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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4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 1029973201 □ □

出版社

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 1029973202 □ □

出版社

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 1029973203 □ □

出版社

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 1029973204 □ □

出版社

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 1029973205 □ □

SF映画などのフィクションは、私たちにとって当たり前の現実が、ほかでもありえたことを教えてくれる。映画を
思考の手がかりとしながら、気鋭の8人の論者が人間とは何かを問い、生と死、私と他者、心、愛、知、環境、科
学技術といった問題を考える。倫理学的に考えるためのヒントが詰まった生命環境倫理学の新しいテキスト。

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。

平等の教育社会学 現代教育の診断と処方
箋

勁草書房 電子書籍

映画で考える生命環境倫理学
勁草書房 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
吉川孝編著,横地徳広編著,

池田喬編著

9784326102730

¥8,800(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
耳塚寛明編著,中西祐子編著,

上田智子編著

9784326251339

教育社会学は、社会事象が生起するメカニズムを明らかにする「存在学」であるのみならず、学術的知見に依
拠した、ミクロ・マクロの処方箋を提示せんとする「規範学」でもある。本書は、進路選択、教育達成の格差、子
どもや教育にまつわる言説など、現代の不平等の課題を検討し、平等への志向性を秘めた「平等の教育社会
学」を目指す。

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。

資金決済法の理論と実務 (勁草法律実務シ
リーズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸橋透編著,松嶋隆弘編著

理論編では、法体系全体を解説したうえで、前払式支払手段、資金移動を詳細に検討、あわせて仮想通貨に
関する法改正についても取り上げる。実務編では、Q&Aで、現場で何が問題となるかという視点から、豊富な実
務経験を有する著者が、あるべき運用を示す。事業会社の担当者等による座談会も収録。企業法務担当者、
法律実務家必読。

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

9784326403615

五十嵐清著,
鈴木賢補訂,曽野裕夫補訂

冊子購入確認

著編者名
第二東京弁護士会

情報公開・個人情報保護委員会編

9784326403639

第1章でAI・ロボット法に関する見取り図を示した上で、第2章以下ではQ＆A方式でAI・ロボットの重要問題につ
いてコンパクトに解説。憲法分野、民事法分野、刑事法分野、行政法分野、知的財産法分野、国際問題といっ
た伝統的な法分野の観点から重要問題を洗い出し、「空中戦」を避けて可能な限り実定法に則した解説を行う。

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

9784326451142

ＡＩ・ロボットの法律実務Ｑ＆Ａ（※）
勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税)

常に学界をリードしてきた著者が長年の研究の成果を体系化した五十嵐比較法学の集大成が本書であり、「比
較法」の体系に配慮し、バランスのとれた比較法の標準テキストである。今版は旧版の基本的編集方針を踏襲
しつつ、改正民法等の法令の改廃、その他内外の重要な最新情報を盛り込んだ4年ぶりの改訂版である。

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。

比較法ハンドブック　第3版（※）
勁草書房 電子書籍

¥10,120(＋税) □

¥3,200(＋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 

-  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4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 1029973206 □ □

出版社

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 1029973207 □ □

出版社

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 1029973208 □ □

出版社

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 1029973209 □ □

出版社

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 1029973210 □ □

出版社

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 1029973211 □ □

アベノミクスの成否 (日本経済政策学会叢
書 1)

勁草書房 電子書籍

¥9,460(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
佐竹光彦編,飯田泰之編,

柳川隆編

9784326546107

日本経済政策学会による新しいシリーズ。毎年の全国大会の共通論題と、日本の政策を掘り下げるテーマで
構成する。本巻は、特集1として、「安倍政権における経済政策（アベノミクス）の評価と今後の指針」をテーマに
アベノミクスのこれまでと今後の行く末を検証する。特集2は「経済政策展望：エネルギー政策」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。

深い学びを紡ぎだす 教科と子どもの視点か
ら（※）

勁草書房 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 グループ・ディダクティカ編
9784326251322

新学習指導要領では、方法を語る言葉として「主体的・対話的で深い学び」という用語が使われている。本書
は、政策としての「深い学び」の分析も行いつつ、それに振り回されることなく、学習の質や内容に焦点をあてる
深い学び（ディープ・ラーニング）をどう紡ぎだしていくのか、教科／学び手としての子どもの2つの視点から検討
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。

女性リーダー育成のために グローバル時
代のリーダーシップ論

勁草書房 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
お茶の水女子大学

グローバルリーダーシップ研究所編

9784326654215

女性活躍推進法の制定以降、女性リーダーに関する社会の関心が高まっている。だが国際比較では、日本に
おける女性リーダーをめぐる実態にはなお乖離がある。この状況をいかに打破するのか、国内外でリーダー
シップを発揮できる人材育成をめざすお茶の水女子大学で行われた、各界で活躍する講師による連続講演会
の内容をまとめた一冊。

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。

メイド服とレインコート ブリティッシュ・ファッ
ションの誕生

勁草書房 電子書籍

¥9,460(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂井妙子著
9784326654208

18世紀後半、イギリスから始まった産業革命はファッションの世界にも大きな影響を与えた。大英帝国絶頂期の
ロンドンは、最新流行の発信地であり、衒示的消費の聖地であった。ファッションが従来の階層指標ではなく、
個性を表す自己表現としての機能を獲得していくさまを、当時の雑誌や大衆小説、現存する衣服の写真から活
写する。

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。

著編者名 楪博行著
9784326451159

アメリカ契約法と不法行為法の基礎がわかる入門書の改訂版。アメリカのビジネスと日常生活に密着した法律
問題をわかりやすく解説し、日本法との違いが理解できる。初版刊行以来5年間のアメリカ民事法を巡る状況変
化およびわが国の改正民法を盛り込み、最新化を図る。

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。

アメリカ民事法入門　第2版（※）
勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

9784326504565

武野先生の幅広い研究は、本書に見られるように、位相数学を基礎とする精緻を極めた一般均衡理論の研究
は、第Ⅰ部の「ゲーム理論・法と経済」という分野で新たな研究成果を生み出す原動力となって開花し、国民経
済計算の論理的研究は、第Ⅱ部「マクロ経済の新潮流」において、最先端の経済成長論等で門下生の研究を
支えている。

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。

理論経済学の新潮流 武野秀樹博士米寿記
念論文集

勁草書房 電子書籍

¥24,640(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
秋本耕ニ編,永星浩一編,

秋山優編

-  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4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 1029973212 □ □

地域包括ケアと医療・ソーシャルワーク
勁草書房 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二木立著
9784326701070

