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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5月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年7月 商品コード 1030360926 □ □

出版社

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 1030360927 □ □

出版社

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 1030360928 □ □

独占禁止法の新たな地平 ―国際標準の競
争法制へ（※）

弘文堂 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村上政博著
9784335357848

独占禁止法の今後の課題への処方箋を与える！「国際標準の競争法」に向けては、行為類型ごとの単一ルー
ルの確立が残された課題となり、「国際標準の競争法制」に向けては、行政制裁金制度の導入と不公正な取引
方法の解体、そして、日本固有の規制への純化が実現すべき立法政策上の最後の課題である。著者がライフ
ワークとして取り組み続けてきた、「国際標準の競争法」「国際標準の競争法制」への足取りを記した書き下ろし
論文集。

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

破産法を初めて学ぶ人に最適な入門の入門書！司法試験科目「倒産法」の主要範囲でもある「破産法」につい
てコンパクトに学べる。破産手続の基本的枠組みや全体像をわかりやすく示し、法律問題のるつぼといわれる
「破産法」学習の第一歩に役立ちます。債権法改正に対応の最新版。参照判例の補充、統計表や公告例の
アップデート化、参考文献の修正・補充などで、さらにパワーアップ。

冊子を購入または
発注の場合は、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。

□

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 徳田和幸著
9784335313288

プレップ破産法 <第7版>（プレップシリーズ）
（※）

弘文堂 電子書籍

¥3,960(＋税)

カフェパウゼで法学を―対話で見つける〈学
び方〉（※）

弘文堂

著編者名 横田明美著
9784335357336

すべての大学生に必読の大学生活入門。「答えはひとつじゃないんですか？」「先生が教科書どおりに講義をし
てくれません！」「予習・復習はどうやるの？」――ぱうぜセンセとの対話を通じて、大学生活におけるFAQにや
さしく回答。レポートや卒論の書き方など、図解もまじえて具体的かつ実践的なメソッドを伝授するだけでなく、
「法学部あるある」やおすすめ本を題材にした〈コラム〉、本書の内容を実践できる〈ワーク〉も充実。

電子書籍

¥6,534(＋税) □

¥1,980(＋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 

-  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5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 1030360929 □ □

Participatory Forest Management in a New
Age : Integration of Climate Change Policy
and Rural Development Policy

東京大学出版会 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井上真編,原田一宏編,

横田康裕編,A.J. モハンマド編

9784130770125

国連REDD＋に準拠した方法によって、開発と気候変動で荒廃するアジアの森林の現状を広域的に把握し、住
民が参加し管理する方法を提唱し評価する国際的共同研究の成果。認証制度、フェアトレードなどの充実した
事例研究もあわせ、地域住民と地球にとって持続可能な開発と環境保全の新時代を画す試み。（冊子版はオン
デマンドになります）

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。

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 

-  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5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 1030360930 □ □

出版社

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 1030360931 □ □

出版社

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 1030360932 □ □

出版社

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 1030360933 □ □

出版社

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 1030360934 □ □

標準　ミクロ経済学（第2版）（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

定評あるミクロ経済学の中級テキスト最新改訂版。さらにわかりやすく改訂。オークション、契約理論など最新
のトピックも追加。

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。

著編者名
京都大学経済研究所附属

先端政策分析研究センター編,
岩井克人著,生源寺眞一著

9784492961582

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永田良著,荻沼隆著,荒木一法著
9784492315156

電子書籍

¥4,950(＋税)

冊子購入確認

日本の財政と社会保障 給付と負担の将来
ビジョン（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥14,850(＋税)

財政のマクロデータ、「国民生活基礎調査」のミクロデータから社会保障を分析。納税者意識まで踏み込んだ改
革の道筋と時間軸を提言。

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

爆速！アルゴリズム 毎日の生活がみるみ
るうちに変わる（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税)

□

9784492701508

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 持田信樹著

ショーン・ヤング著,児島修訳

冊子購入確認

著編者名
アリ・アルモッサウィ著,

吉田三知世訳

9784492557877

複雑化する日常生活をいかにシンプルにするか。コンピュータと情報処理に必須のアルゴリズムの考え方が日
常の事例を通じて学べる。

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

9784492046425

□

¥1,500(＋税)

資本主義はどのような方向に向かうか。倫理、農業、教育等の多様な専門性を背景に、洞察に富む問いを発
し、その未来を考察する。

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。

資本主義と倫理 分断社会をこえて（※）
東洋経済新報社

何かをなし遂げるのに性格を変える必要はありません。脳をだますなど「心に効く７つの力」で誰でも「なし遂げ
る力」が手に入ります！

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。

ＵＣＬＡ医学部教授が教える科学的に証明さ
れた究極の「なし遂げる力」（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  5  -

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



人文社会編 2019年5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 1030360935 □ □

出版社

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 1030360936 □ □

出版社

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 1030360937 □ □

出版社

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 1030360938 □ □

出版社

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 1030360939 □ □

出版社

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 1030360940 □ □

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

読めて、考えられても、書けなければ東大は受からない。ベストセラー東大生による「偏差値３５でもできた、誰
にでも伝わる」作文術！

西岡壱誠著著編者名
9784492046395

冊子購入確認¥1,400(＋税)

