読みもしやすく、WEB
特典の解答付きの応用問題で重要事項の復習ができます。医学生や看護・医療系学生がまず読むべき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。

ていねいな保健統計学
羊土社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 白戸亮吉著,鈴木研太著
9784758109727

数学が苦手でも大丈夫！ムズカシイ数式なしで基本的な考え方を一つひとつ解説しているから、平均も標準偏
差も検定もとことん納得！練習問題には看護師・保健師国家試験の過去問つき。国試対策はこれでバッチリ！

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

ABC　of　臨床推論
羊土社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮田靖志監訳,

Nicola Cooper原著,John Frain原著

9784758118484

海外で研究が進む診断エラーの知見を盛り込み、臨床推論の基礎をコンパクトに解説。認知バイアスへの対
処、ヒューマンファクター、診断検査や臨床ツールの効果的な利用法など、広く臨床実践に活きる知識が身につ
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。

科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児島将康著
9784758120692

実例をもとにした78caseを通して、審査委員の受取り方と改良の仕方を丁寧に解説。悩み・あるあるに対し、経
験豊富な児島先生がアドバイスを贈ります。“申請書の書き方”に特化・充実した、ベストセラーの姉妹書。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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11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 1028700643 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700644 □ □

間質性肺炎・肺線維症と類縁疾患 (呼吸器
疾患 診断治療アプローチ 4)

中山書店 電子書籍

¥26,620(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吾妻安良太編,三嶋理晃編
9784521745282

間質性肺炎のなかでも原因が特定できない特発性間質性肺炎は、病態により経過・治療法が異なるため、早期
の診断が重要となる。本書では特発性間質性肺炎を中心に、病因・病態論における基礎研究の最新知見、診断
の進め方、各種病態およびその管理と治療法について詳述。類縁疾患として慢性過敏性肺炎や膠原病肺等に
ついてもとりあげるほか、さまざまな合併症や併存症についても言及している。

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。

エキスパートから学ぶ　皮膚病診療パワー
アップ（※）

中山書店 電子書籍

¥21,780(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秀道広編,青山裕美編,加藤則人編
9784521747231

日常診療における重要な皮膚疾患について、診療ガイドラインを踏まえたうえで、ガイドラインに現れにくい「臨床
の本質」や「臨床哲学」を盛り込んで解説する。診療上の「やるべきこと」「やってはいけないこと」が具体的に示さ
れており、エキスパートの着眼点を学ぶことができる。皮疹の読み方、最適な治療を提供するための考え方、実
践する姿勢が身につき、臨床力が大幅アップする！

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 
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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11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 1028700645 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700646 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700647 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700648 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028700649 □ □

インフルエンザ診療ガイド2018-19
日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅谷憲夫編著
9784784954797

定番書籍の今年版。新薬バロキサビル マルボキシルの解説も充実しています。インフルエンザは、各科どこでも
遭遇しうるコモンディジーズ。てっとり早く毎年の知識をupdateしたい方にオススメです。今年はスペイン風邪から
100年。地域の講演会を頼まれたときなどにちょっと使える話もコラムにあります。

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。

季節の救急―Seasonal Emergency
Medicine

日本医事新報社 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥5,000(＋税)

9784784946075

冊子購入確認

著編者名 山本基佳著

ER診療を「季節」の観点から捉えた1冊。コモンなものから比較的稀なものまで、ERで遭遇しうる疾患を集めて解
説しました。例えば「けいれん+意識障害」。頭蓋内疾患・てんかん・低血糖が鑑別に挙がりますが、夏には熱中
症、秋には銀杏中毒、冬には一酸化炭素中毒+シアン中毒が鑑別の上位に加わります。「季節」というスパイスを
加えると、その後のマネジメントが大きく変わる─。そんな疾患を集めました。当直の夜に先輩から聞くような、楽
しい雑学も随所に登場。

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

ストレスチェック面接医のための「メンタル産
業医」入門　第2版

日本医事新報社 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,000(＋税)

働き方改革に伴う改正労働安全衛生法（平成31年施行）に対応した最新版。ストレスチェック面接医として企業
に関わるようになった先生方に贈る、現場で地雷を踏まないための「処世術」と「問題解決術」。産業医資格を取
得していない方や、メンタル疾患への対応が苦手な方でも、面接医として貢献できるように構成。実務のイロハ
はもちろん、保健指導のノウハウやメンタル不調者へのカウンセリング技法についても初歩から解説しました。

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 櫻澤博文著
9784784945573

現代社会の新しい依存症がわかる本 物質
依存から行動嗜癖まで

日本医事新報社 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口進編著
9784784947935

食べ物依存、性依存、仕事依存、運動依存……これも全部依存症！？　話題のギャンブル依存、ゲーム依存だ
けじゃない！　依存症の専門機関として知られる久里浜医療センターの樋口進院長全面編集の下、国内の依存
症治療の第一人者が結集し、現代社会で治療対象となり得る依存症について、その病態から診断、治療、フォ
ローアップまでQ＆A形式で徹底解説しました。

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。

AKI 急性腎障害 治療の実際
日本医事新報社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阿部雅紀編著
9784784944873

AKI診療に精通する専門医が「AKI（急性腎障害）診療ガイドライン2016」から一歩踏み込んだ形で、AKI診療に関
する“最新”かつ“実践的”なノウハウをお伝えします。特に本書では、AKIの病因別の対応も含め、薬物療法、血
液浄化療法による治療戦略や患者管理についても詳細に解説！腎臓専門医のみならず救急医、小児科医、透
析医などAKI診療に携わる医師にとって、すぐに役立つAKI診療のパーフェクトガイド！

冊子を購入または
発注の場合は、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11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 1028700650 □ □

jmedmook 58 あなたも名医！外来でどう診
る？性行為感染症

日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大路剛編著
9784784966585

性行為感染症について、プライマリケアの現場で役立つリアルかつ最新の知識をまとめました。「公式ガイドライ
ンでは知ることができない診療ノウハウを専門医達が本音でお伝えする」をコンセプトに、現代日本の様々な性
交渉スタイルを想定しながら一歩踏み込んで解説！性行為感染症の基本的知識から各疾患の診かた、これま
で語られることの少なかったハイリスクな職業や曝露被害への対応もしっかり取りあげています。

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。

-  37  -

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。
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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
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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
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