2017年の介護保険法改正と17～18年の医療・社会保障関連の主な閣議決定を複眼的に検討。改正の目玉で
ある「介護医療院」の創設に込められた厚労省の狙いとは？ 6年ぶりに改定された「高齢社会対策大綱」にお
いて「社会保障の機能の充実」が消失した意味とは？ 法改正の背景から詳細に論じ、地域包括ケアの今後を
展望する。

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

-  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4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 1029973213 □ □

出版社

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 1029973214 □ □

平等とは何かを根底から問う！　「平等」とは、一方が他方を支配したり排除したりせず、人々が対等な関係性
で相互行為をすることによって、特徴付けられるべきという構想のもと、「性差」「貧困」「差別」「ジェンダー」と
いった事例に明確な答えを与える。「関係的平等主義」という斬新な構想を鮮やかに展開する、期待の新星、デ
ビュー作！

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。

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

□

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森悠一郎著
9784335300974

関係の対等性と平等 （法哲学叢書[第Ⅱ
期]2）（※）

弘文堂 電子書籍

¥15,510(＋税)

行政法 <第2版>（※）
弘文堂

著編者名 高橋滋著
9784335357565

2016年3月の初版刊行以来、判例・通説のバランス良い紹介を念頭に平易な記述で話題となった好評の行政
法テキスト、行政機関個人情報保護法や住民訴訟制度の改正にともない改訂。初版で特に便利が良いと評判
であった判例の短いまとめはもちろんそのまま、本文中の判例もさらにアップデート。１冊で行政法全体をカ
バーした、法学部生や法科大学院生に定評のある基本書、最新版。

電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋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 

-  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4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 

-  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 2019年4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

-  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 2019年4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 1029973215 □ □

出版社

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 1029973216 □ □

出版社

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 1029973217 □ □

出版社

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 1029973218 □ □

出版社

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 1029973219 □ □

世界最先端のイノベーション理論「両利きの経営」の初の体系的解説書。研究・実務の第一人者による解説を
収録。

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

両利きの経営 「二兎を追う」戦略が未来を
切り拓く（※）

東洋経済新報社

最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高
める　就活テクニック大全（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥3,960(＋税) □

「エントリーシート本」売上ランキング１１年連続１位　（大手書店・大学生協）の著者のノウハウを１冊にまとめた
完全版、遂に刊行！

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
チャールズ・Ａ・オライリー著,

マイケル・Ｌ・タッシュマン著,入山章栄訳・解説

9784492534083

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂本直文著
9784492223888

電子書籍

４０代からのライフシフト　実践ハンドブック
８０歳まで現役時代の人生戦略（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税)

□

9784492046418

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 キム・スコット著,関美和訳

¥7,920(＋税)

冊子購入確認

□

¥2,400(＋税)

ＧＲＥＡＴ　ＢＯＳＳ シリコンバレー式ずけず
け言う力（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税)

シェリル・サンドバーグ推薦！　部下のやる気と能力を高め、組織に最高の成果と文化をもたらす最先端のマネ
ジメント手法！

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。

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
チェット・リチャーズ著,

原田勉訳・解説

冊子購入確認

著編者名 徳岡晃一郎著
9784492534076

人生１００年時代、６０代以降をどう働いたらいいのか？８０歳まで現役時代の「セカンドキャリアづくり」の教科
書。

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

9784492534090

今注目のキーワード！米海兵隊がＰＤＣＡよりも重視するＯＯＤＡのスキルをビジネスに適用して解説する古典
的名著、待望の翻訳！

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。

ＯＯＤＡ　ＬＯＯＰ 次世代の最強組織に進化
する意思決定スキル（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,260(＋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 

-  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 2019年4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 1029973220 □ □

出版社

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 1029973221 □ □

ハーバード現役研究員の皮膚科医が書い
た　見た目が１０歳若くなる本（※）

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 小川徹著
9784492046401

ハーバードの研究満載！世界最先端の皮膚医学に基づく、皮膚・髪・食事による「見た目が１０歳若くなる方
法」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。

地域金融復権のカギ「地方創生ファンド」 共
感・感動のスモールビジネスを育て、日本を
変える（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松本直人著
9784492961551

いま日本に必要なのは地方経済を活性化、つまり雇用を生む企業を育てることだ。そのための地方創生ファン
ドの在り方と実例を解説。

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。

-  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4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 1029973222 □ □

出版社

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 1029973223 □ □

出版社

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 1029973224 □ □

出版社

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 1029973225 □ □

出版社

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 1029973226 □ □

近代朝鮮の境界を越えた人びと
日本経済評論社 電子書籍

¥6,930(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
李盛煥編著,木村健二編著,

宮本正明編著

9784818825192

戦争・植民地支配が引き起こした朝鮮人・日本人の越境の経験。人びとはどのように移動、定着、帰還、残留し
たのか。歴史的意義とその後を、ライフヒストリーや集団の動向に即し検討。

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

生活を支える社会のしくみを考える
日本経済評論社 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 門野圭司編著
9784818825178

憲法にいう健康で文化的な生活が、どのような理念やしくみに基づいて保障されているのかを多角的に解明す
る作業を通じて「日本型ナショナル・ミニマム」の全体像に迫る。

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

ブリティッシュ・ワールド　帝国紐帯の諸相
日本経済評論社

¥5,775(＋税) □災害時の情報伝達と地方自治体
日本経済評論社

電子書籍

著編者名 竹内真人編著

ポスト・ブレクジット時代の新たなイギリス帝国史研究の嚆矢。感情的・経済的・軍事的紐帯の関係に注目しな
がら、イギリス帝国からコモンウェルスへの歴史的変化を考察する。

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

¥7,425(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

9784818825222

電子書籍

著編者名 西本秀樹編著

災害時の情報伝達は、いかにあるべきか。SNSでの情報発信・取得が当然の今日における日本と世界の最新
事例をもとに、政府や地方自治体の災害時マネジメントを経済モデルで分析。

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

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

9784818825215

民事詐欺の違法性と責任
日本経済評論社 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩本尚禧著
9784818825246

なぜ詐欺は違法なのか。全体主義的な違法論が詐欺と交わるとき、自由意思は法益性を失い、詐欺を働く欺
罔（ぎもう）者は責任を免れる。民法の目的は何か。民事詐欺の歴史と理論を検証する。

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。

  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 

-  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4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 1029973227 □ □

我が国の経済外交 2019
日本経済評論社 電子書籍

¥4,455(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 外務省経済局著
9784818825260

TPP11及び日EU・EPAが発行し、WTO改革や対米経済外交等を通じ我が国が積極的に自由貿易、国際的な
ルール作りを推進する取組を紹介するとともに資源外交、日本企業支援等の、最新の経済外交の動きをキャッ
チ。

冊子を購入または
発注の場合は、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 2019年4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 1029973228 □ □

