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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 2019年3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1月 商品コード 1029728039 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728040 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728041 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728042 □ □

資産家資本主義の生成
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥29,260(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中西聡著
9784766425765

事業家・企業家・投資家として財や資金の循環を担った地方資産家たちの姿を経済統計や各社の決算書類、
家内文書などの膨大な資料をもとに描き出し、成立期日本の資本主義社会が「資産家資本主義」と言える性格
を持っていたことを実証的に解明する。

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。

精選 折口信夫IV　芸能史論
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,690(＋税)

著編者名
折口信夫著,岡野弘彦編,

長谷川政春解題

9784766425512

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

「私の研究の立場は、常に発生に傾いてゐる。かうする事が、国文学史や、芸能史の考究には、最適（もっとも
ふさはしい）方法だと考へる」　百年前・千年前に滅びたものが、個々の特殊な形に残ることに着目し、芸能の
発生展開を再構築していく折口の芸能史論を、本『精選Ⅳ』では、能・田楽・狂言、舞いと踊り、説教節、歌舞伎
論等に加え、小説「身毒丸」にみるものである。

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。

不可視の「国際法」
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 明石欽司著
9784766425703

トマス・ホッブズ・ライプニッツ及びジャン＝ジャック・ルソーといった啓蒙期「知の巨人」たちの「法」「国家」「国際
法」観念の考察が本書のテーマである。現在の一般知識からは影となっている事実に焦点を当て、彼らの「法」
「国家」「主権」理論を論理的に描き出す。

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。

新債権法の論点と解釈
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥11,110(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平野裕之著
9784766425796

新民法の論点は何か？ どう解釈すべきか？ 必要に応じて内容を調べられる改正法概説書籍。改正法を勉強
する切実な必要性に迫られている方に向けた、平野教授の手による解説・解釈書！

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 

-  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 2019年3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2月 商品コード 1029728043 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728044 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728045 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728046 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728047 □ □

近現代の哲学に深く根付いた合理性をめぐる偏見を退け、アリストテレス的な見方を提示するマクダウェルの
倫理学。極度に引き締まった文体で、私たちの自明としている考え方を問い直すことを求めるマクダウェルの強
靭な議論を、論点を整理しつつ丁寧に読解。その思索の奥行きと豊かさを明らかにする、最良の解説書がつい
に刊行！

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

グローバル政治経済のパズル ゲーム理論
で読み解く

勁草書房 電子書籍

マクダウェルの倫理学 『徳と理性』を読む
勁草書房 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荻原理著
9784326154586

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石黒馨著
9784326302741

グローバル政治経済に関するいろんなパズルを、ゲーム理論で解いていこう。戦争、安全保障、貿易と移民、
通貨と金融という４つの分野において誰もが思い浮かべる疑問を取り上げ、簡単な理論によってその解答を解
説していく。各章にはさらに理解を深めるための例題と、さらに読み進めるための文献案内つき。

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

海洋戦略論 大国は海でどのように戦うのか
勁草書房 電子書籍

¥12,320(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 後瀉桂太郎著

冷戦末期から21世紀現在まで、主要国の海洋戦略を決める要因は何だったのか？　シーパワーと見なされる
米国、英国、日本と、ランドパワーとして認識されるロシア、中国、インドの計６カ国を、領海拒否、制海、戦力投
射の３点から比較し、海洋領域における軍事戦略を理解するための包括的な視座を提供する。

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

9784326302758

遠藤薫編著

冊子購入確認

著編者名 中村圭著
9784326504558

有能な人材が会社を去ることを「損失」ではなく「合理的」だと考える経営とは一体どういうものか？　中国に進
出した日系企業には手に負えない中国人エリートの「流出」が、なぜ中国企業や中国社会では「合理的な流動」
と捉えられるのか？　長期間にわたる中国企業と流動人材へのフィールドワークに基づき分析し、その理由を
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。

9784326603145

なぜ中国企業は人材の流出をプラスに変え
られるのか

勁草書房 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,700(＋税)

西欧近代を発祥とする「近代国家」概念は、日本にとって何であったのか／あるのか。明治維新・文明開化にお
いて<国家意識>はどのように立ち上がっていったのか。戊辰戦争によって生じた<死>や近代武士道の醸成な
どからたどる。またそれが、明治以降の文芸、教育、娯楽などの大衆文化にいかに投射されたかを検討する。

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。

日本近代における＜国家意識＞形成の諸
問題とアジア 政治思想と大衆文化 (学習院
大学東洋文化研究叢書)

勁草書房 電子書籍

¥12,320(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名

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 

-  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 2019年3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1月 商品コード 1029728048 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728049 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728050 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728051 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728052 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728053 □ □

日本版ビッグバン以後の金融機関経営 金
融システム改革法の影響と課題

勁草書房 電子書籍

¥11,110(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山沖義和編著,茶野努編著
9784326504541

本書の目的は2つある。第1に、金融ビッグバン以降の規制緩和などの制度改革の効果を検証すること。第2
に、各金融業態に共通する、少子高齢化、ITCの進展、低金利という社会的・経済的環境のなかで今後いかに
経営を行っていくべきか。今後、各金融業態はどのような道を歩んでいくのかに関心がある業界関係者、研究
者に最適。

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

契約の法務　第２版 (勁草法律実務シリー
ズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥10,450(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 喜多村勝德著
9784326403608

好評書待望の第2版。契約法の基礎、契約書文例の詳細な検討はもちろん、多数の裁判例も丁寧に紹介。債
権法改正解説を随所にちりばめるとともに、ユニドロワ原則、契約交渉等も加えて、契約法務の全体像を立体
的に示す。幅広い読者を想定し、法的概念の基本から丁寧に説き起こし、あらゆる場面に応用可能な真の実
力をつくる。

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。

共振する国際政治学と地域研究 基地、紛
争、秩序

勁草書房 電子書籍

¥10,120(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川名晋史編著
9784326302734

今日の我々はグローバリゼーションの急速な進展と他方での地域主義／国家主義への揺り戻しの中に生きて
いる。本書は、国際政治学と地域研究の協働、すなわち、グローバルな問題が地域にいかなる波及効果をもた
らし、そこでの様態と反応が逆にいかにどの程度グローバルな世界に影響を及ぼしうるのかを解明する。

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。

大戦略論 国際秩序をめぐる戦いと日本
勁草書房 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川﨑剛著
9784326302727

大戦略（グランド・ストラテジー）が悪ければ国運は傾き、良ければ国は隆盛する。では大戦略とは何なのか？
どのように作り上げるものなのか？　そして日本のとるべき大戦略とは？　大国がしのぎを削る権力政治をリア
ルに認識しながら、国際政治学の知見をつかい、いま日本に最も必要な疑問に答える。戦略論の「一歩上」を
いく、日本人のための大戦略論の書がついに刊行！

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

著編者名 宇佐美誠編著
9784326102723

台風の大型化、海面上昇、砂漠化の加速……1980年代以降、温暖化は着実に進み、その影響から地球上の
誰も逃れられない。温暖化をめぐる哲学的・倫理学的研究である「気候正義」の本邦初の論集。排出量分配の
正しさ、未来世代への義務、過去の排出への責任、動物への影響などを学際的に論じる。海外の記念碑的論
文の邦訳も掲載。

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。

気候正義 地球温暖化に立ち向かう規範理
論

勁草書房 電子書籍

¥10,120(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

9784326251315

現在の精神医学は、疾病分類が生物学的知見に基づいていない、生物学的知見と臨床症状の間に説明の
ギャップがあるといった問題を抱えている。これらを克服するため、計算論的精神医学にはアメリカのNIMHをは
じめ国際的な注目が集まっている。理論、方法論、そして具体的な適用事例という3部構成により、この新たな
アプローチを解説。

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。

計算論的精神医学 情報処理過程から読み
解く精神障害

勁草書房 電子書籍

¥11,110(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
国里愛彦著,片平健太郎著,

沖村宰著,山下祐一著

-  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 2019年3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1月 商品コード 1029728054 □ □

社会福祉の形成と展開 (福祉の基本体系シ
リーズ 10)（※）

勁草書房 電子書籍

¥6,380(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井村圭壯編著,今井慶宗編著
9784326701094

社会福祉の現状や歴史、社会福祉に共通する制度・技術や活動とともに児童・高齢者・障がい者をはじめとす
る各領域の福祉について、一定の水準を保ちつつ初学者向けにわかりやすく解説している。またできるだけ最
新の制度・政策や統計情報を盛り込んだ。

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。

-  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 2019年3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 1029728055 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728056 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728057 □ □