「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる
東大作文（※）

□¥4,620(＋税)

電子書籍東洋経済新報社

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

人工知能（ＡＩ）の活動領域の拡大で、ビジネス、働き方はどう変わるのか。ＩＴの近未来がこれ１冊でわかる！

野村総合研究所デジタル基盤開発部著,
ＮＲＩセキュアテクノロジーズ著

著編者名
9784492581148

冊子購入確認¥2,600(＋税)

ＩＴロードマップ　2019年版（※） □¥8,580(＋税)

電子書籍東洋経済新報社

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

子どもの腸内環境の第一人者がＱ＆Ａ方式で解説。子どもの腸に最適な食べ物・環境・暮らし・治療・薬を網羅
した決定版！

ジャック・ギルバート著,ロブ・ナイト著,
サンドラ・ブレイクスリー著

著編者名
9784492046432

冊子購入確認¥1,600(＋税)

子どもの人生は「腸」で決まる 3歳までに
やっておきたい最強の免疫力の育て方（※）

□¥5,280(＋税)

電子書籍東洋経済新報社

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

改正宅建業法施行及び老朽化問題等で揺れ動くマンション管理の課題整理と対策はこれ１冊でＯＫ！管理組
合の役員必読の書。

長嶋修監修,土屋輝之監修,
日下部理絵監修

著編者名
9784492961568

冊子購入確認¥1,000(＋税)

マンション管理と修繕最強ガイド2019（※） □¥3,300(＋税)

電子書籍東洋経済新報社

気の利く大人のひと言目（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 齋藤孝著
9784492046449

「話が盛り上がるか」「上手に相手を褒められるか（謝れるか）」他、大人の会話は「ひと言目」で決まる！人気教
授の会話メソッド。

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

教養としての世界史の学び方（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山下範久編著
9784492062111

世界システム論、疫病史観、生態史観などにも触れつつ、西洋中心ではない新しい世界史の見方・考え方を解
説した入門書。

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。

-  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5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 

-  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5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。

-  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5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 1030360941 □ □

出版社

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 1030360942 □ □

権利処理と法の実務 (デジタルアーカイブ・
ベーシックス 1)

勉誠出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福井健策監修,数藤雅彦責任編集
9784585202813

著作権、肖像権・プライバシー権、所有権…。デジタルアーカイブをめぐる「壁」にどのように対処すべきか。実
際の現場においてさまざまな課題に取り組んできた法の専門家、実務経験者による最新の知見から、アーカイ
ブ活動を円滑に行うための俯瞰図とガイドラインを示すはじめての書。飛躍的な展開をみせるDA（デジタルアー
カイブ）の世界を、歩き、考えるための必読のシリーズ！

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

張恨水の時空間 中国近現代大衆小説研究
勉誠出版 電子書籍

¥10,010(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阪本ちづみ著
9784585291800

1930年代、魯迅の時代に最も読まれた中国大衆小説、張恨水作品をとらえなおす。張恨水（1895～1967）は鴛
鴦蝴蝶派の代表的作家として長く批判にさらされた。本書は中国近代文学史を大衆の側から書き換える。都市
構造、近代交通、映画、メディア、近代建築、近代病理、ジェンダーから作品を読み解く。同時に結末に至る哲
学的思索もそなえる。前近代と近代の狭間に揺れ動く作品世界を動的に描写する。

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。

□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 

-  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5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 1030360943 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360944 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360945 □ □

ウイルスの意味論 生命の定義を超えた存
在

みすず書房 電子書籍

¥8,399(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内一也著
9784622087533

その生と死はどこか奇妙だ。分解された親から複製され、破壊されても蘇り、体を捨て情報として潜伏し、突然
実体化する。常識を問う書。

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。

ホロコーストとアメリカ ユダヤ人組織の支援
活動と政府の難民政策

みすず書房 電子書籍

¥13,799(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸山直起著
9784622087342

ナチス・ドイツを逃れて自由の国に入ろうとするユダヤ人移民に、アメリカはどう対応したか。その真実の諸相を
描く実証研究＝物語。

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

鼓動が止まるとき 1万2000回、心臓を救うこ
とをあきらめなかった外科医

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
スティーヴン・ウェスタビー著,

小田嶋由美子訳,勝間田敬弘監修

9784622087540

驚異的な機転と不屈の精神で患者を救う。人工心臓手術のパイオニアとなり、心臓外科の歴史を変えた破天
荒な外科医の自伝的エッセイ！

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  10  -

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



人文社会編 2019年5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 1030360946 □ □

出版社

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 1030360947 □ □

出版社

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 1030360948 □ □

出版社

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 1030360949 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360950 □ □

地方債の経済分析
有斐閣 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 持田信樹編,林正義編
9784641165328

2000年代になって地方債発行の制度変更が行われ、国の関与が弱くなりプレーヤーが多様になってきている。
地方自治体、国、投資家、格付会社など多様なステークホルダーの観点から地方債を経済学的に分析し将来
展望を行う、関係者必読の書。