出版社

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 1029973229 □ □

由緒・偽文書と地域社会 北河内を中心に
勉誠出版 電子書籍

¥30,250(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 馬部隆弘著
9784585222316

偽りの歴史はいかにして創られたのか。歴史をかたる―。人間のこの営みの一面を示すものとして、偽文書や由緒書は、近年、そ
の史料的価値が見いだされつつある。特に近世から近代にかけて、地域の優位性、淵源や来歴を語るために、多様な偽文書や偽
りの史的シンボルが創られていった。それらのなかには、地域に根ざし、偽りの歴史を語り継ぐ装置として、今なお命脈を保つもの
が多く存在する……。史的シンボルが群立し、「椿井文書」なる偽文書が地域の由緒に大きく関わる北河内地域を中心に、偽文書
や由緒書の生成・流布の過程を解明。当該地域における歴史叙述の脈絡を捉え直し、戦国期に寺内町を次々と生み出した地域秩
序を明らかにすることで、地域史の再構築をはかり、歴史学と地域社会との対話を模索する。

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

陸軍の横暴と闘った西園寺公望の失意 政
党政治の育成を目指した上級公卿の挫折

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
9784585222323

10年間にわたるフランス留学で、フランスの自由主義や文化を吸収した西園寺公望。政党政治への理解も深かった西園寺は、伊
藤博文とともに政友会を結成し、2度にわたり内閣を組織した。そして、政友会と民政党が交互に政権を担う「大正デモクラシー」を
開花させたが、五・一五事件で犬養毅首相が凶弾に倒れると、政党政治は終焉した。その後、西園寺は、昭和十二（1937）年、陸軍
の横暴を押さえるべく首相に宇垣一成を推奏したが、専横を極める陸軍統制派の妨害に遭い失脚。日独伊三国軍事同盟が調印さ
れた昭和十五（1940）年、日本の行く末を歎き、失意のうちにこの世を去った。政党政治の成立に尽力し、暴走する陸軍と闘った西
園寺公望の生涯をたどる。

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 

-  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4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 1029973230 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973231 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973232 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973233 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973234 □ □

他者の影 ジェンダーの戦争はなぜ終わらな
いのか

みすず書房 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジェシカ・ベンジャミン著,

北村婦美訳

9784622087434

フロイトの女性論、それに対するフェミニストの批判を再検証する。精神分析における「ジェンダーの戦争」終結
への序章となる重要書。

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。

子ども文庫の100年 子どもと本をつなぐ人
びと

みすず書房 電子書籍

¥8,999(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙橋樹一郎著
9784622087465

近所の子どもが集まり、思い思いに本に親しんだ「子ども文庫」。全国に何千もの文庫が誕生した。その全体像
をみせるはじめての本。

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

〈効果的な利他主義〉宣言！ 慈善活動への
科学的アプローチ

みすず書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ウィリアム・マッカスキル著,

千葉敏生訳

9784622087427

寄付のパフォーマンスは、どうやったら測れるのか？　キーワードは「事実」。哲学と経済学の概念を組み合わ
せた新世代の社会貢献学。

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

ガザに地下鉄が走る日
みすず書房 電子書籍

¥9,599(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡真理著
9784622087472

それでもなお人間らしく生きることが、暴力への抵抗だ。生きながらの死を強いる占領と、パレスチナで暮らす
人々との出会いを伝える。

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。

タコの心身問題 頭足類から考える意識の起
源

みすず書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ピーター・ゴドフリー=スミス著,

夏目大訳

9784622087571

進化は「心を少なくとも二度、つくった」。生物学と哲学をブレンドしながら、頭足類の心身問題や進化を通じて
心や意識の本性を探る。

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。

□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4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 1029973235 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973236 □ □

出版社

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 1029973237 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973238 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973239 □ □

問いからはじめる 現代企業 (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
小山嚴也著,出見世信之著,

谷口勇仁著

9784641150621

企業は経済・社会の中で、どのように活動し、どのような役割を果たしているのか。私たちに身近な企業につい
てやさしく説明します。豊富な実例で多くの企業名を知ることができ、用語解説、新聞記事紹介、練習問題など
も充実。かゆいところに手が届く現代企業論のテキスト！

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。

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

対話型行政法の開拓線
有斐閣

著編者名 大橋洋一著
9784641227620

現代社会が提起する新規の課題に対応するべく、行政法学の守備範囲の拡大と方法論の多様化を提唱。関
連諸科学の知見を取り入れた研究手法を開発、法律諸科目との協働関係の形成にも注力し、開かれた法体系
の構築をめざす。関係者との対話を経て考究した最新の成果。

電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

□

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤田友敬編著
9784641138001

M&A契約研究 理論・実証研究とモデル契約
条項

有斐閣 電子書籍

¥13,860(＋税)

日本法の下で適切に機能するM&A契約条項とはどのようなものか。共通理解の実現と深化を目指し、条項１つ
ひとつの文言、意義、経済的機能を、研究者・実務家が詳しく分析・検討。「論究ジュリスト」掲載の研究会を通
じての到達点・モデル契約条項を単行本化。

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

取締役の善管注意義務　　 コーポレートガ
バナンスの法的構造論 (同志社大学法学叢
書 4)

有斐閣 電子書籍

¥17,490(＋税) □

¥5,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森田章著
9784641138056

会社経営にはリスクが伴う、ときには冒険もする。しかし、失敗したとき、時として経営者は責任を問われてしま
う。ただ、それでは企業活動が萎縮してまうのではないか？本書ではアメリカのコーポレートガバナンス制度を
紹介しながら、日本の会社法上の法的問題について根本的な解決方法を提案する。

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。

「大阪維新」の政治について、有権者の維新への支持態度を実証的に分析することによって明らかにする。
サーベイ実験などの手法を用いて、維新に扇動された有権者といったポピュリズム論を反証する。また有権者
の批判的志向性を見出し、民主主義の可能性を探る。

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。

□

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 善教将大著
9784641149274

維新支持の分析 ポピュリズムか，有権者の
合理性か

有斐閣 電子書籍

¥12,870(＋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 

-  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 2019年4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 1029973240 □ □

メディア社会論（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
辻泉編,南田勝也編,

土橋臣吾編

9784641150553

スマホやSNSなど身近なものから、ビッグデータ、ポストトゥルースなど最新のテーマまで、私たちをとりまく「メ
ディア」と社会との関係を一から学べる入門テキスト。「流動化」「個人化」「再帰化」という３つのキーワードで「メ
ディア社会」をよみとく。

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。

-  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 2019年4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 1029973241 □ □

出版社

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 1029973242 □ □

出版社

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 1029973243 □ □

出版社

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 1029973244 □ □

出版社

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 1029973245 □ □

魚と肉 (日本の食文化 4)
吉川弘文館 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井弘章編
9784642068390