テレワークやBYODといった業務のICT化から、AIを用いた採用活動、HRテックを利用したモニタリングや人事
考課、そしてRPAの活用まで。個人情報保護法やプライバシー法をはじめとした情報法と、労働基準法、労働
契約法、労働安全衛生法などの労働法、そして行政庁の指針とが交錯しておりなす複雑な規制を丁寧に解き
ほぐし、企業が留意すべき人事労務情報管理上のポイントを、多くの裁判例にも触れつつ細部にわたって明快
に示す。

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。

理性狂―解釈妄想病と復権妄想病（※）
弘文堂 電子書籍

¥20,790(＋税) □

¥6,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ポール・セリュー著,ジョゼフ・カプグラ著,

濱田秀伯監訳,千葉洋訳

9784335651809

古典精神医学の精華が、100年の時空を超えて蘇る！　本書はフランスにおけるパラノイア論の白眉です。こ
れを読むと、20世紀初頭にぶつかり合ったドイツ学派とフランス学派さらにヨーロッパ精神医学の全貌を、当時
の熱気とともに概観することができます。その飛沫こそ解釈妄想病、復権妄想病などの慢性妄想病群です。今
日、その大半は忘れ去られていますが、意味するところは少しも失われていません。

冊子を購入または
発注の場合は、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。

□

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾剛行著
9784335357770

AI・HRテック対応 人事労務情報管理の法律
実務（※）

弘文堂 電子書籍

¥11,880(＋税)

法多元主義―交錯する国家法と非国家法
（法哲学叢書[第Ⅱ期]1）（※）

弘文堂

著編者名 浅野有紀著
9784335300967

国家ではない集団や組織の手による非国家法が形成・拡大し、国家法と併存する状況において生じる問題を
論じる法理論である「法多元主義」。法実証主義の現代的展開として法多元主義を位置づけるとともに、社会
保障と自衛官合祀訴訟という個別の題材、さらに、組織論にもアプローチ。グローバル化がもたらす国家法と
非国家法が交錯する世界を読み解く法理論。法多元主義からの光で違う世界が見えてくる。

電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

□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。
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人文社会編 2019年3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3月 商品コード 1029728058 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728059 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728060 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728061 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728062 □ □

現代アメリカの経済社会　理念とダイナミズ
ム

東京大学出版会 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
河﨑信樹著,吉田健三著,
田村太一著,渋谷博史著

9784130421492

アメリカを動かす経済的基盤の特質とはなにか。経済的自立をもたらすジョブ（Job）とそれが生み出す自由とい
うアメリカ経済社会を駆動する理念を明らかにし、グローバル化の進展のなかで絶え間ない構造変化を生み出
すダイナミズムを描き出す。現代アメリカを経済の視点から読み解く最新テキスト。

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。

共通教化と教育勅語
東京大学出版会 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋陽一著
9784130562287

日本の近代教育は欧米の知を導入しながらも、日本の国民教育であらねばならなかった。鈴木雅之、吉田熊
次、海後宗臣の言説とその背景の文脈に分け入り、教育勅語に代表される、国民の道徳、国民の情操を教化
する制度としての日本近代教育の淵源に再照明をあてる。

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

¥5,280(＋税)

冊子購入確認

著編者名 吉原直樹著
9784130520287

ツァーリと大衆  近代ロシアの読書の社会史
東京大学出版会 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 巽由樹子著
9784130261616

絵入り雑誌と呼ばれる薄手の週刊誌が次々と発行された19世紀末のロシア社会。新しいメディアを享受した読
者とは誰か、読者の変遷がもたらす文化の変容こそが、農奴制廃止や教育改革などの大改革から革命に至る
騒擾という歴史の転換点につながることを明らかにし、近代ロシア像に再考をうながす。

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。

□

¥3,200(＋税)

都市社会学　歴史・思想・コミュニティ
東京大学出版会 電子書籍

都市社会学は、これまで、そしていま何をめざしているのか。都市社会学を長らく牽引してきた著者が、隣接す
る諸科学と共有する知の枠組みを積極的に開示し、現代都市のフロンティアを具体的・経験的にとらえながら、
その全体像を示すテキスト。

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。

9784130101370

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

精神障害を哲学する　分類から対話へ
東京大学出版会 電子書籍

¥5,280(＋税) □

著編者名 石原孝二著

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

精神障害とは何か。精神医学とはどのような実践なのか。哲学史における狂気の概念や現代の分類・診断の
変遷を分析し、「オープンダイアローグ」などの対話的アプローチや「当事者研究」の意義を探究することによっ
て、精神医学の未来を探る。【推薦文】「「病院」から「地域」へ、「診断」から「当事者」へ、「分類」から「対話」へ。
哲学者の透徹した視座が、精神医学の現状と未来を鮮やかに描き出す」――斎藤環（精神科医、筑波大学教
授）

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 
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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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人文社会編 2019年3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 1029728063 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728064 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728065 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728066 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728067 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728068 □ □

梅川葉菜著
9784130362696

世界の語り方2　言語と倫理 (東大エグゼク
ティブ・マネジメント)

東京大学出版会 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥2,600(＋税)

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三谷太一郎著
9784130033497

日本の近代をどうとらえるか。近代史の文脈において、現代とはいかなる時代なのか。幕末・維新から戦後70
年まで、歴史から政治、経済、憲法、学問まで、縦横無尽に語り合う（対談者：御厨貴、松尾尊兊、脇村義太
郎、神田眞人、岡義武、樋口陽一）。

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

清水克俊著

冊子購入確認

著編者名 東大EMP編,中島隆博編

著編者名

近代と現代の間　三谷太一郎対談集
東京大学出版会 電子書籍

¥4,785(＋税) □

9784130430616

いま、そしてこれからを生きるわれわれが持つべき「新しいリテラシー」とは何か。4つのテーマの「語り方」を刷
新することによって、われわれはどう世界に関与していくのか。知のあり方に光を当て直し、社会やそして人間
そのものを再定義し、より深い思考へと向かう。

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

世界の語り方1　心と存在 (東大エグゼク
ティブ・マネジメント)

東京大学出版会 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥2,600(＋税)

金融経済学入門
東京大学出版会 電子書籍

¥4,950(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 東大EMP編,中島隆博編

9784130430623

いま、そしてこれからを生きるわれわれが持つべき「新しいリテラシー」とは何か。４つのテーマの「語り方」を刷
新することによって、われわれはどう世界に関与していくのか。知のあり方に光を当て直し、社会やそして人間
そのものを再定義し、より深い思考へと向かう。

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

9784130421485

現代の金融の仕組みを理解するための格好の教科書。具体的な金融的問題に直面したとき、その理解・解決
のための魅力的な思考枠組みを提供してくれる金融経済学。本書は、金融に関わる現実の場面の中でどのよ
うなことが重要なのかを工夫された記述により丁寧に解説。銀行や証券会社等の就職をめざす人にとっての必
読書。

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。

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

アメリカ大統領と政策革新　連邦制と三権分
立制の間で

東京大学出版会 電子書籍

¥10,230(＋税)

生命倫理のレポート・論文を書く
東京大学出版会 電子書籍

¥4,125(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松原洋子編,伊吹友秀編
9784130624206

私たちの生老病死にかかわる生命倫理の問いについて、レポート・論文の執筆を通じて深く考えるためのガイ
ドブック。問いを立てる、調べる、書くといった技法とともに、社会学、歴史学、法学、倫理学などの多様なアプ
ローチを紹介する。

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。

三権分立制と連邦制の下で、アメリカの大統領はいかにして政策を実現しているのか。大統領が「特区認可
権」の活用により、州政府の協力を得ながら連邦議会の立法を迂回して政策革新を行ってきたことを明らかに
し、アメリカ現代政治への新しい視座を提示する。

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。

□

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

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



人文社会編 2019年3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2月 商品コード 1029728069 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728070 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728071 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728072 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728073 □ □

いかなる理念のもと、どのように構想、創設されたのか。基本構想から法施行まで、当事者たちの手による「全
記録」。

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。

新装版　介護保険制度史 基本構想から法
施行まで（※）

東洋経済新報社

アセモグル／レイブソン／リスト　マクロ経済
学（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

新世代による入門テキスト。現実データから社会を読み解く経済学の考え方と、一国経済からグローバル経済
まで見通す力を身に付ける。

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。

著編者名
介護保険制度史研究会編著,

大森彌著,山崎史郎著

9784492701492

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ダロン・アセモグル著,

デヴィッド・レイブソン著,ジョン・リスト著

9784492315125

電子書籍

科学立国の危機 失速する日本の研究力
（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税)

□

9784492100349

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大守隆編

¥26,400(＋税)

冊子購入確認

□

¥8,000(＋税)

日本経済読本（第２１版）（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥7,920(＋税)