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

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

憲法適合的解釈の比較研究
有斐閣

著編者名
土井真一編著,松本哲治著,大林啓吾著,

奥村公輔著,白水隆著,山田哲史著

9784641227514

近年注目されている憲法適合的解釈に着目。日本における議論状況を明らかにした上で、アメリカ・カナダ・ド
イツ・フランスにおける憲法適合的解釈を比較法的に分析し、日本法におけるそれとの関係につき、定位をここ
ろみる。気鋭の研究者６名の手になる意欲作。

電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

□

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇賀克也著
9784641227637

地方自治法概説〔第8版〕
有斐閣 電子書籍

¥10,560(＋税)

内部統制制度の法定化、監査制度の充実強化を図るなどした2017年改正はもちろんのこと、地方分権第７次・
第８次一括法など、重要な法改正を適確に反映。地方自治体をめぐる近年の興味深い話題を法的視点で解説
した多くのコラムも本書の特徴のひとつ。

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。

環境法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北村喜宣著
9784641150638

わかりやすい言葉とビジュアルな素材を駆使し、好評を博している「環境法の超入門書」の第2版。最新情報の
アップデートのほか、より学びやすくするためにさらなる工夫を行い、環境法学習の面白さを伝える。

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。

法社会学の基礎的な考え方を提供する、定番テキストの７年ぶりの最新版。司法制度改革に伴う一連の法改
正を経た「今」を、最新統計とともに描いた。コラムでは掘り下げた議論を展開し、巻末では章テーマごとに参考
文献を詳しく紹介。

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。

□

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村山眞維著,濱野亮著
9784641221246

法社会学〔第3版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,740(＋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 

-  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5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 1030360951 □ □

出版社

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 1030360952 □ □

心理職・援助職のための法と臨床 家族・学
校・職場を支える基礎知識（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
廣井亮一著,中川利彦著,

水町勇一郎著,児島達美著

9784641174382

現場（家庭・学校・職場）が依拠する法律・行政サービス等の知識や考え方を備えておくことは、最適な支援を
行う上で必須の条件である。事例をもとに対応の実際を丁寧に解説。公認心理師「関係行政論」のテキストにも
最適。これからの“法と臨床の協働”を学ぶ人のために。

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。

財務会計・入門〔第12版補訂〕 企業活動を描き
出す会計情報とその活用法 (アルマＢ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 桜井久勝著,須田一幸著
9784641221345

企業が営む主要な活動に焦点を当て、財務諸表の作成プロセスを平明に解説し、変貌する財務会計の最新情
報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。データを最新にして、新しい内容とし、理解がいっそう深ま
るように工夫した。

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。

-  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5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 1030360953 □ □

出版社

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 1030360954 □ □

出版社

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 1030360955 □ □

隼人の古代史 (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 中村明蔵著
9784642071031

古代南九州で独自の生業・文化を持って暮らしていた隼人(ハヤト)。律令国家の支配にしばしば抵抗し蛮族とさ
れた彼らを、朝廷は懐柔し能力を生かして奉仕させた。都から遠く離れ、南島との交易にも従事した実像を解き
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。

徳川家康と武田氏 信玄・勝頼との十四年戦
争 (歴史文化ライブラリー 482)

吉川弘文館 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 本多隆成著
9784642058827

危機と幸運が背中合わせだった戦国末期。のちに天下人となる徳川家康の生涯で最大の試練は武田氏との
抗争だった。今川領国への侵攻から三方原(みかたばら)の戦い、高天神城(たかてんじんじょう)を巡る攻防を経
て武田氏の滅亡まで、最新の研究成果をふまえて描く。織田信長、足利義昭とのかかわり、松平信康(のぶや
す)事件、そして本能寺の変。苦難の時代を克服していった家康の前半生。

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

大嘗祭と古代の祭祀
吉川弘文館 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡田荘司著
9784642083508

古代より続く天皇一代一度の皇位継承儀礼「大嘗祭」とはいかなるものか。折口信夫(しのぶ)の「寝座秘儀説」
などをめぐる「平成大嘗祭論争」の中心学説『大嘗の祭り』を再録、その後の研究成果を集成。天皇祭祀の本義
が農耕成育への感謝と災異現象にあり、大嘗祭も自然災害への対応を組み込むことで理解を深められるとい
う、新たな大嘗祭論を提示する。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  13  -

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



人文社会編 2019年5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 1030360956 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360957 □ □

出版社

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 1030360958 □ □

9784000247269

戦後の日米間になぜかくも多くの密約が交わされてきたのか？日米密約とは、地位協定を超える米軍の軍事
的要求と、地位協定の範囲内に抑え込みたい日本側の相剋の末に編み出された妥協の技法だったのではな
いか。奄美―小笠原―沖縄返還の時系列とともに構造化・多様化していく密約のメカニズムを、日米の第一次
史料を用いて徹底解明。