列島に広く浸透した日本の豊かな魚食文化を、海の魚と淡水魚、すしの変化、クジラ･イルカ食などから考察。
一方で長く忌避され地域限定的だった肉食文化を、明治以降の急速な拡大も含め概観する。近年話題の昆虫
食にも注目。

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

危機の都市史 災害・人口減少と都市・建築
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 「都市の危機と再生」研究会編
9784642038843

都市は危機を繰り返し経験し、また共存しながら歴史を刻んできた。災害・人口減少が迫る現在、都市の歴史
を「日常のなかに潜む危機」という視座から捉え直す。建築史分野の研究者による、日本・世界の各地域・時代
を題材とした１６論考を収録。空間の実態と人々の認識を通して、変動と定常の間で培われてきた都市空間の
歴史的個性と経験知に迫る。

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。

記憶の図像学 亡き人を想う美術の歴史
吉川弘文館 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加須屋誠著
9784642083485

造形的な美しさで人びとを魅了する仏教美術。時に作品は死者への切実な想いにより制作され、敬われ、残さ
れてきた。聖徳太子や源頼朝の追善供養、藤原道長の逆修供養、源信による臨終行儀作法などをとりあげて、
死と向き合うことの意味を歴史的事象からさぐる。作品を、生者と死者とのつながりとして捉え直し、その果たし
てきた社会的役割を描く。

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。

日本中世の王朝・幕府と寺社
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 稲葉伸道著
9784642029551

日本中世における国家と宗教、あるいは寺社はどのような関係性を有していたのだろうか。鎌倉期から建武政
権期までを中心に、権門寺社である延暦寺・興福寺・東大寺や伊勢神宮などを対象として、王朝や幕府が発し
た新制や幕府法・公家法などを詳細に検討、王朝と幕府の寺社保護・統制政策を明らかにする。著者長年の研
究を集大成する注目の一冊。

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。

基地と聖地の沖縄史 フェンスの内で祈る人
びと

吉川弘文館 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内健治著
9784642083454

沖縄の米軍基地として接収された地域には、墓や信仰の対象となる聖地が含まれている。現在も米軍の許可
を得て、聖地で葬祭や祭祀を行う沖縄の人びとは、どのように伝統行事を守り続けているのか。２０年にわたる
フィールドワークから、基地のフェンスの内と外に存在する火の神・川の神などの多くの神々が、戦後いかに祀
られてきたのかを描き出す。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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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4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 1029973246 □ □

出版社

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 1029973247 □ □

出版社

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 1029973248 □ □

出版社

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 1029973249 □ □

出版社

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 1029973250 □ □

出版社

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 1029973251 □ □

鎌倉幕府文書行政論
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 佐藤秀成著
9784642029568

武家政権として出発した鎌倉幕府は、武力を行使するのみでなく、文書によって領域内を統治していた。下文・
下知状・御教書などの文書群を、様式や用途、発給者・受給者などに着目して総覧し、幕府の文書行政を考
察。六波羅・鎮西探題など鎌倉期の地方統治の実態にも触れ、文書史料を原点とした実証的な手法で鎌倉幕
府の全体像を再構築する試み。

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

日本人のひるめし (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 酒井伸雄著
9784642071024

今では一日三食があたり前だが、「ひるめし」はいかにして始まったのか。関係の深い弁当や外食店の発達、
すし・てんぷらの発明、給食の起源など、食の文化という視点で論じる。麺類・カレーの誕生と人気の理由にも
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。

大道　鎌倉時代の幹線道路 (歴史文化ライ
ブラリー 481)

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 岡陽一郎著
9784642058810

鎌倉時代も今と変わらず、道路は社会を支える存在だった。しかし、道そのものの実態は資料が乏しくつかみ
にくい。中世の幹線道路＝〈大道(だいどう)〉のかたちや、異界との接点としての機能、地域に及ぼした影響力、
権力との関わりなど、古道の知られざる実像に迫り、「かまくらかいどう」に代表される従来までの古道観や、道
路を生んだ社会観の克服を試みる。

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。

幕末維新期の日本と世界 外交経験と相互
認識

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 友田昌宏編
9784642038836

幕末、列強諸国と日本は互いをどのようにとらえていたのか。日本に接近する諸国の意図を東アジア情勢の中
でとらえつつ、未知の相手をいかに認識し、対峙したのかを思想や文化・風俗の面から考察。さらに不平等条
約下で生じた軋轢と外交問題への対応から日本の条約理解や国内法の整備を論じ、明治維新を１９世紀の世
界史的視野から多面的に描く。

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。

朝河貫一と人文学の形成
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
海老澤衷編,近藤成一編,

甚野尚志編

9784642029575

イェール大学で歴史学教授となった朝河貫一。彼が構想した日欧比較封建制の研究を読み解き、また第二次
大戦期に国民性を分析し日米両国へ発した戦後構想の提言を考察。さらに大学教育の理念、留学生・移民へ
の関心や、図書館の資料収集、国際補助語開発への助言など多彩な業績に光を当て、歴史・社会・思想などを
包括する人文学のあり方を問い直す。

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。

近世駆込寺と紛争解決
吉川弘文館 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤孝之著
9784642034944

村で起こった紛争はどのように解決されたのか？　江戸時代、日本各地の村人は離婚のための縁切寺以外に
も、盛んに寺社へ駆け込んだ。日常的に発生する紛争において、お詫びをさせたり、処罰を強いたり、極刑から
救済したりと、お寺や神社は加害者と被害者を結ぶ巧みな調停役であった。戦国時代に遡り、暮らしの古文書
から〈駆込〉を読み解く。

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。

-  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。



人文社会編 2019年4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 1029973252 □ □

出版社

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 1029973253 □ □

出版社

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 1029973254 □ □

出版社

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 1029973255 □ □

出版社

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 1029973256 □ □

エイズは終わっていない 
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ピーター・ピオット著,宮田一雄訳,

樽井正義訳

9784766425413

いまも毎日約5,000人がHIVに感染し、約3,000人が死亡しているエイズ。その終結に向けて、科学と政治はどう
関わり、どう向き合うべきなのか。流行初期からエイズ問題と対峙してきた、科学者・臨床医・元UNAIDS事務局
長でもある著者が、パリのコレージュ・ド・フランスで行った講義録の邦訳。

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

 大学1年生のための中国語　第2版
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥6,160(＋税)

著編者名 慶應義塾大学商学部中国語部会編著
9784766425840

□

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

▼中国語初修者のための好評テキスト、第2版！▼大学生の日常会話を例文とした分かりやすい構成で、音節
表や簡体字の書取表などの付録も充実。▼QR コードから音声データにアクセスできるスマホ対応版！