これ一冊で、金融、財政、景気、産業、地方、雇用、社会保障、環境、世界経済などを網羅。日本経済の今を掴
める信頼のロングセラー。

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。

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 デービッド・アトキンソン著

冊子購入確認

著編者名 豊田長康著
9784492223895

「日本の科学力失速、地位危ない」と英ネイチャー誌が警告！　急落する実態、その要因、再生の青写真を解
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。

9784492396469

あのデービッド・アトキンソンが「１１８人の外国人エコノミストの英知」を結集し、人口減少ニッポンの処方箋を
「すべて」描ききる。

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

日本人の勝算 人口減少×高齢化×資本主
義（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  10  -

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



人文社会編 2019年3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1月 商品コード 1029728074 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728075 □ □

ファンタジーランド（下） 狂気と幻想のアメリ
カ５００年史（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カートアンダーセン著,
山田美明訳,山田文訳

9784492444542

迷走するアメリカはどこへ向かうのか。新世界を信じた夢想家たちとその末裔が創り上げた５００年の歴史から
読み解く。

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

ファンタジーランド（上） 狂気と幻想のアメリ
カ５００年史（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カートアンダーセン著,
山田美明訳,山田文訳

9784492444528

なぜアメリカはトランプ政権を誕生させたか。新世界を信じた過激な夢想家たちとその末裔が創り上げた驚愕の
５００年史。

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。

-  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 2019年3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1月 商品コード 1029728076 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728077 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029502771 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029502772 □ □

子どもと教育―近代家族というアリーナ (家
族研究の最前線)

日本経済評論社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
比較家族史学会監修,

小山静子編著,小玉亮子編著

9784818825154

近代家族はいかにして生まれ、どのような子ども観や教育観が生み出されて社会に波及していったのか。そこ
に潜む困難や課題とは何なのか。国や地域、時代を超えて、考える。

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

増補改訂版 中江兆民と財政民主主義
日本経済評論社 電子書籍

¥3,465(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡瀬義男著
9784818825185

自由民権運動の理論家・中江兆民は、財政民主主義の先駆者でもあった。初版で新たに刻んだ兆民像に、天
皇・皇室論を含むその後の研究成果を付す。

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。

農村の歩みに命と共同を学ぶ
日本経済評論社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川尻裕一郎著
9784818825147

出生率低下、食糧自給率低下など、命にかかわる国家的課題。解決の鍵は「生の意思」と「共同」にある。農村
を命と共同の学び舎と力説する技術者のメッセージ。

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

中村政則の歴史学
日本経済評論社 電子書籍

¥6,105(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
浅井良夫編,大門正克編,

吉川容編,永江雅和編,森武麿編

9784818825031

近現代史研究の中心的存在だった中村政則。日本資本主義史、天皇制論、地主制史、民衆史など、人々を魅
了した多岐にわたるその仕事を、さまざまな角度から再評価し、歴史学での位置づけを問う。

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

  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 

-  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 2019年3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1月 商品コード 1029728078 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029342069 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029342070 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029342071 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029342072 □ □

建築家ヴォーリズの「夢」 戦後民主主義・大
学・キャンパス

勉誠出版 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高澤紀恵編,山﨑鯛介編
9784585230656

大学を「建築」する―。戦後日本の大学建築を牽引した建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880～1964）。キリスト教伝道と英語教育のために来日
したヴォーリズは、メンソレータムで名高い近江兄弟社を拠点に、建築事務所を開設し、教会、個人住宅、病院など数多くの西洋建築の設計を行った。
なかでも大学建築に代表的な建築が多く、関西学院大学、神戸女学院、同志社今出川キャンパス、明治学院などが彼の手になった。国際基督教大学
（ICU）もそのひとつである。戦後日本、戦後民主主義の展開のなかで、建築家ヴォーリズはどのような大学キャンパスをつくり、どのように学問の空間
をつくりあげようとしたのか。本書はICUを中心とするヴォーリズの大学建築を主要テーマに、大学と建築家の出会いを戦後の歴史の中で読み解き、
大学キャンパスの空間と学問の交差、また戦後と大学キャンパスのありようについて、豊富なカラー図版とともに考察する。

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

季語をさかのぼる
勉誠出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林祥次郎著
9784585280453

風土の繊細な四季をさまざまに描き出すことばたち―季語ひとつひとつにまつわる多様なイメージの起こりをたどり、今は忘れられた感覚を
掘り起こす。獺の祭・富士の農男・蚊・狐火・ナマコなど、思いがけない季語も紹介。歴史的・文化的周辺をも包括した解説とともに、日本人
の感性の歴史にたどる。［本書の特色］・代表的な季語のほか、獺の祭・富士の農男・蚊・相撲・狐火・ごきぶりなど、一般的でないことばも取
材。計83語を収録。・各季語を象徴する俳句を冒頭に掲載。著者の洒脱な解釈とともに、俳句の深遠な世界を味わうことができる。・各季語
の歴史的・文化的周辺をも包括した広範な解説を満載。・『鳥獣人物戯画』などの古画や「西鶴本」など木版本の挿絵を、季語の関連箇所を
図版として多数掲載（約40点）。・巻末に、解説2本（「季語」「連歌・俳諧・発句・俳句」）を収録。・季語索引を掲載。

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。

それでも東條英機は太平洋戦争を選んだ
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
9784585222262

東條は、憲兵を駆使し人事権を弄し、自分に反対する者を戦死必至の激戦場へ送るなど多くの反対を押し切って支那事変と
太平洋戦争を推進し、日本は無条件降伏に至った。東條の軍事思想は、「支那を一撃し、ドイツと連携して、ソ連・米・英等と
戦う集団国防主義を推進する。支那事変の根本的解決のため、支那を支援する米英との戦争を決意すべし」との強硬論で
ある。東條は九段軍人会館で持論を豪語して新聞に「東條次官、断固たる決意で二正面作戦を準備」と喧伝され、日支和平
努力をぶち壊し、この後、支那・英米との無謀な二正面作戦に突入した。

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。

青空の下で読むニーチェ
勉誠出版 電子書籍

¥2,420(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮崎正弘著
9784585210511

西部邁は『アクティブ・ニヒリズム』を主唱した。三島由紀夫ほどニーチェを読みこなした作家はいない。ニーチェ
は『いまという時間を精一杯生きろ』と言い残したのだ。暗い書斎から飛び出し、明るい青空の下で読むのこそ、
ニーチェの思想の理解にふさわしい！人生を強く生きよと主張したニーチェの思想を読み直す。

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。

考古学が解く混迷の現代　オウム事件の本
質

勉誠出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹岡俊樹著
9784585210504

なぜ、バブル時代の日本に「前近代」が復活したのか。日本国民をサリンで皆殺しにするという「救済の論理」と
それを実践する組織はどのようにして生まれたのか。彼らはどうして「国家」を作ったのか。麻原とは何者か。彼
は何を「証明」したのか。彼らは再びやってくるのか。

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

□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 

-  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 2019年3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 1029728079 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728080 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728081 □ □

建設現場
みすず書房 電子書籍

¥10,199(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂口恭平著
9784622087410

これは小説なのか、それとも記録なのか。『独立国家のつくりかた』の異才が、未経験の幻視世界を言語でまざ
まざと体感させ、新しい次元をひらく書き下ろし長編。

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

農家が消える 自然資源経済論からの提言
みすず書房 電子書籍

¥10,499(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
寺西俊一編著,石田信隆編著,

山下英俊編著

9784622087373

日本の食と自然・風土を支えてきた農家が歴史的な岐路に立つ。持続可能な農業・食料・エネルギー利用の仕
組みを、アジアと連携し発展する環境共同体につなぐ道。

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

新版 現代日本法へのカタバシス
みすず書房 電子書籍

¥23,399(＋税) □

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木庭顕著
9784622087076

異色の表題作が甦り、新たに組合論、書き下ろし委任論ほか所収、旧「『ローマ法案内』補遺」全面改稿。民事
法に焦点を絞って大幅改訂の決定版。なぜなら、「民事法こそは法のコア」（はしがき）。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  14  -

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



人文社会編 2019年3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12月 商品コード 1029728082 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728083 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728084 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728085 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728086 □ □

民事訴訟法〔第6版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤眞著
9784641138025

信頼の著者による、信頼の基本書。前版刊行以降の重要判例・学説動向をフォローし、債権法改正への対応
を図った。２年ぶりの改訂、精到の第６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。