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

米軍基地権と日米密約──奄美・小笠原・
沖縄返還を通して

岩波書店 電子書籍

¥19,140(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 信夫隆司著

著編者名
今井耕介著,粕谷祐子訳,
原田勝孝訳,久保浩樹訳

9784000612463

計量社会科学に不可欠な、研究の背景知識、プログラミング、統計手法を初歩から解説。公刊論文で使われた
データを統計ソフトRで分析し、データ分析と結果の解釈、得られた知見の効果的な公表の仕方を実践的に学
ぶ。下巻はテキスト・ネットワーク・地理情報の探索的分析、確率・統計理論、推定、仮説検定、回帰分析の基
礎を取りあげる。

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

計量社会科学に不可欠な3要素である、研究の背景に関する知識、プログラミング、統計手法を初歩から丁寧
に解説。実際の論文で使われたデータを、統計ソフトRを使って分析することで、データ分析と結果の解釈、得ら
れた知見の効果的な公表の仕方を実践的に学ぶ。上巻はRプログラミングの基礎、因果関係、測定、予測を取
りあげる。

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

社会科学のためのデータ分析入門（下）
岩波書店 電子書籍

¥9,020(＋税) □

¥2,700(＋税)

社会科学のためのデータ分析入門（上）
岩波書店 電子書籍

¥8,580(＋税) □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
今井耕介著,粕谷祐子訳,
原田勝孝訳,久保浩樹訳

9784000612456

□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 

岩波書店 

-  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5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 1030360959 □ □

出版社

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 1030360960 □ □

出版社

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 1030360961 □ □

出版社

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 1030360962 □ □

出版社

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 1030360963 □ □

企業所有論
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥18,480(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ヘンリー・ハンズマン著,

米山高生訳

9784766425857

企業形態として最もメジャーなのは株式会社である。これは所有の視点からみると投資家が会社を所有してい
るということだが、その理由は経営上、最も効率的であるからである。しかしこれが唯一の形態ではない。消費
者所有、生産者所有、相互組合、NPO 等、現実には様々な所有形態の企業が存在する。本書は、そうした企
業が存在する理由を、所有権とガバナンスの観点から分析した古典である。現在、そして未来の企業組織を考
えるうえで必読の文献である。

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。

精選 折口信夫　V　随想ほか・迢空詩編
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

9784766425529

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

自身や家族、師・友との交遊、奈良・飛鳥など日本の文学をはぐくんだ風土の随想を中心に、神道論、詩論、学
問論、さらに敗戦後に生み出された贖い切れぬけがれを吐露した迢空の詩を収録。また、「何の為に、神が来
り、又人がその世界に到ると言ふ考へを持つやうになったか。さうして又何の為に、邪悪神の出現を思ふやうに
なったか。」――比較民俗学的な未解決の課題を投げかけた「民族史観における他界観念」の草稿を初収録す
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。

抗加齢医学入門　第3版
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 米井嘉一著
9784766425819

健康長寿を目指し、身体年齢を若く保つために、今、何をなすべきか。「アンチエイジングリサーチ」「糖化ストレ
ス」について最新の研究活動を行うとともに抗加齢医療を実践する医師が、抗加齢医学をわかりやすく詳説。
最新知見を加えアップデートを行った第三版。

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。

音楽の哲学入門
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
セオドア・グレイシック著,
源河亨訳,木下頌子訳

9784766425888

アメリカの気鋭の研究者による、音楽の哲学および芸術の哲学の入門書。単なる音と音楽の違い、音楽鑑賞に
必要な知識、音楽と情動の関係、音楽経験がもたらすスピリチュアリティなど音楽を哲学的に考察する。ベー
トーヴェン、ハイドン、ビートルズ、レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、マイルス・デイヴィスやジャコ・パスト
リアス、ラヴィ・シャンカル――クラシックからポピュラー音楽まで、豊富な例とともに音楽の本質に迫る。

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。

ネットカフェの社会学
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平田知久著
9784766425901

「ネットカフェ難民」という言葉に象徴される、〈分断〉〈排除〉〈自己責任論〉。それは、他者からの抑圧以上に、自
分自身からの疎外として立ち現れる。一方、他のアジア九都市のネットカフェは、日本とは異なる様相を帯び
て、様々なかたちで人々に開かれている。 〈共にあること〉の困難を抱えた現代社会において、オンラインとオフ
ラインの境界「ネットカフェ」に、コミュニケーションの可能性を探る。

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.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5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 1030360964 □ □

出版社

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 1030360965 □ □

出版社

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 1030360966 □ □

出版社

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 1030360967 □ □

出版社

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 1030360968 □ □

スポーツにおける優れたパフォーマンスの基盤として、心理的側面の重要性が指摘されている。本書は、心理
学の理解、スポーツ行動の理解、スポーツ行動と社会的要因の関係の理解という3つの視点から、スポーツ心
理学の基礎を分かりやすく示し、自らのスポーツ活動だけでなく、指導者としても役立つ知見や重要なトピックを
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。

政治権力と行政組織 中央省庁の日本型制
度設計

勁草書房 電子書籍

基礎から学ぶスポーツの心理学（※）
勁草書房 電子書籍

¥6,930(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木万丈著
9784326251346

¥11,880(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河合晃一著
9784326302765

日本の中央省庁組織はどのように制度設計されており、その制度設計の結果は何で決まるのか？行政改革以
降に作られた新組織でケーススタディを行うことで、「組織の新経済学」モデルは日本に当てはまらないことを示
し、「コンセンサス・コスト」モデルを新たに構築する。首相の権限や政官関係にも示唆を与える画期的な研究！