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。

思考を鍛えるレポート・論文作成法　［第3
版］

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥3,740(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井下千以子著
9784766425772

▼累計3万部の好評レポート・論文入門書の第3版▼文献の調べ方・読み方から、フォーマットに沿った書き方
までを懇切丁寧に解説。▼「引用」時の注意点の追記や重要単語の索引を付し、利便性を向上。

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

日本の水産資源管理 
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片野歩著,阪口功著 
9784766425802

世界の三大漁場の一つを経済水域内に持ちながら年々漁獲量を減らし、後継者不足の問題や近隣諸国の海
洋進出も相まって、衰退著しい日本の水産業。この凋落の原因を水産資源管理政策に見出し、客観的なデータ
から国際標準との差異を指摘、さらに水産資源取引の現場の知見をふまえて解決策を探っていく。

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。

西遊記
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田雅哉著
9784766425567

長大な物語のあらすじを追いながら、中国の誇る〈神怪小説〉のなりたちと伝播を、妖怪たちの目線から語りつく
す。西天取経の旅とともに、飲めや歌えのどんちゃん騒ぎがはじまる！

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。



人文社会編 2019年4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 1029973257 □ □

出版社

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 1029973258 □ □

キリスト教と寛容
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥10,780(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅見雅一編,野々瀬浩司編
9784766425871

宗教改革の時代、キリスト教がいかに他宗教や異文化を認識し、ときに宗教的マイノリティを排斥しつつも、融
和を図っていったのかを考察する。第一部は「日本における寛容」、第二部は「ヨーロッパにおける寛容」。

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

監視カメラと閉鎖する共同体
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥12,320(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 朝田佳尚著
9784766425864

急速に監視化を進める現代社会。GPSや生体認証などの技術の急速な広がりは、従来のような政府の統制や
隣組による相互監視とは異なる様式の監視が社会的に受容され、日常の風景の一部になりつつあることを示
している。そのなかでも特に日常化したものの代表例が「監視カメラ」である。なぜ監視カメラの急速な拡大が生
じたのか。誰がその設置活動を担ったのか。日本社会の監視化の実態を鋭く捉え直す力作。

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。

-  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 2019年4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 1029973259 □ □

出版社

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 1029973260 □ □

出版社

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 1029973261 □ □

出版社

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 1029973262 □ □

出版社

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 1029973263 □ □

スラスラ読める Ruby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 リブロワークス著,高橋征義監修
9784295005902

「プログラム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
Ruby（ルビー）の入門書です。本書内に登場するプログラム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。プログラムの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。

Ethereum＋Solidity入門 Web3.0を切り拓く
ブロックチェーンの思想と技術

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
Chris Dannen著,

ウイリング訳,ICOVO AG監訳

9784295005735

本書は、スマートコントラクト、分散アプリケーションのためのイーサリアムプラットフォームについて「仕組み」
「機能」「開発/実行の概要」を中心に解説した一冊。Ethereum(イーサリアム)は、分散型アプリケーションやス
マートコントラクト(契約機能)を開発するためのプラットフォーム。Solidity は、イーサリアムのスマートコントラクト
を開発するための言語である。

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

Python機械学習ライブラリ scikit-learn活用
レシピ80+

インプレス 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Julian Avila著,Trent Hauck著,

株式会社クイープ訳

9784295005742

本書では、機械学習プログラミングの背景にある理論については省略し、機械学習を実装するためのコーディ
ングの各種テクニックを習得できるようにする。具体的には、データ前処理、分類、回帰、クラスタリング、次元
削減などのコーディング手法について、scikit-learn を使った Python コードのレシピ集として解説する。

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。

いちばんやさしいJavaScriptの教本 第2版
ECMAScript 2017(ES8)対応

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 岩田宇史著
9784295005926

本書は「JavaScriptを使って簡単なアプリケーションを作成できる」「JavaScriptの基本や仕組みを体系的に理解
できる」という2点をゴールとして、その目的を達成するために、必要な知識を順番に学んでいける一冊。特に初
心者がつまずきがちなプログラミングの基本「変数」や「関数」「条件分岐」「繰り返し処理」などについては、図解
をまじえて丁寧に解説する。

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

スッキリわかるサーブレット＆JSP入門 第2
版

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
国本大悟著,

株式会社フレアリンク監修

9784295005940

本格的なWebアプリ開発を始めるならこの一冊！独学が難しい技術であるサーブレットとJSP。HTMLやHTTPと
いった各種仕様、セッションやスコープをといった概念ほか、開発に必要な知識は多岐に恒りますが、本書は、
その仕組みやコツも含めて、スッキリメソッドで楽しく着実にマスターできる定番書です。

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。

□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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理工学編 2019年4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 1029973264 □ □

出版社

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 1029973265 □ □

出版社

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 □ □

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。

食品衛生入門　過去・現在・未来の視点で
読み解く

近代科学社 電子書籍

¥7,128(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大道公秀著
9784764960008

過去の事例から食品衛生の未来を見渡す入門書。 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。

要求開発の基礎知識　要求プロセスと技法
入門

近代科学社 電子書籍

¥5,808(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本修一郎著
9784764960015

ITシステムの要求開発の基礎知識を分かりやすく解説します。 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。
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理工学編 2019年4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 1029728117 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。
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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 2019年4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 2018年11月 商品コード 1029342086 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

これから学ぶPython
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 大津真著
9784295005162

本書ではプログラミングの初心者を対象に、Pythonの学習において重要なポイントや、わかりにくい部分を生徒
の疑問に先生が答える対話形式で、できるだけ平易に説明しています。また、グラフィック部分に使用したturtle
（タートル：亀）は、プログラミングを視覚的・感覚的に学ぶための標準モジュールです。

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。

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4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4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 1029973266 □ □

DOJIN選書 AI社会の歩き方
化学同人 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 江間有沙著
9784759816808

人工知能が社会に浸透するとき、どのような変化が起こるのか。汎用人工知能、自動運転車、仕事が奪われ
る、自律型兵器などをめぐる議論のほかにも、考えておくべきポイントはないだろうか。本書では人工知能に関
わる論点を、技術開発者、政策立案者、ユーザ、法・倫理関係者などの立場に分けて、具体的な事例とともに
整理。そのうえで、多様なステークホルダーをつなぐための対話を経て見えてきた、人工知能と社会の関係の
地図を描き出す。楽観論にも悲観論にも流されない、人工知能との付き合い方を考える。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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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4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 1029973267 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973268 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973269 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973270 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973271 □ □

大学生のための情報リテラシー
共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税)