電子書籍

¥6,600(＋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。

新・情報公開法の逐条解説〔第8版〕 行政機
関情報公開法・独立行政法人等情報公開
法

有斐閣

著編者名 宇賀克也著
9784641227576

情報法制研究の第一人者にして日本の情報法制の立案に参画してきた著者による、定評の逐条解説。法令
や重要判例、実務にも目配りし、「行政文書の管理に関するガイドライン」を追記するなど、内容を一層充実さ
せた。最新・信頼の改訂第８版。

電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

租税法の全体像をコンパクトに示す好評テキストを、平成30年度税制改正までを織り込み改訂。研究者と実務
家の協働により、「実務を前提とした理論」「理論に裏づけられた実務」を紹介する。租税法学習に必須のバラ
ンス感覚を養いたいひとに。

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

オリエンテーション民法（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松久三四彦著,

遠山純弘著,林誠司著

9784641137875

民法を無理なく学んでいける道案内する入門書。法律の教科書とは思えないくらいやさしい言葉で中学生でも
読めるよう工夫を凝らした。民法総則から家族法までの主要論点が網羅されているので、初学者にとって最
適。2017年債権法改正および2018年相続法改正など最新の法改正に対応。

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

□

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中里実編,弘中聡浩編,渕圭吾編,

伊藤剛志編,吉村政穂編

9784641227569

租税法概説〔第3版〕（※）
有斐閣

コンパクトなスタンダードテキストとして長く読み継がれているテキスト。「なぜそうした法制度が必要なのか」と
いう問いに丁寧に応えて解説する。平成29年の民法（債権法）改正、および、平成30年の商法改正を織り込ん
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。

□

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大塚龍児著,林たつみ著,

福瀧博之著

9784641159518

商法Ⅲ　手形・小切手〔第5版〕 (有斐閣Ｓシ
リーズ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,060(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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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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人文社会編 2019年3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12月 商品コード 1029728087 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728088 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728089 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728090 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728091 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728092 □ □

行動経済学〔新版〕 伝統的経済学との統合
による新しい経済学を目指して（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,720(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大垣昌夫著,田中沙織著
9784641165380

初版刊行以来、行動経済学の体系的テキストとして好評を博した本書を、近年の研究成果を盛り込み大幅改
訂。研究の進展が著しい社会的選好と規範行動経済学の章を、それぞれ「基礎と発展」「理論と応用・政策」に
分けて、「ナッジ」などの最新のトピックを追加。

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

ゲーム理論で考える政治学 フォーマルモデ
ル入門（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,720(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅古泰史著
9784641149281

政治家の汚職など、誰もが気になるニュースを題材に政治学を学べる入門書。複雑な問題でも単純明快に解
きほぐすゲーム理論の醍醐味を味わえます。多くの身近な具体例や演習問題のほか議論の題材も各章に用
意し、副読本としても使える構成に。

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

法の支配と実践理性の制度化
有斐閣 電子書籍

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中成明著
9784641126046

「法の支配に基づく実践理性の制度化」という法構想の基本的な方向をさぐり、その全体的な理論枠組を再構
築する意欲的論文集。法理学的な考察姿勢を明確に示しつつ、視座・構想・モデルなどについて、どのような理
論枠組が構築されるのか、その基本的な方向と理論構造を明らかにする。

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。

経済法入門 (法学教室ライブラリィ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,140(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 泉水文雄著
9784641243125

法学教室で２年間に亘って好評を博した連載に、大幅な加筆修正を施して単行本化。事例を多く用いることで、
具体的なイメージを持ちつつも些末な事項にとらわれることなく、独禁法の全体像を理解出来るようになる。入
門から上級を目指す法科大学院生に好適。

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

刑事弁護の基礎知識〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,720(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡慎一著,神山啓史著
9784641139367

刑事弁護の基礎理論をベースに、求める結論を導く説得的な論拠（ケース・セオリー）を具体的に解説する好評
書の第２版。刑事弁護において重要なテーマである「量刑弁護」について新たな編を設けることで、より実践的
な知識習得のための更なる充実を図る。

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。

破産法・民事再生法〔第4版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥18,260(＋税) □

¥8,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤眞著
9784641137448

倒産法研究の第一人者の手による理論的体系書。第３版刊行以降の重要な裁判例や文献をアップデート。進
展著しい実務の動向に目配りし、理論的に考察した。今後の解釈と運用の指針を示す、最新・充実の第４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。
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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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人文社会編 2019年3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12月 商品コード 1029728093 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728094 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728095 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728096 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728097 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728098 □ □

マーケティング・リサーチのわな 嫌いだけれ
ど買う人たちの研究

有斐閣 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古川一郎著
9784641165366

科学的なマーケティングの限界を豊富な事例や実証によって明らかにし、あるべきマーケティング・リサーチの
姿を描き出す。本質的なテーマを多面的にとらえつつ、かみ砕いた解説に基づいていて、マーケターやビジネ
スパーソン必読の書。

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

マーケティング・リサーチ入門 (有斐閣アル
マ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 星野崇宏著,上田雅夫著
9784641221161

豊富な事例をもとに、購買履歴など「集まるデータ」と消費者調査など「集めるデータ」を活用しながら、正しい顧
客理解やマーケティング施策の立案・評価を行うリサーチの方法と実務の勘所を学ぶことができる、新しいスタ
ンダードとなる教科書。実務家にもおすすめ。

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

そのクチコミは効くのか
有斐閣 電子書籍

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 久保田進彦著,澁谷覚著
9784641165373

クチコミは消費者にどのような影響を与えるのか、クチコミ・プラットフォームの運営主体によってその効果は変
わるのか、といったクチコミを巡るさまざまな疑問点について、実験に基づいて答えていく。実務面、さらに消費
者保護の観点からも、示唆に富む一冊。

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。

組織アイデンティティの機能 環境変化への
対応における役割

有斐閣 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤秀典著
9784641165359

組織のメンバーは、それぞれ自組織についてのイメージを持っている。そのことが、変化する環境へ対応しよう
とする際どのように影響するのか。そして、結果として「落とし穴にはまる組織」のメカニズムはどのようなもの
か。損害保険業における事例をもとに明らかにする。

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。

インターネットビジネスの競争戦略 オンライ
ン証券の独自性の構築メカニズムと模倣の
二面性

有斐閣 電子書籍

¥16,170(＋税) □

¥4,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙井文子著
9784641165335

日本のオンライン証券市場は、比較的容易に他社の戦略の模倣が可能な業界であるにもかかわらず、黎明期
には模倣が数年にわたって起こらず、その結果、企業間に営業利益率等のパフォーマンスに大きな違いが生じ
たのはなぜか。そのメカニズムを明らかにする。

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。

ベーシック経済学〔新版〕 次につながる基礎
固め (有斐閣アルマ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,720(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古沢泰治著,塩路悦朗著
9784641221239

ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩的な理論を直観的にわかりやすく解説した好評の入門テキスト。統計デー
タを更新し、アベノミクスや異次元金融緩和などの新しいトピックスを盛り込んだ最新版。より学習を進めやすい
ように、章末の練習問題を大幅拡充。

冊子を購入または
発注の場合は、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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人文社会編 2019年3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12月 商品コード 1029728099 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728100 □ □

生活保護と貧困対策 その可能性と未来を
拓く (有斐閣ストゥディア)（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩永理恵著,卯月由佳著,木下武徳著
9784641150614

貧困や生活保護をめぐるさまざまな誤解を解きほぐし、よりよい制度・社会の構築へと議論をつなげる入門テキ
スト。難解な制度の解説だけでなく、根本から問題について考えるための事例や、他の制度や他国の仕組みと
比較しながら考える視点を提示する。

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。

福祉原理 社会はなぜ他者を援助する仕組
みを作ってきたのか

有斐閣 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩崎晋也著
9784641174429

地縁や血縁など特定の「関係のない他者」を援助する仕組みである「福祉」。私たちは「福祉」という仕組みがあ
ることで見知らぬ他者と共存し、社会を形成できているのだ。その正当化の論理を、３つの局面に焦点を当て、
壮大なスケールで描き出す。著者待望の渾身の社会福祉論。

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



人文社会編 2019年3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2月 商品コード 1029728101 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728102 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728103 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728104 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728105 □ □

古代国造制と地域社会の研究
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 篠川賢著
9784642046534

近年、７世紀代に遡る木簡の出土や宮都の調査によって大化前代の研究が盛んになり、中央政権の地方支配
制度である国造制についても、新たな成果が発表されている。それらをふまえて、「国造」の語義、国造のクニ、
東国国司詔の意味、風土記や神賀詞奏上に見える出雲の特殊性など、前著の批判への反論も交えて、現在
の国造制研究の最先端を論述する。

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

律令国家の祭祀と災異
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林宣彦著
9784642046541