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

民事証拠収集 相談から執行まで (勁草法
律実務シリーズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥11,770(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 民事証拠収集実務研究会編

弁護士が相談を受けて交渉を開始する段階、訴訟等の法的手続の準備を行う段階、提起後の手続係属中の
段階、強制執行の段階、と順を追って、どのような証拠収集方法が利用可能か、どのような証拠が有益かを体
系的に解説。具体的なイメージを持ちやすいように、制度利用上の注意点や失敗談を盛り込む。

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

9784326403646

歌川光一著

冊子購入確認

著編者名 田中和明著
9784326499373

はじめて信託法を学習する読者に興味を持ち、信託法と実務との関係や問題点についても理解してもらうため
に、土地信託を事例とし、信託の設定から終了・清算に至るまでを一つの物語として展開する中で、信託法の
制度、立法の趣旨等の本質的な仕組み、主要な信託条項の解説、信託法に関する理論と実務の重要な論点
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。

9784326654192

信託法案内 (勁草法学案内シリーズ)（※）
勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税)

明治後期から大正期、「家庭」概念の登場・普及と軌を一にして、箏や三味線、ピアノ等の音楽は「趣味」として
いかに女子に受容されたのか。史料から言説の変遷を検討しつつ、社会のジェンダー規範との交錯により、「趣
味」の和洋折衷化と結婚準備としての修養化が進行し、花嫁修業イメージの原型が成立していったことを解明
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。

女子のたしなみと日本近代 音楽文化にみ
る「趣味」の受容

勁草書房 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,400(＋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 

-  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5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 1030360969 □ □

出版社

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 1030360970 □ □

出版社

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 1030360971 □ □

老いと踊り
勁草書房 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中島那奈子編著,外山紀久子編著
9784326800605

年齢を重ねたダンサーを起用したピナ・バウシュやジャドソン教会派、100歳を超えても踊り続けた大野一雄、老
いを成熟とみなす能や踊りの分析をとおし、長時間労働と規律化が可能であるがゆえに近代で理想とされた
「若い」身体の価値を再考、脱主体、脱近代的な身体の可能性を探る。

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。

著編者名 松尾剛行著,山田悠一郎著
9784326403622

時に激しく対立する「名誉毀損」と「表現の自由」。どこまでがセーフでどこからがアウトなのか、2008年以降の
膨大な裁判例を収集・分類・分析し、実務での判断基準、メディア媒体毎の特徴、法律上の要件、紛争類型毎
の相違等をわかりやすく解説する。第2版では、2016年の初版以降3年分の最新裁判例を膨大に追加。

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。

最新判例にみるインターネット上の名誉毀
損の理論と実務　第2版 (勁草法律実務シ
リーズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥17,380(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

9784326603169

孤児の施設収容が開始された16世紀英国、公教育と貧困児童の処遇が主題となった18世紀米国、処遇をめぐ
る科学と優生学が交錯する19世紀末英国、ナショナルアイデンティティが複層化する20世紀初頭植民地朝鮮
等、児童保護史上エポックメイキングな時代に焦点をあて、社会の周縁部で生きる子どもへのまなざしの変遷
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。

孤児と救済のエポック 16～20世紀にみる子
ども・家族規範の多層性

勁草書房 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 土屋敦編著,野々村淑子編著

-  17  -

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



理工学編 2019年5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 1030360972 □ □

出版社

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 1030360973 □ □

出版社

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 1030360974 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360975 □ □

出版社

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 1030360976 □ □

有機化学1000本ノック　命名法編
化学同人 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢野将文著
9784759819939

有機化学を深く理解するために有効な方法は、演習問題を解き、知識の定着を確認することである。有機化学
の初期で大学生がつまずきやすい一つが化合物の命名法。有機化学では、この命名法を理解していることが
前提となって講義が進むが、きちんと学習する機会は少ない。本書では、基本的な命名法のルールを理解でき
るまで繰り返せるように、1000問超の問題を掲載。あとは「身体に染みつく」まで解いて解いて解きまくれ！

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

フロンティア軌道論で理解する有機化学
化学同人 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
稲垣都士著,

池田博隆著,山本尚著

9784759819861

量子論に基づくフロンティア軌道論は、有機電子論では難しかった筋の通った説明を有機化学に与えうる。本
書の精緻な軌道図とその解説は、複雑な計算なしに学生や有機化学者の軌道図を見る目を養う。現代の有機
化学に必要なエッセンスをコンパクトにまとめた意欲作。

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

困ったときの有機化学（下）　第2版
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
9784759819465

翻訳が望まれていた『困ったときの有機化学』の続編が、ついに刊行。わからなくなった学生さんのお助け本と
いう前編のポリシーはそのままに、有機化学の講義の後半にあたる内容を、懇切丁寧に教える。本書では、分
光法や反応機構を中心に解説。この2冊で勉強すれば、こじらせた有機化学も怖くない！

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

演習で学ぶ無機化学 基礎の基礎
化学同人 電子書籍

¥6,820(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Matthew Almond著
9784759819809