インターネット，7つの疑問―数理から理解
するその仕組み―（共立スマートセレクショ
ン 26）

共立出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大崎博之著,

尾家祐二コーディネーター

9784320009264

本書では、インターネットの仕組みや使用される通信プロトコルに着目して、「インターネットをさらに高速化する
方法は？」、「海外と通信するとなぜ遅くなるのか？」といった7つの疑問に、数理的手法を用いて答えていく。直
観的には理解しづらいことも、数学を用いたモデルとして表現・分析されると、その特性が明確に理解できるよう
になる。

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。

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
杉原厚吉編,室田一雄編,

山下雅史編,渡辺治編,定兼邦彦著

冊子購入確認

著編者名 張磊著,桐村喬著
9784320124288

本書は、情報社会に生きる現代人にとって必須能力である情報リテラシーを育成するための書籍である。「大
学生としての情報リテラシースキルを養成すること」と「社会人としての情報スキルを射程圏内に入れること」を
目標に執筆されている。大学生が講義を受けながら必要に応じたテクニックを吸収していけるよう構成されてお
り、丁寧な解説で、初心者でも卒論やダイナミックな資料作成が可能になることを目指している。

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。

9784320121744

簡潔データ構造とは、データをエントロピーの限界まで圧縮して保存しつつ、検索等の処理を行う際にはあたか
も非圧縮のデータに対してアクセスしているように扱えるデータ構造である。データを圧縮することにより、これ
までのデータ構造よりも多くのデータを扱えるようになる。本書は、基本的な簡潔データ構造（ビットベクトル、文
字列、木構造等）の理論を説明する。

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。

脳の左右差―右脳と左脳をつくり上げるしく
み―（ブレインサイエンス・レクチャー 5）

共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税)

簡潔データ構造（アルゴリズム・サイエンス
シリーズ 数理技法編 8）

共立出版 電子書籍

¥11,220(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 伊藤功著,市川眞澄編
9784320057951

本書の目的は、「我々はなぜ異なる働きをする左右の脳を持っているのか」「それらは、いつ頃、どのようにして
作られるのか」などの疑問に、微視的なレベル、すなわち、分子、細胞、シナプスそして神経回路のレベルで、
現在どこまで答えられるかを試みることにある。したがって本書は、これまで語られてきたような巨視的なレベル
での脳の左右差に関する話とはおよそ趣を異にしている。

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。

9784320061866

本書は2002年に初版を発行して以来、管理栄養士・栄養士養成施設を中心に広く利用されてきた。食品学の進
歩は著しい。とくに食品の三次機能、すなわち生理機能の解明は日進月歩である。さらに、2015年には日本食
品標準成分表が七訂に改訂され、2016・2017年には七訂追補版が公表された。それらにともない、栄養機能の
データの更新、そのほか、法規制の改正にも対応している。第3版では大幅に誌面レイアウトを刷新し、さらに活
用しやすい仕様になった。

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

食品学―栄養機能から加工まで― 第3版
共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 露木英男編著,田島眞編著

□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 
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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4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 1029973272 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973273 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973274 □ □

土木基礎力学（※）
コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笠井哲郎他著
9784339052558

本書は土木工学科で必要な力学を始めて学ぶ学生に対して高校の数学や物理（力学）の復習を取り込んだ入
門書である。専門課程で学ぶ分野に共通する力学的な内容の基礎部分を横断的に網羅し、典型的な問題を例
題として丁寧に解説した。

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。

熱力学 (機械系コアテキストシリーズ C-1)
（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片岡勲他著
9784339045345

熱力学は非常に洗練された理論体系として築かれた結果、初学者には理解し難いものになった。しかし熱力学
は、蒸気機関を用いて熱から仕事を取り出す極めて実際的学問である。本書は必要最小限の数学の知識で理
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。

本書は「シリコンを使ったMOS 集積回路」について初めて学ぼうとする学生や技術者のための教科書である。
MOSFETの動作原理やLSI製造に関する各プロセス技術の基本原理、LSIの構成と動作などについて丁寧に解
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。

集積回路のための半導体デバイス工学
（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林清輝著
9784339009095

  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 

-  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4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 1029973275 □ □
・必要な内容がコンパクトにまとめられており、気軽に読み進めるだけで情報セキュリティの全体像が把握できる。・実例→基礎→個人向
け→組織向け→技術→法規と制度→IPAの活動という展開で、初心者にも分かりやすい。目次をみて必要な項目のみ取り扱うこともでき
る。・しくみなど文章では分かりにくい内容については、イラストや図解で解説している。・最新の事象や動向に更新（ランサムウェア
WannaCry、IoT機器やスマートフォンに関する内容など）・法規関連は最新のものに更新（個人情報保護法2016年の改定、サイバーセキュ
リティ基本法）・新入社員の研修用や、管理職にもおすすめ。・巻末の用語集は、セキュリティ関連の資料を読む際にも役立つ。

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。

情報セキュリティ読本　五訂版
実教出版 電子書籍

¥1,650(＋税) □

¥600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）著
9784407347753

□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4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 1029973276 □ □

出版社

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 1029973277 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973278 □ □

出版社

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 1029973279 □ □

ドラッグキャリア設計入門―ＤＤＳからナノマ
シンまで（※）

丸善出版 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片岡一則編,原島秀吉編
9784621303658

DDSキャリア設計にあたり知っておくべき基礎的な事項を体系的にまとめた書。それぞれのキャリアの特性や
設計上の指針、発想方法などを丁寧にわかりやすく解説。長年にわたり研究されてきたDDSの概念から、最新
技術のエッセンスまでを網羅しており、研究をはじめたばかりの学生や、これからDDS研究をはじめようとする
人の支えとなる一冊。

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。

動物学の百科事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 公益社団法人日本動物学会編
9784621303092

日本動物学会編集による本邦初の書下ろしの事典。１項目２頁／４頁の解説で、分類系統、遺伝、細胞、進
化、発生、生理・神経系、内分泌、生体防御、行動、生態までの各分野と、さらには動物学の歴史、応用として
のバイオミメティクスをそれぞれ１章ずつ設け、動物学が一望できる。

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。

叢書インテグラーレ 017　平和のために戦争
を考える －「剥き出しの非対称性」から

丸善出版 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
広島大学大学院総合科学研究科編,

眞嶋俊造著

9784621303559

戦争や、テロ・人質殺害などの悲劇的状況で、命の価値の極端な不均衡――「剥き出しの非対称性」が生じて
いる。命の危機を目の前にした極限の状況で「より少ない悪」を選ぶことは可能なのか。戦闘用ドローンなど現
代の「戦争の悪」なども取り上げ、応用倫理学の視点から、「悪」をどう考え、どう向き合うのか、平和に向けあら
たな視座を提示する。