７世紀から８世紀にかけて成立した律令国家は、頻発する災異から共同体を保全するため、元来は豊穣・防疫
を祈り収穫を感謝して執り行われる祭祀を、どのようにしてシステム化し、国家祭祀として制度化したのか。古
代の「罪」と「祟」、神仏習合、神郡の成立、神階奉授、神税管理などを分析し、歴史学と宗教学の両面から古
代祭祀の実態を解き明かす。

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。

日本古代の地域社会と行政機構
吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口英男著
9784642046503

古代日本の地域や社会のあり方と行政機構は、どのように歴史的に変容し、相互に関係したのか。奈良時代
から平安時代中期の地方行政機構の展開、古代の牧と馬に関する国家の制度と地域における経営の実態、
「額田寺伽藍並条里図」の復原的検討、さらに、正倉院文書と史料学の四部構成により考察する。著者のこれ
までの研究成果を集成した待望の一書。

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

院政期武士社会と鎌倉幕府
吉川弘文館 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川合康著
9784642029544

鎌倉幕府の成立にはいかなる歴史的前提があったのか。院政期の中央と地方を結ぶ広域的な東国武士の移
動とネットワークに着目し、治承・寿永内乱期の戦争の実態と地域社会の動向を解明。さらに、内乱を経て成立
する鎌倉幕府と、それを支えた武士社会が変容する過程を検証する。院政期武士社会の連続性と非連続性か
ら鎌倉幕府成立を捉え直す意欲作。

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。

平安時代辞書論考 辞書と材料
吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大槻信著
9784642085281

文学・歴史研究において、古辞書は語彙をさぐる重要な役割を果たしてきた。平安時代成立の『新撰字鏡』『倭
名類聚抄』『類聚名義抄』を中心に、辞書が成立するための、材料となる先行の辞書類等との関係性を追究。
辞書全体の仕組みと性格を押さえつつ、書写される度に変化し続けるその特徴を捉える。古辞書を体系的に把
握し、その本質に迫る意欲作。

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。

□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。



人文社会編 2019年3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2月 商品コード 1029728106 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728107 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728108 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728109 □ □

事典 古代の祭祀と年中行事
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 岡田荘司編
9784642014786

古来、国家鎮護・安泰のための神祇祭祀と仏教法会が、天皇自身や社寺によって執り行われてきた。祈年祭
や新嘗祭などの恒例祭祀、出雲国造神賀詞奏上儀礼などの臨時祭祀、大極殿御斎会や薬師寺最勝会などの
法会を厳選して計６０件を収載。最新の研究にもとづき、大嘗祭などの変遷にも触れつつ平易に解説。豊富な
図版、年表・索引などの付録も充実。

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

近代東京の地政学 青山・渋谷・表参道の開
発と軍用地

吉川弘文館 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田尚子著
9784642083430

流行最先端のものがあふれる青山・渋谷・表参道には、江戸期から昭和戦前までの様々な痕跡も見出すこと
ができる。新国立競技場の場所には幕府の火薬庫があり、渋谷には水車小屋が点在し、表参道では陸軍兵士
が行進した。東京西郊の「山の手」台地は近代都市空間としてどう開発されたのか。地形と軍事が地域社会に
与えた影響を地政学の視点を交え読み解く。

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

中世の東海道をゆく 京から鎌倉へ、旅路の
風景 (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 榎原雅治著
9784642071017

街道が整備された近世と違い、山や河原、海際をたどる中世の旅は過酷だった。貴族の旅日記を主軸に、地理
学・地震学・地質学や潮の干満の研究成果も活かし、当時の景観を復元。地形改変に挑む人々の営みにも触
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。

陸軍参謀 川上操六 日清戦争の作戦指導
者 (歴史文化ライブラリー 480)

吉川弘文館 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大澤博明著
9784642058803

薩摩出身の陸軍軍人で、大本営参謀として日清戦争を勝利へと導いた川上操六。山県有朋ら長州閥との対立
に苦悩しながらの作戦指導、戦後の軍拡計画や、清との関係の再構築に尽力した姿から、その知られざる実
像に鋭く迫り、昭和軍国主義の先駆者というこれまでの誤解を解く。また、清や朝鮮と比較しながら、日本の軍
事的近代化の過程も振り返る。

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 2019年3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 1029728110 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728111 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728112 □ □

解析学百科ＩＩ　可積分系の数理
朝倉書店 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中村佳正著,高崎金久著,辻本諭著,

尾角正人著,井ノ口順一著

9784254117271

ソリトン、戸田格子、逆散乱法などの数理物理に端を発し、幾何学・代数学・数論など多くの分野に広がる可積分
系の世界を総覧する。〔内容〕古典可積分系／離散可積分／可解格子模型／幾何学と可積分系／応用可積分
系

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

圏と加群　【現代基礎数学１６】
朝倉書店 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水勇二著
9784254117660

圏論は代数幾何学や数論、計算機科学、弦理論など多くの分野に関係する。本書では集合・群からスタートし、
環と加群の理論と並行して圏論の初歩を学ぶ。〔内容〕集合と群の言葉／環と加群／圏と関手／可群の圏と環
／圏の局所化と応用

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

地理学基礎シリーズ、世界地誌シリーズに続く、初級から中級向けの地理学シリーズ。第3巻はサステイナビリ
ティをテーマに課題を読み解く。地球温暖化、環境、水資源、食料、民族と文化、格差と貧困、人口などの問題に
対する知見を養う。

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

サステイナビリティ　【シリーズ〈地誌トピック
ス〉　３】（※）

朝倉書店 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢ケ﨑典隆編,森島済編,横山智編
9784254168839

□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 2019年3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1月 商品コード 1029728113 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728114 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728115 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728116 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728117 □ □

データセンター調査報告書2019 ［クラウド併
存時代のデータセンター「生き残り」策］

インプレス 電子書籍

¥528,000(＋税) □

¥170,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 クラウド＆データセンター完全ガイド監修
9784295005209

クラウド併存時代のDCの生き残り策を分析。業界動向、サービス動向、ユーザー動向をまとめた報告書。事業
者の競合研究や自社サービス戦略への検討材料となるもので、今後の進むべき方向性をデータに裏付けられた
分析記事から読み取ることができる一冊です。

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。

エンジニアなら知っておきたいAIのキホン 機
械学習・統計学・アルゴリズムをやさしく解説

インプレス 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 梅田弘之著
9784295005353

本書は、これからAIを学ぶエンジニア向けに「AIとは何か」「AIで何ができるのか」をイメージできるAI入門書で
す。全3部構成。●第1部「人工知能の基礎を理解する」●第2部「機械学習のアルゴリズムを学ぶ」●第3部「ビジ
ネスに活用するための人工知能を学ぶ」で解説いたします。

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。

コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 仕事の
不安がスッキリ解消！厳選メソッド49

インプレス 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡瀬謙著
9784295005506

晴れて社会人になるのに、楽しみよりも漠然とした不安が先に来てしまう…。著者の渡瀬氏は、内向的で口ベタ
な性格のゆえに、みなさんと同じように悩み、苦しみを乗り越えてきました。そんな著者がたどり着いた雑談力、
人間関係の作り方、会話テク、処世術など、自分を無理に曲げることなく実践できる49の秘訣を公開いたします。
すでに社会人となった人にも、きっと役に立つ一冊です。

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。

徹底攻略 AWS認定ソリューションアーキテク
ト アソシエイト教科書

インプレス 電子書籍

¥7,854(＋税) □

¥2,380(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鳥谷部昭寛著,宮口光平著,

菖蒲淳司著

9784295005490

2018年に試験改定された「AWS認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト」の新試験に対応した受験対策教
科書です。豊富な知識と経験をもつ著者陣が、合格に必要な知識はもちろんのこと、現場で役立つAWSのクラウ
ド活用についても解説しています。解説では、受験する上で重要となるポイントを「試験対策」パーツにまとめてい
るので、基礎から実戦までの体系的な学習と受験に向けた総仕上げが行える、受験者必携の一冊です。

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。

ドローンビジネス調査報告書2019【海外動向
編】

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,田中亘著
9784295005452

『海外の市場データや主要企業の戦略を解説』　本調査報告書は、海外の市場規模データ、巨大IT企業やドロー
ンにおける主要な企業の動向、規制や技術的な動向、各産業の動向、さらに航空・自動車産業の参入相次ぐエ
アモビリティの動向などを捉えながら、海外のドローンビジネスの現状を解説します。

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。

□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 2019年3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1月 商品コード 1029728118 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728119 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728120 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728121 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728122 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029312005 □ □