無機化学の初学者向けの演習書。トピックごとに、概要、例題と解説、さらに練習問題を掲載。例題は典型的な
問題がほとんどで、問題の解き方だけでなく、よくある間違えも掲載されている。数式なども丁寧に解説されて
いて、院試対策に最初に取り組むべきテキスト。演習講義の教科書、試験対策として自学習用にもオススメ。

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

電気化学インピーダンス 数式と計算で理解
する基礎理論

化学同人 電子書籍

¥14,630(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 城間純著
9784759819915

インピーダンス測定の結果をいかに解釈すべきか。その理論をフーリエ変換やラプラス変換などの難しい数学
を避け、数式で丁寧に説明した。式のもつ意味が、手に取るようにわかる好著。本書を読めば、電気化学現象
とインピーダンス測定を結びつけることができる。

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。

□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5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 1030360977 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360978 □ □

出版社

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 1030360979 □ □

出版社

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 1030360980 □ □

技術者による実践的工学倫理　第4版 先人
の知恵と戦いから学ぶ

化学同人 電子書籍

¥5,830(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
（一社）近畿化学協会
工学倫理研究会編著

9784759819779

技術者OBが長年の経験と研究成果を結集して編んだ、定評ある教科書の最新改訂版。新たにバイオテクノロ
ジーと情報技術の章を設けるとともに、発生し続ける工学倫理的問題の最新事例を取り入れるなどして、内容
を新しくした。未来の科学技術を担う若者が、心得ておくべきことを知り、意見を交わし合いながら学べる。

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

CSJカレントレビュー32 プラズモンと光圧が
導くナノ物質科学

化学同人 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813920

金属ナノ・マイクロ構造体が光電場と強くカップリングすることで光を微小空間に束縛、閉じ込める機能が見つ
かり、光を制御する新しい技術として注目されている。このような現象は、光が金属構造の表面に局在するプラ
ズモンに変換されることによって生じるため、「プラズモニクス研究」として知られる。プラズモンの場と物質の電
子系を強く相互作用させた際に発現するユニークな物性を、新しい材料創成や、医療分野のナノ物質操作など
の技術革新につなげる可能性を示す。

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

CSJカレントレビュー31 分子アーキテクトニ
クス

化学同人 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813913

単一分子の電気、熱、スピン特性等の精密な計測評価が可能となり、複雑分子系をも対象とする研究が世界
中で展開する。このような単分子科学分野での知見をベースに、実用材料の性能向上を目指し、結晶系とは異
なる意図した構造をビルドアップして材料を創成すること（分子アーキテクトニクス）により、単分子性能を最大
限活かしたバルク材料を創成する試みが広がる。本書では、新しい単分子技術の研究と展望を語る。巻頭の座
談会では、神経科学者を交えて、分子で脳がつくれるのか迫る。

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。

有機化学1000本ノック　立体化学編
化学同人 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢野将文著
9784759819946

構造異性体、立体異性体、立体配置、立体配座など、苦手意識をもつ学生が多い立体化学。分子の構造を正
しくとらえ、二次元で表示された構造式を三次元で理解するためには、分子をあらゆる角度から眺めるトレーニ
ングが必要となる。『命名法編』と同じく1000問超の問題を掲載。分子構造模型を片手に、「頭の中で自由に分
子を回転できる」まで解いて解いて解きまくれ！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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5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 1030360981 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360982 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360983 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360984 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360985 □ □

スパース推定法による統計モデリング（統計
学One Point 6）

共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税)

波面の伝播と特異点
共立出版 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 泉屋周一著
9784320113367

ある媒質の中を波が伝わるとき、その波面（波頭面）がお互いに干渉しあって、特異点が発生する。本書はこの
「波面の伝播」によって現れる特異点集合とそれによって生成される「焦点集合」を研究するための幾何学的枠
組みについて解説。本書を読むための前提としては、「線形代数」「微積分」「位相」に関して基本的な知識を
もっていれば十分であるが、理学部数学科で学ぶ「代数学」や「多様体」の知識があればより簡単に理解が可
能であると思われる。

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。

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松山恵美子著,黄海湘著,八木英一郎著,
黒澤敦子著,石野邦仁子著,堀江郁美著

冊子購入確認

著編者名
川野秀一著,

松井秀俊著,廣瀬慧著

9784320112575

本書は、スパース推定の入門的内容から発展的内容までを解説。実用性を重視するため、スパース推定を用
いた統計モデリングを中心にできるだけ数多く解説し、「スパース推定を用いると、こういう統計解析が可能にな
る」というような、統計解析におけるスパース推定の有用性を実感できるよう心掛けた。また、理解の助けとする
ために、紹介する手法の数値例をできる限り載せるようにし、数値例を実行するための具体的なRによる解析
コードも載せている。

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。

9784320124295

社会人基礎力として必要となる情報スキルを養成していくテキスト。パソコンの基礎を学ぶ学生を対象として、
OSの環境に左右されない、コンピューターリテラシーの基本的な考え方を身につけることを目的とする。大学で
はどのような情報教育が求められているのか、どのようなテキストが必要とされているのかを考え、学生自らが
考えて活用していくテキストを目指した。Web上に練習問題を用意する。Windows10、Office2016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。