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。

社会思想史上の重要なトピックを有機的に把握できるように、ルネサンス期から21世紀の現在に至る〈近代〉の
歴史的な展開を見通せるように時系列に沿った全５部構成にし、それぞれの時代の思潮の全体像を立体的に
浮かび上がらせる。社会思想史学会が全面的に編纂に携わった「読む事典」。

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

社会思想史事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 社会思想史学会編
9784621303412

□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4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4月 商品コード 1029973280 □ □

出版社

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4月 商品コード 1029973281 □ □

誤り訂正符号入門(第2版)
森北出版 電子書籍

¥9,350(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
イエルン・ユステセン原著,

トム・ホーホルト原著,阪田省二郎訳,
栗原正純訳,松井一訳,藤沢匡哉訳

9784627817128

誤り訂正符号の理論的な基礎をまとめた、定評のあるテキスト“A Course In Error-Correcting Codes”の改訂版〈本書の特
長〉■最も基本的な2元符号から始めて、リード・ソロモン符号、巡回符号、畳込み符号、LDPC符号などを、例を交えて解説
■リスト復号や代数幾何符号といった、実用化が期待される発展的な内容についてもカバー■基礎事項の確認からプログ
ラミングの課題まで含んだ、豊富な演習問題初版発行から約10年、第2版ではこの間の進歩を踏まえて内容をアップデート
し、さらに構成から全面的に見直して整理したことで、より一層学びやすくなりました。

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。

コンピュータによる計算とは何か？コンピュータで行える計算の限界はどこにあるのか？――計算機科学におけるもっとも基本的、かつ重
要な疑問を、プログラミングを通して紐解く一冊。本書では、チューリング機械・帰納的関数・ラムダ計算などのさまざまな計算モデルを取り
上げ、それぞれのモデルにおける計算の基礎理論と計算可能性を、豊富な具体例と問題を通して解説します。また、計算モデルの数学的
基礎だけでなく、これらのモデルをもとに実装されたプログラミング言語についても、紙面を割いて解説しています。計算の理論と実装例と
を比較しながら学習することで、スコープ・カリー化・継続など、抽象的で掴みづらいプログラミング技法への理解が深まります。

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。

計算モデルとプログラミング
森北出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 猪股俊光著,山田敬三著
9784627854710

□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4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 1029973282 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973283 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973284 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973285 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973286 □ □

Pythonによる　数理最適化入門　【実践
Pythonライブラリー】

朝倉書店 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,並木誠著
9784254128956

数理最適化の基本的な手法をPythonで実践しながら身に着ける。初学者にも試せるようにプログラミングの基
礎から解説。〔内容〕Python概要／線形最適化／整数線形最適化問題／グラフ最適化／非線形最適化／付
録:問題の難しさと計算量

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

計算物理学 ＩＩ　【実践Pythonライブラリー】
朝倉書店 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小柳義夫監訳,秋野喜彦訳,小野義正訳,

狩野覚訳,小池崇文訳,善甫康成訳

9784254128932

計算科学の基礎を解説したI巻につづき、II巻ではさまざまな物理現象を解析・シミュレーションする。〔内容〕非
線形系のダイナミクス／フラクタル／熱力学／分子動力学／静電場解析／熱伝導／波動方程式／衝撃波／
流体力学／量子力学／他

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

昆虫の脳をつくる
朝倉書店 電子書籍

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 神崎亮平編著
9784254102772

昆虫の脳をコンピュータ上に再現する世界初の試みを詳細に解説。普通のパソコンで昆虫脳のシミュレーション
を行うための手引きも掲載。〔目次〕昆虫の脳をつくる意味／なぜカイコガを使うのか／脳地図作成の概要とソ
フトウェア／他

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

デスクトップＬｉｎｕｘで学ぶ　コンピュータ・リテ
ラシー　（第２版）

朝倉書店 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 九州工業大学情報科学センター編
9784254122312

情報処理基礎テキスト（UbuntuによるLinux-PC入門）。自宅PCで自習可能。Ubuntuのバージョンを更新。[内
容]Linuxの基礎／エディタ、漢字入力／メール、Web／図の作製／LaTeX／Linuxコマンド／簡単なプログラミン
グ／仮想環境／他

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

Landau et al.、 Computational Physics: Problem Solving with Python、 3rd ed.を2分冊で。理論からPythonによ
る実装まで解説。〔内容〕誤差／モンテカルロ法／微積分／行列／データのあてはめ／微分方程式／HPC／
フーリエ解析／他

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

計算物理学 Ｉ　【実践Pythonライブラリー】
朝倉書店 電子書籍

¥17,820(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小柳義夫監訳,秋野喜彦訳,小野義正訳,

狩野覚訳,小池崇文訳,善甫康成訳

9784254128925

□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4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 1029973287 □ □

出版社

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 1029973288 □ □

出版社

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 1029973289 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973290 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1029973291 □ □

整形外科に配属ですか？！すごく大事なこ
とだけギュッとまとめて教えます！

メディカ出版 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
独立行政法人地域医療機能推進機構

大阪病院編著

9784840465946

【整形外科看護の最初の一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大
きい。でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、解剖・疾患から術後の早期離床
の進め方まで、整形外科看護の最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！

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

循環器に配属ですか？！すごく大事なこと
だけギュッとまとめて教えます！

メディカ出版 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 猪子森明編著
9784840465922

【循環器看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大
きい。でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、解剖・疾患からみんなが苦手と
する心電図まで、循環器病棟の最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！

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

悲しいくらい人に聞けない看護技術 ズルカ
ン2年生（※）

メディカ出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山有香里著
9784840468572

【1年目を乗り切れたナースに贈る技とコツ！】2年目を迎えるにあたっても「うまくやっていけるのか」と不安を拭
いきれない方は少なくないのでは。その不安には、1年目のようにプリセプターがいないこと、重症患者さんを受
け持つ機会が増えることなどさまざまな要素がある。そこで本書では、2年目の方に向けて研修では実施したけ
れどなかなか実践する機会の少ない手技を中心に手描きで解説。これで2年目もズルいくらいに乗り切るべ
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。

CDCガイドラインの使い方 感染対策 You
Can Do it！誰でもサッとできる！

メディカ出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

9784840468541

【エビデンスに基づいた感染対策ができる！】「CDCガイドラインは知っているけれど、どのように使えばいいの
かな？」「説得材料として使いたいけれど、よくわからない」と悩むあなたのために、朝から晩までCDCガイドライ
ンについて考えている矢野先生がクスっと笑える“たとえ話”をまじえてバッチリ解説！知ってて当たり前のCDC
ガイドラインを実践で生かすためのノウハウが満載！