Pythonデータ分析/機械学習のための基本
コーディング！ Pandasライブラリ活用入門

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
吉川邦夫訳,Daniel Y. Chen著,

福島真太郎監修

9784295005650

本書では、分析の前にデータを整備することから始め、実際にさまざまなデータ操作を行うコーディング例を解説
します。さらには、データの準備ができたら、データに対して統計モデルや線形モデルを適合させる方法、適合結
果の評価する方法までを説明。データ分析/機械学習に必要となる基本的なプロセスをたどることで、データ分析
/機械学習の一連のテクニックを理解できるようにしていきます。

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

Docker実践ガイド第2版
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 古賀政純著
9784295005520

Dockerが利用される環境や背景を説明し、導入前のシステム設計、Dockerの基本的な利用方法、Dockerfileに
よる自動化の手法、管理・監視ツールについて、実際に操作をしながら解説します。また、Docker周辺のシステ
ム環境として、CoreOS、RancherOSといったコンテナ運用OSや、より複雑な運用環境で求められる、Kubernetes
やDocker Swarmによるマルチホストやクラスタシステムについても、テスト環境を構築しながら解説します。

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。

写真を紡ぐキーワード 123 写真史から学ぶ
撮影表現

インプレス 電子書籍

¥7,639(＋税) □

¥2,315(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大和田良著
9784295005728

本書の内容は大きく「写真史」「写真表現」の2つに分類され、写真史は、主に写真家をキーワードにして写真史
の大綱をまとめ、作品やその制作意図、歴史的意義をできるだけ平易に解説します。一方、写真表現は、場所や
事柄、現象など、写真の被写体となる単語をキーワードに、写真表現や技術について著者が随想的にまとめて
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。

徹底攻略ディープラーニングG検定ジェネラ
リスト問題集

インプレス 電子書籍

¥6,930(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 明松真司著,田原眞一著,杉山将監修
9784295005667

いま話題の資格【ディープラーニング G検定（ジェネラリスト）】にいち早く対応した問題集／多数のG検定合格者
を輩出するスキルアップAI株式会社の明松 真司氏・田原 眞一氏による執筆。業界の第一人者 杉山 将氏（理化
学研究所 革新知能統合研究センター センター長・東京大学 教授）監修。ディープラーニングG検定の合格を狙
うなら必携の1冊！

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

スラスラ読める Unity C#ふりがなプログラミ
ング

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 安原祐二監修,リブロワークス著
9784295005575

「スクリプト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
Unityで使われるC#（シーシャープ）の入門書です。本書内に登場するスクリプト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。スクリプトの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。

Amazon Alexaプログラミング入門
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 畠中幸司著
9784295005056

本書は、音声ユーザーインターフェース（VUI）、Alexaデバイスの機能やスキルの仕組み、スキルプログラムの構
造といった、スマートスピーカー固有の考え方を踏まえたうえで、Alexaスキルの開発ツールの使い方やコードの
書き方を簡単なサンプルプログラムを作成しながら手順を追って解説します。プログラミング言語として
JavaScript、フレームワークにはNode.jsを用います。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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 2019年3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12月 商品コード 1029452719 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029502804 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029342087 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029342089 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029342090 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029342091 □ □

現代暗号の誕生と発展：ポスト量子暗号・仮
想通貨・新しい暗号

近代科学社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本龍明著
9784764905795

本書は、40年余り前に誕生してから現在に至るまで大きく発展し続けている現代暗号の世界を（前提知識を必要
としないで）できるだけ平易に解説することをめざして執筆された。本文では、極力数式等は用いずに解説を行う
一方、いくつかの重要な技術については、より詳細な説明を付録で行っている。

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。

Pythonスクレイピングの基本と実践 データ
サイエンティストのためのWebデータ収集術

インプレス 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Seppe vanden Broucke著,

Bart Baesens著,株式会社トップスタジオ訳

9784295005285

本書では、Pythonを使ったスクレイピングの基本と実践を解説。第1部で「HTTP／HTML／CSSの仕組み」
「requestsやBeautiful Soupライブラリ活用の基本」を説明。第2部で「フォーム、ログイン、Cookieの操作」
「JavaScriptサイトへの対処」「クローラーへの拡張」を解説。第3部で「ベストプラクティス」「規模の大きいサンプ
ル」を示し、データサイエンス指向の使用法にも焦点を当てています。

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。

地震動の物理学
近代科学社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 纐纈一起著
9784764905443

地震学の第一人者による「地震動」の本格的な解説書。地震動・地震波はともに地震による「揺れ」を表す用語だ
が、地震の震源から近い場所の揺れを地震動、離れた場所の揺れを地震波と呼ぶ。本書では、主に地震動を解
析・計算するための数式や手法を詳しく紹介する。具体的には、震源から地下構造を伝播して各所で「揺れ」とし
て観測される地震動を震源の効果と伝播の効果に分け、それらの定量的な評価方法（物理）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。

スッキリわかるSQL入門 第2版  ドリル222問
付き！

インプレス 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山清喬著,飯田理恵子著
9784295005094

SQLの基礎はこの1冊でマスター！大人気SQL入門書が最新DBに対応！ 豊富な図解とていねいな解説により、
やさしく・楽しくデータベースとSQLを学習できる入門書です。初学者でもすぐにSQL作成・実行ができるクラウド
データベース実行環境「dokoQL」や、付録「エラー解決 虎の巻」も引き続き提供中。

冊子を購入または
発注の場合は、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2019【インフラ・
設備点検編】 UAVによる橋梁、送電線から
水中ドローンによるダム点検まで

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 青山祐介著
9784295005186

本調査報告書は、点検分野でドローンをビジネス活用する際に必要な情報を整理しつつ、ドローンビジネスの現
状と今後の展望までを分析しています。点検分野に参入を検討しているドローン関連事業者、インフラや設備を
所有・管理する企業がドローンの活用を検討するための情報が網羅された報告書です。

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。

アジャイルイントロダクション：Agile開発の光
と影 (トップエスイー入門講座 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
バートランド・メイヤー著,土肥拓生訳,

前澤悠太訳,末永俊一郎訳

9784764905108

アジャイルの入門書にして具体的な開発手法にまで言及した一冊。プラス面だけでなく、マイナス面にも切り込ん
で紹介している。アジャイルができること・できないこと、世間一般のアジャイルへの誤解などを明らかにすること
で、アジャイル導入のメリットの最大化を目指す。各章ともコンパクトにまとめられており、初学者でも無理なく読
み進められる一方、開発現場で頻出する諸問題にも詳しいため、現場レベルでも役立つ。

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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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 2019年3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12月 商品コード 1029161121 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029161122 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029161123 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029161124 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

P値 (統計スポットライト・シリーズ 3)
近代科学社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳川堯著
9784764905832

P値をしっかり理解し、正しく適用する！ 　今日、P値は統計を使用する分野で日常的に使用されいるが、間違っ
た理解のもと誤用される場合も増えている。特に医療系分野においては、データの不確実性は深刻である。この
P値の誤用を防ぐためには何が必要か？　本書は、データの見方・扱い方の基本からP値を解説したテキストで
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。

地熱資源をめぐる 水・エネルギー・食料ネク
サス

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
馬場健司編著,

増原直樹編著,遠藤愛子編著

9784764905788

本書は、2017年度まで総合地球環境学研究所で取り組まれていた「水・エネルギー・食料ネクサス」プロジェクト
の別府温泉における研究成果を中心にとりまとめたものである。温泉や発電といった地熱資源の利用が環境や
社会に与えるメリット・デメリット、それらから生じるステークホルダー間での利害対立（コンフリクト）を解消・緩和
するための手法などを紹介する。 　社会科学、自然科学双方の研究者のみならず、ステークホルダーの人々も
調査研究や執筆に加わっており、研究における学際・超学際アプローチの実例が示されている。

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

知能はどこから生まれるのか？
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 大須賀公一著
9784764905818

「知能の源泉」は本当に脳にあるの？ 　AIが注目を集め、人間を超える人工物の開発が目指されている今日この頃。しかし実は、自然界には
脳がなくても賢くふるまう生き物がたくさんいる。いったい、どういうことなのだろうか！？ 著者は専門である制御工学の研究を通じ、「知能の
源は、環境との相互作用にあるのでは？」という仮説に至った。そして、「現象学」という哲学思想を取り入れて論拠を固め、さらに、生き物っぽ
く動く「ムカデロボット」を作り、その実証を試みる。本書は、その軌跡の記録である。 　わかりやすく親しみやすい文体は、思わず次の頁をめく
らせる。また、ところどころにQRコードを配し、手軽に動画を見られるよう工夫した。人工知能、知能、制御に関心のある読者はもちろん、現象
学に関心のある読者にも、お勧めの1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。

データ分析ライブラリーを用いた最適化モデ
ルの作り方 (Pythonによる問題解決シリーズ
1)