基礎から学べる菌類生態学
共立出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税)

情報活用とアカデミック・スキル　Office2016
共立出版 電子書籍

¥8,910(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 大園享司著
9784320057876

本書は、日本語で読める初めての菌類生態学のテキスト。入門的、導入的な内容に絞り、初めて菌類の生態
学に触れる読者が親しみながら学べる工夫がなされている。本書は12章からなり、基礎生物学編、生態機能
編、生態解析編の3部構成とした。各章では、基本用語や中心概念などのキーワードは太字で目立つようにす
るとともに、図表を多く盛り込んだ。さらに深く勉強したい人のために、各章の内容に関連する日本語の文献をリ
スト化して、各章の末尾に入れた。

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。

9784320077195

本書は、応用力学のうち特に建築と関係の深い材料力学と土の力学を中心に、その初歩的な事項が平易に記
述されており、1960年の改訂以来、半世紀のロングセラーとなっている。今回の新版では、内容構成などはほ
ぼ旧版から引き継ぎ、一方で、A5判からB5判に拡大し、また仮名遣いを現代に適したものにしたほか、図版を
すべて描き直すなど、読みやすさを向上させた。

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。

新版 建築応用力学
共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小野薫著,加藤渉著,福島曉男新版監修,

建築応用力学研究会新版編集

□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5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 1030360986 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360987 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360988 □ □

サステイナブル工学基礎 持続的に発展す
る社会の実現に向けて（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 芝池成人編著
9784339066456

環境やエネルギー問題の概要と、その解決に向けた各分野における技術的課題や対策例を具体的に紹介。加
えて、技術や製品の持続可能性を評価し、向上させる手段として、LCAや環境効率評価、各種指標、分析手法
を丁寧に解説した。

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。

意思決定を助ける 情報可視化技術 ビッグ
データ・機械学習・VR/ARへの応用（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤貴之著
9784339028836

情報可視化技術はCGやGUIによりデータの理解を助ける技術であり、あらゆる業務の意思決定や仮説検証を
助けるツールである。本書は、情報可視化の基本からIT業界の各種技術分野への応用に至るまでを紹介する
意欲作である。

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。

本書は、ディジタルメディアの代表的データである画像や音声をコンピュータで扱うための基本的な手法を知
り、実際に読者がPythonを用いて様々な処理ができるようになることを目標としている。

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。

Pythonで学ぶ実践画像・音声処理入門（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤克亘他著
9784339009026

  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 
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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5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 

-  22  -

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



理工学編 2019年5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 1030360989 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360990 □ □

魚類学の百科事典（※）
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 一般社団法人日本魚類学会編
9784621303177

●分類、系統、形態、分布、生態、行動、生理、発生、遺伝、保護、社会（との関わり）の11章立て、291項目に
凝縮した、魚類学の総合事典。●ワンテーマ見開き（2または4頁）完結でどこからでも興味深く読める。●国内
外で活躍する研究者や実務家221名による新鮮な書下ろし。●最新の研究動向を反映し、魚類学の多彩な側
面を広く深く解説。●引用・参照文献、索引（事項・魚名・人名）などの巻末情報も充実。

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。

『プリンキピア』、『種の起原』、『二重らせん』など、科学の一大転換点である16世紀からはじまり、現代へつな
がる科学史において重要な名著を35冊取り上げ、その内容と書かれた時代背景、刊行後にどのような影響を
与えたのかを解説。案外知らない名著の内容を知るだけでなく、科学の歴史の表舞台とその裏側にあった、科
学者たちの人間らしい一面も垣間見える、科学の名著の世界を案内する。

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。

35の名著でたどる科学史 ―科学者はいか
に世界を綴ったか（※）

丸善出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小山慶太著
9784621303702

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  23  -

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



理工学編 2019年5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5月 商品コード 1030360991 □ □

複雑な式がたくさん出てきて、難しく思われがちな弾性力学。本書では、主に2次元問題を考え、そこで重要にな
る基礎式や解法を丁寧に解説します。問題設定のレベルを順番に上げているので、複雑に思える基礎式や解
法も、段階的に無理なく学べます。また、弾性力学の考え方を学んだ後に、例題や演習問題を解いて実践して
いくことで、自分の理解度を確認でき、より発展的な問題を扱っていけるようになります。初学者に最適な、やさ
しく、見やすい入門書です。

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。

基礎から学ぶ弾性力学
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒井正行著
9784627650510

□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 

-  24  -

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



理工学編 2019年5月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年5月 商品コード 1030360992 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360993 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360994 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360995 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030360996 □ □

日本民謡事典　ＩＩＩ　関西・中国・四国・九州
朝倉書店 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内勉編著
9784254500288

〔例〕滋賀（淡海節／他）和歌山（新宮節／他）島根（安来節／他）高知（ヨサコイ節／他）長崎（ぶらぶら節／他）
宮崎（稗搗き節／他）。他に京都、奈良、大阪、兵庫、広島、鳥取、山口、佐賀、愛媛、香川、徳島、福岡、大分、
熊本、鹿児島