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

著編者名 矢野邦夫著

誰もここまで教えてくれなかった なるほど人
工呼吸管理 (呼吸器ケア 2018年冬季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

9784840463997

【一歩踏み込んだ挿管人工呼吸管理がわかる】患者にやさしい呼吸管理を実践するためには人工呼吸器の設
定・モードやアラーム対応だけでなく、適応病態や呼吸生理の知識が背景にあってこそ。両者を体系立てて学
べる本書は、初学者向けの手ごろな教科書として幅広い医療従事者が活用できる一冊。

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。

著編者名 安宅一晃監修

□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4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 1029973292 □ □

出版社

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 1029973293 □ □

出版社

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 1029973294 □ □

出版社

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 1029973295 □ □

大脳白質解剖入門（An Introduction of Fiber Dissection）
Cadaver・Tractography・Illustrationで描く，神経科学の温
故知新／脳解剖がわかるWEB動画26本付き

メディカ出版 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井正純編,森健太郎編
9784840464925

【大脳機能観のパラダイムシフト！】近年の神経科学の進歩により、大脳がいかにその機能を果たすかという大
脳機能観が変わりつつあり、そのネットワークは冗長性・可塑性を備えたダイナミックな変化を前提とする連合
論的脳機能観が有力視されている。いまだに未知の領域が多い大脳白質の謎について、解剖学の最新知見を
用いて解き明かすとともに、実際の解剖、手術テクニックについても解説する。

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。

入退院支援パーフェクトガイド  看護がつな
ぐ「在宅ケア移行支援」の実践 (ナーシング
ビジネス 2019年春季増刊)

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 宇都宮宏子編著
9784840467889

【豊富な実践例で入退院支援のすべてがわかる】いま注目を集める「入退院支援」。入院時から退院後の在宅
療養を射程に入れ、看護師が中心となったチームアプローチでの関わりが求められている。先駆的な施設の取
り組みから、体制整備、実際の業務フロー、多職種連携、人材育成などのノウハウを伝える一冊。

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

脳神経外科に配属ですか？！すごく大事な
ことだけギュッとまとめて教えます！

メディカ出版 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上亨監修
9784840468558

【脳神経看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大
きい。でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、一番みんなが苦手な脳・血管・
神経の解剖、危険な病態・症状とアセスメント・ケアなど、脳外病棟の最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先
輩”ここに参上！！

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

手術室に配属ですか？！ すごく大事なこと
だけギュッとまとめて教えます！

メディカ出版 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 廣瀬宗孝監修
9784840468503

【手術看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大き
い。でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、器械出し・外回りそれぞれのポイン
トから、手術看護必須の麻酔・モニタリング・薬剤の知識まで、最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここ
に参上！

冊子を購入または
発注の場合は、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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医学編 2019年4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 1029973296 □ □

出版社

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 1029973297 □ □

出版社

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 1029973298 □ □

カエル教える　生物統計コンサルテーション
羊土社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 毛呂山学著
9784758120937

「p値が0.05より大きい」「サンプルが少ない」「外れ値がある」等、統計解析に関するその悩み、専門家に相談し
てみませんか？11の相談事例を通じて、数式を学ぶより大切な統計学的な考え方が身につきます。

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

臨床栄養全史
羊土社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大熊利忠著
9784758109062

「経腸栄養の起源は古代エジプト・ギリシャにあり。その方法はまさかの？」「生理食塩水が最初に用いられた
のはあの疾患の治療だった？」思わず誰かに話したくなるような、臨床栄養の教養を身につけませんか？

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。

“現場に出てはじめて気づく”身体診察・医療面接の疑問に、診察大好き医師たちが解答。教科書どおりにいか
ない「あのとき」をこの１冊で乗り越えて、患者に寄り添う「手あて」の医療をはじめよう！

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

THE「手あて」の医療　身体診察・医療面接
のギモンに答えます

羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平島修編
9784758118477

□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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医学編 2019年4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 1029973299 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

診療放射線技師　国家試験対策全科 （第
13版）

金芳堂

著編者名 西谷源展編著
9784765317771

診療放射線技師国家試験には「診療放射線技師試験出題基準」が設けられ、それに従って毎年の試験問題が
作成されている。今改訂では最近の出題傾向を踏まえて「平成32年度国家試験対策出題基準」に準拠し、編集
ならびに執筆されている。臨床に必要な知識を充実させて、日常の勉学の中にもっとも重要かつ必要な事項を
まとめた。さらに必要な内容をブラッシュアップした。

電子書籍

¥18,700(＋税) □

¥8,500(＋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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医学編 2019年4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 1029973300 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

臨床力をアップする漢方　－西洋医学と東
洋医学のＷ専門医が指南！

中山書店 電子書籍

¥10,450(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤士郎編
9784521747484

西洋医学と東洋医学の専門医を併せもつ臨床21領域のスペシャリスト（W専門医）がプライマリ医に推薦したい
漢方薬を紹介！各科3疾患に3処方ずつを厳選して紹介、解説する。漢方治療の考え方や作用機序・有害事
象・公衆衛生などの基礎的な解説、総合内科・高齢者・感染症・救急医学の臨床横断的解説も充実。西をみて
から東をみることで臨床力をレベルアップする「漢方薬治療指針」！

冊子を購入または
発注の場合は、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   

 

 

 

□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 2019年4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 1029973301 □ □

出版社

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 1029973302 □ □

出版社

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 1029973303 □ □

出版社

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 1029973304 □ □

ここまでできる ケロイド・肥厚性瘢痕の予防
と治療

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 小川令著
9784784956814

非専門医を主な読者対象として、最近10年で飛躍的に進んだケロイド・肥厚性瘢痕診療のノウハウを解説しま
す。リスク因子、鑑別、診断、各種治療法から、手術でケロイド・肥厚性瘢痕を生じさせないためのポイントを詳
述します。

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。

ジェネラリストのための 症候からみる眼疾
患

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 石岡みさき著
9784784962198

非専門医でも加療できるのか、眼科医が身近にいる場合にどの時点で紹介するのか、眼科へのアクセスが非
常に悪い場合どうするのか等々、非専門医のお悩みに応える1冊。専門機器がなくてもできる裏ワザも紹介。

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

jmedmook60 あなたも名医！最新 侮れない
肺炎に立ち向かう！

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 山本舜悟編著
9784784966608

大好評の初版から6年。昨今の肺炎診療における著しい変化に対応し、最新の知見を盛り込んだ待望の改訂
版が登場！　成人肺炎GL2017も反映。

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

明日から使える排尿障害診療ガイド
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 松尾朋博著
9784784956661

排尿障害診療のキホンはこの1冊でOK！　診療所・病院のジェネラリストをはじめ、泌尿器科を志望する研修医
の先生にもお勧めです。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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