近代科学社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 久保幹雄監修,斉藤努著
9784764905801

「実践」という観点から、Pythonを用いて様々なテーマの問題解決を行うための手法を解説するシリーズ。 　第一
弾である本書は、Pythonのデータ分析ライブラリーと最適化ライブラリーを組み合わせることで、シンプルでわか
りやすい最適化モデルの作成方法を学ぶことを目的とする。サンプルプログラムをダウンロードし、実際に手を動
かしながら学べる。Pythonで最適化モデルを構築する読者には必読の書。

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

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。
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 2019年3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 □ □

近代科学社 電子書籍

¥7,590(＋税) □
研究開発を成功に導くプログラムマネジメン
ト

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

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

著編者名 工藤拓編

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。

¥2,300(＋税)

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。

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

9784764905771
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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 2019年3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 1029728123 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728124 □ □

化学の基本シリーズ3　物理化学
化学同人 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安藤耕司著,中井浩巳著
9784759818475

量子化学、熱・統計力学、反応速度論の順に学んでいく構成になっている。豊富な例題と章末問題を解くことによ
り、本文で学んだ数式が数値化・具体化され、理解が深められる。化学に必要な知識や考え方の現代的なエッセ
ンスを体系的に学ぶことが大学の物理化学の目標である、という理念の元に執筆された。

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。

困ったときの有機化学（第2版）上
化学同人 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
David R. Klein著,

竹内敬人訳,山口和夫訳

9784759819458

学生さんのお助け本として好評の『困ったときの有機化学』（2009）が待望の改訂。普通の教科書では知っていて
当然、暗黙の了解として省略されている基礎の基礎を、懇切丁寧に教える。有機化学の基本がわからないとき、
講義についていけないとき、教科書でつまずいたときにお勧め。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  27  -

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



理工学編 2019年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1029728125 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728126 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728127 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728128 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728129 □ □

溺れる魚、空飛ぶ魚、消えゆく魚―モンスー
ンアジア淡水魚探訪―（共立スマートセレク
ション 24）

共立出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税)

生物多様性の多様性（共立スマートセレク
ション 23）

共立出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森章著,甲山隆司コーディネーター
9784320009226

生物多様性という言葉を聞く機会が増えてきた。「生物多様性の危機」が叫ばれる今、市民や企業、科学者や研
究機関、行政、さらには国際機関に至るまで、さまざまな場面で生物多様性を保全し、将来へ残そうとする試み
が見受けられる。それでは、生物多様性とは何だろうか？いったい何を守ろうとしているのだろうか？生物多様
性を保全することの意味や意義は？本書は、これらの問いに答えることを目的としている。

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。

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺守著,巌佐庸コーディネーター

冊子購入確認

著編者名 鹿野雄一著,高村典子コーディネーター
9784320009240

本書は、淡水魚の研究者である著者が、その（淡水魚種の）持続性を切に願いながら、広くアジアモンスーン各
地の淡水魚の分布調査を通して探求した、淡水魚の生態とそれを取り巻く人々、そして自然環境の喫緊の記録
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。

9784320009257

本書では、一見のどかに見えるチョウの生活史の記載から、吸蜜における花との駆け引きを通じて、成虫の振る
舞いの目的が自己の子孫の増加であることを示す。雌雄の最終目標である交尾の成功へ向けた雌雄の手練手
管は如何に？　その解明に向かっての一歩一歩を追体験する。

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。

常微分方程式入門 第3版
共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

チョウの生態「学」始末（共立スマートセレク
ション 25）

共立出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 原惟行著,松永秀章著
9784320113350

本書では、常微分方程式の解法を理解しやすくするため、定理や公式の後にできるだけ多くの例や例題を収録
している。また、理解を助けるため、必要に応じて注意書きを加えている。例題には詳しい解答が付してあり、例
題の後には問も付けてあるので、例題を読んで問を解いていけば、自然に解法が身につき自学自習できるよう
になっている。各章末には理解を深めるための演習問題があり、巻末には問と演習問題の解答を付けてある。

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。

9784320124325

急激に発展するICT社会における知的財産権と法令について、わたしたちがどのように接していくべきかを学べ
る入門書。

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

メディアとICTの知的財産権 第2版（未来へ
つなぐ デジタルシリーズ 12）

共立出版 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅野政孝著,大谷卓史著,山本順一著

□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 2019年3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 1029728130 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728131 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029728132 □ □

IoT時代のデータ処理の基本と実践  スマホ
内蔵センサ取得データを用いて（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中博他著
9784339028805

本書では、これから統計解析、機械学習、信号処理を学ぶ学生が、IoTによる膨大なデータの解析や処理の前提
となる知識やデータ処理の基本を身につけられる。スマホの加速度センサを例に、取得したデータ処理の方法も
体験できる。

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。

最適化の基礎（※）
コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 遠藤靖典他著
9784339028843

線形計画法、非線形計画法、組合せ最適化問題を扱い、数学的定理について過不足なく、過度に詳細にならな
いように記述した。また、昨今のビッグデータ解析を始めとした機械学習の重要性に配慮しデータ解析と最適化
の関連に言及した。

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。

モデル規範形適応制御系に関して、理想的な条件下での安定論から、現実的な不確定性のもとでのロバスト適
応制御、離散時間形式の適応制御、非線形制御とも関連の深いバックステッピング法、逆最適性に基づく適応
制御系まで解説した。

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。

適応制御 (システム制御工学シリーズ 10)
（※）

コロナ社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮里義彦著
9784339033106

  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 

-  29  -

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



理工学編 2019年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年4月 商品コード 1029728133 □ □

・新しい研究課題の紹介、グループワークのための研究課題を各章に導入し自学自習を促す。・Web上でグルー
プワークの研究課題の解答例データをダウンロードできる。

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。

現代マーケティング論　第2版 (専門基礎ライ
ブラリー)

実教出版 電子書籍

¥5,225(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
武井寿編著,小泉秀昭編著,広瀬盛一編著,八ツ橋治郎編著,

畠山仁友編著,畢滔滔著,秋本昌士著,佐藤志乃著,武谷慧悟著,
高畑泰著,涌田龍治著,スタニスロスキー・スミレ著,朴正洙著,吉見憲二著

9784407346237

□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。



理工学編 2019年3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 1029728134 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1029728135 □ □

量子力学　III（※）
丸善出版 電子書籍

¥18,480(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木伸著
9784621303191

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。「学生が一人で読み進められる自習
書」をコンセプトに、直観的な理解を数学的に裏打ちして考察し、物理的常識を更新することを繰り返しながら、
深い理解を目指す。量子力学の理解に必要な話題を網羅し、読者が疑問に思うことを解明し発見的に再構成し
て理解できるよう解説。

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。

犯罪は“同じ原因”によって起こっている。各犯罪を理解するためのさまざまな犯罪理論が乱立するなか「低自己
統制理論」を解いた先駆者らが詳細な実証データを用いて展開し、理論を提唱したエポックメイキングといえる解
説書。1990年に刊行され、多くの研究者に引用されてきた名著からは今なお、普遍的な多くの問題提起をみるこ
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。

犯罪の一般理論―低自己統制シンドローム
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Michael R. Gottfredson著,

Travis Hirschi著,大渕憲一訳

9784621303184

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  31  -

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



理工学編 2019年3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1月 商品コード 1029342080 □ □

電力系統の構成と種々の計算手法について、基本的な内容に絞ってコンパクトにまとめたテキストです。配電線
路の計算や故障計算法などに必要な公式を、電気のしくみに基づきていねいに解説。体系的な理解を得ること
ができます。例題・演習問題では、電験も見据えた実践的な計算問題を多数掲載しています。解答では計算過
程を詳細に説明しており、確かな計算力が身につきます。改訂にともない、情報の更新や用語説明の拡充のほ
か、レイアウトも一新。さらに使いやすくなりました。

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。

送配電の基礎（第2版）
森北出版 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口純一著,中村格著,湯地敏史著
9784627741928

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  32  -

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



医学編 2019年3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1月 商品コード 1029728136 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728137 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728138 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728139 □ □

Qシリーズ 新解剖学 第7版
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 加藤征監修
9784784911745

20年以上にわたって医学生に支持されてきたロングセラー、待望の改訂第7版。各項目1～2ページの読み切り
構成。短時間で概要を把握できます。

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

がんの臨床検査ハンドブック
日本医事新報社 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田俊幸編著,前川真人編著
9784784956630

日常検査から腫瘍マーカーまで…がんを評価するための臨床検査の活用法をまとめた他に類を見ない書籍が
登場！がん診療に携わるすべての医療者におすすめします。

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。

グローバル時代のウイルス感染症
日本医事新報社 電子書籍

¥15,070(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西條政幸編著
9784784921508

海外帰りの患者さんが発熱、下痢……そんな時何を疑いますか？ 　世界で流行するウイルス感染症の疫学や
診断・治療の最新情報を網羅した唯一無二の1冊。

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

グラム染色道場 肺炎診療に生かす喀痰グ
ラム染色の見方・考え方

日本医事新報社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本剛著
9784784948109

あの人気ブログがついに書籍化！　一歩進んだグラム染色のための、菌種推定のコツ、炎症像の見方など、
秘伝の奥義を惜しみなく伝授します。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  33  -

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



医学編 2019年3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2月 商品コード 1029728140 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728141 □ □

脳神経ケアに役立つ　図解　からだのしくみ
とはたらき (ブレインナーシング 2019年春季
増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

9784840466226

【原理を知ると、日々のケアの根拠につながる】 臥床を続けたらなぜだめなのか、食事介助時にはなぜスプー
ンを下から持っていくのか、あなたは説明できますか？ からだのしくみとはたらきがわかれば、手技の根拠に
つながります。脳神経領域で必須のケアを自信を持って実施するための根拠を、本増刊でぜひつかんでくださ
い。

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

著編者名 小笠原邦昭監修,安保雅博監修

ナース・研修医のためのDr.倉原の呼吸にま
つわる数字のはなし

メディカ出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

9784840468527

【誰かに話したくなる呼吸のプチトーク44】 ちょっと意外で、でもナットクの数字たち。日常のケア・診療で身近な
「呼吸不全診断のためのPaO2値」から、考えたこともなかった「呼吸器疾患で長い病名の文字数」まで、Dr.倉原
が繰り出す呼吸の“数字学”。あなたはどこまで知っている？ 日々の臨床に役立つ知識が自然に身につく一
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。

著編者名 倉原優著

□3.電子のみ単体購入   
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医学編 2019年3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 1029728142 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728143 □ □

出版社

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2月 商品コード 1029728144 □ □

すべての診療科で役立つ　栄養学と食事・
栄養療法

羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 曽根博仁編
9784758108980

栄養素の基本から食品学、各疾患の食事・栄養療法まですべての医師が知っておくべき知識を網羅。各分野
のエキスパートによる系統的な解説は現場の疑問に応え、食事・栄養オーダーの悩みを払拭します！

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。

医師国家試験の取扱説明書
羊土社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 民谷健太郎著
9784758118385

国試対策の人気メルマガ、通称「国試のトリセツ」が書籍化！過去問を解いても自分の力になっている気がしな
い…それは「演習フォーム」が身についていないからなんです。成績＋臨床力がアップする、国試の解き方を解
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。

救急隊員が搬送現場で求められる情報収集や病院選定などを進めるコツや考え方を、事例にもとづいて場面
毎に解説。患者を確実に受け入れてもらうための“キメゼリフ”など、実践で役立つ知識が満載の一冊です！

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。

救急隊員のための救急搬送戦略 1
羊土社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増井伸高著
9784758118415

□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 

-  35  -

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 2019年3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1月 商品コード 1029728145 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728146 □ □

出版社

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1月 商品コード 1029728147 □ □

本書は医療分野の研究者、病院実務従業者、学生を対象とした初学者向けの統計テキストで高度な解析手法
を理解するための実用的な解説書である。解析手法は年々高度になっており、初版から5年を経過した本書を
全般的に見直した。また初版の表計算ソフトexcelの統計関数とアドインソフトの分析ツール（データ分析）に、
新しくEZR（Easy R）の解析法を併記した。

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。

医学生・若手医師のための　誰も教えてくれ
なかったおカネの話

金芳堂 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Dr.K著
9784765317757

医学生の頃に、お金の知識を付けているか、いないかが、今後の医師人生を左右することは明らかで、実際、
今の医学生は将来について危機感を抱いている（らしい）。どの職種でもお金に関して、若い頃に知っておけば
こんなことにならなかったのに……、といったことは非常に多いが、医師特有の事情もある。そこで、医師であり
ながら投資家としても著名なDr.Kに、若手医師・医学生向けに、正しいお金の知識が得られる一冊。

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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 奥田千恵子著
9784765317740

親切な医療統計学（第2版）
金芳堂 電子書籍

¥6,600(＋税)

万年研修医のための外来循環器診療の
エッセンス

金芳堂

著編者名 伊賀幹二著
9784765317733

非専門医・研修医を対象に、外来における循環器診療のエッセンスをまとめた１冊。教育的な観点から示唆に
富む厳選症例20例をもとに外来でよく遭遇する訴えに対する診かた・考え方を学べる。全体に開業医としての
視点によるコラムを13点ほど掲載し「心電図学習法」も収録。生涯研修を自認する“万年研修医”に、卒後5年
目までの研修医にもおすすめ。

電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

□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 

-  36  -
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医学編 2019年3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12月 商品コード 1029728148 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029502818 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029502819 □ □

緩和医療　がんの痛みは必ずとれる－在宅
緩和ケアの現場から

中山書店 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大岩孝司著,鈴木喜代子著
9784521747385

がんの緩和ケアでは、身体的要因だけでなく精神面や社会面も考慮した「トータルペイン」「全人的ケア」という
考え方が重要になる。本書は、在宅でこれまで1,200人以上を看取った著者の豊富な経験に基づく、がんの最
終段階を中心とした緩和ケアの実践書である。画一的なマニュアルではなく緩和ケアの「考え方」を身につける
という視点から書かれているため、あらゆるケースに応用できる。

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

薬物治療総論／症候・臨床検査／個別化
医療 (臨床薬学テキストシリーズ)（※）

中山書店 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
乾賢一監修, 赤池昭紀編,
河野武幸編,福井次矢編

9784521744506

薬剤師は業務内容拡大に伴い、他の医療職や患者と接する機会も増え、これまで以上にチーム医療の中で薬
のスペシャリストとして活躍することが求められている。そこで本書は、薬剤師が医療スタッフの一員として必要
となる「薬物治療学」「症候・臨床検査」「個別化医療」の知識・技術を身につけるべく、丁寧かつわかりやすく解
説する。

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

食品を安全に摂取するには、食品の衛生管理が重要となる。本書では、食中毒を中心に食品の変質や食品汚
染物質などについて、わかりやすい図表を豊富に用い具体的に解説。食品添加物や食品の包装も、食品の安
全性の視点から取り上げた。2018年6月の「食品衛生法」一部改正をふまえ、HACCPに添った衛生管理などの
食品衛生行政や企業の取り組みについても、関連法規と絡めて詳述。

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

食べ物と健康 III　食品衛生学―食品の安
全と衛生管理 (Visual栄養学テキストシリー
ズ)（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岸本満編,津田謹輔監修,

伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742908

□3.電子のみ単体購入   
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● 表示価格は税抜きです。 

1921-1945（大正・昭和前期） 

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

タイトル 発行年 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1946-1969（戦後・高度成長期） 1946～1969年 ¥330,000 ¥660,000 1026831137 

1970-1979（1970年代） 1970～1979年 ¥165,000 ¥330,000 1026831138 

1980-1989（1980年代） 1980～1989年 ¥165,000 ¥330,000 1026831139 

1990-1999（1990年代） 1990～1999年 ¥165,000 ¥330,000 1026831140 

2000-2009（2000年代） 2000～2009年 ¥165,000 ¥330,000 1026831141 

2010年度（2010年4月～2011年3月分） 2010～2011年 ¥35,970 ¥71,940 1026761374 

2011年度（2011年4月～2012年3月分） 2011～2012年 ¥35,970 ¥71,940 1014255638 

2012年度（2012年4月～2013年3月分） 2012～2013年 ¥35,970 ¥71,940 1014265901 

2013年度（2013年4月～2014年3月分） 2013～2014年 ¥35,970 ¥71,940 1018717393 

2014年度（2014年4月～2015年3月分） 2014～2015年 ¥35,970 ¥71,940 1026761375 

1946年以降も好評配信中  

同時1アクセス 
（本体） 

¥330,000 発行年 1921～1945年 

同時3アクセス 
（本体） 

¥660,000 商品コード 1026761373 

北 里 柴 三 郎 氏  訃 報  
（ 昭 和 6 年 6 月 2 0 日 号 ）  

日 赤 天 幕 病 院 の 印 象   
（ 大 正 1 2 年 1 1 月 2 5 日 号 ）  

乃 木 大 将 の 足 の X 線  
（ 昭 和 1 1 年 1 1 月 1 9 日 号 ）  

※こちらは新刊ハイブリッドモデルの対象外のタイトルとなります。ご了承くださいませ。 
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