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

日本民謡事典　ＩＩ　関東・甲信越・北陸・東海
朝倉書店 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内勉編著
9784254500271

〔例〕栃木（日光山唄／他）群馬（八木節／他）茨城（磯節／他）埼玉（秩父音頭／他）千葉（安房節／他）東京
（カッポレ／他）神奈川（三崎甚句／他）山梨（武田節／他）長野（木曾節／他）他に新潟、富山、石川、福井、岐
阜、静岡、三重

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

分割表の統計解析　【統計ライブラリー】
（※）

朝倉書店 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮川雅巳著,青木敏著
9784254128390

広く応用される二元分割表の基礎から三元表、多元表へ事例を示しつつ展開。〔内容〕二元分割表の解析／コ
レスポンデンス分析／三元分割表の解析／グラフィカルモデルによる多元分割表解析／モンテカルロ法の適
用／オッズ比性の検定／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。

ディープラーニング入門　【ＦｉｎＴｅｃｈ ライブ
ラリー】

朝倉書店 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 津田博史監修,嶋田康史編著
9784254275834

金融データを例にディープラーニングの実装をていねいに紹介。［内容］定番非線形モデル／ディープニューラ
ルネットワーク／金融データ解析への応用／畳み込みニューラルネットワーク／ディープラーニング開発環境
セットアップ／ほか

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。

各地の民謡の歌詞・来歴・分布、節回しの型まで解説。〔例〕北海道（ソーラン節／他）青森県（津軽じょんがら節
／他）秋田（秋田馬子唄／他）山形（花笠音頭／他）岩手（盛岡サンサ踊り／他）宮城（遠島甚句／他）福島（会
津磐梯山／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。

日本民謡事典　I　北海道・東北
朝倉書店 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内勉編著
9784254500264

□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 

-  25  -

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



理工学編 2019年5月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年5月 商品コード 1030360997 □ □

ことばが消えたワケ（※）
朝倉書店 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米川明彦著
9784254510591

ことばは次々に生まれる一方で、次々に消えていく。流行語やことば遊びから生まれた語などの「俗語」を中心
に、どうして消えていったのか具体例を挙げながら、歴史・社会・心理・言語・感覚との関係から死語化を解説す
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。

-  26  -

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5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 1030360998 □ □

出版社

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 1030360999 □ □

出版社

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 1030361000 □ □

出版社

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 1030361001 □ □

出版社

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 1030361002 □ □

ニュースメディア進化論　情報過多時代の
学びに向けて (NextPublishing)

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 校條諭著
9784844398929

総表現時代の学びのために！明治の新聞からネットニュースまで、ニュースメディアの歴史から近未来を展望
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。

PythonでGUIをつくろう ─はじめてのQt for
Python (技術書典シリーズ
(NextPublishing))

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅野一雄著
9784844398776

Qt for PythonでインタラクティブなGUIを作る！ 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。

初心者でも大丈夫！！ IonicとFirebaseでゼ
ロからはじめるアプリ開発 (技術書典シリー
ズ (NextPublishing))

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳原新著
9784844398707

IonicとFirebaseでWebアプリを作る！ 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。

Netlifyで始めるサーバーレス開発 (技術書
典シリーズ (NextPublishing)

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹本雄貴著
9784844398738

JavaScript初心者でもできる！Netlifyで作るサーバーレスサービス。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

ボカロビギナーズ！ボカロでDTM入門 第二
版 (NextPublishing)

インプレス 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 gcmstyle（アンメルツP）著
9784844398912

DTMを一生モノの趣味として楽しむための初心者ガイド。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

近代科学社 

-  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5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 1030361003 □ □

出版社

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 1030361004 □ □

出版社

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 1030361005 □ □

出版社

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 1030361006 □ □

出版社

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 1030361007 □ □

出版社

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 1030361008 □ □

Chrome Developer Tools 入門 (技術書典シ
リーズ (NextPublishing)

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渋田美里著
9784844398882

Webデザイナー・エンジニアのためのデベロッパーツール解説書！ 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

世界の再生可能エネルギーと電力システム
経済・政策編 (NextPublishing)

インプレス 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安田陽著
9784844396826

再エネ拡大の鍵となる経済・政策面について解説。 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。

だれでもわかるハイレゾオーディオ (OnDeck
Books (NextPublishing))

インプレス 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大槻英樹著
9784844396833

数式なしで「サンプリング定理」がわかる。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

InDesign自動化サンプルプログラム逆引きリ
ファレンス　上 (Adobe JavaScript
(NextPublishing))

インプレス 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古籏一浩著
9784844396840

自動化すればInDesignの作業が驚くほどはかどる。 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。

InDesign自動化サンプルプログラム逆引きリ
ファレンス　下 (Adobe JavaScript
(NextPublishing))

インプレス 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古籏一浩著
9784844396857

自動化すればInDesignの作業が驚くほどはかどる。 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。

インターネット白書2019　デジタルファースト
社会への大転換 (NextPublishing)

インプレス 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インターネット白書編集委員会編
9784844396864

デジタルテクノロジーがリードするビジネス・社会の変化がこの一冊でわかる！デジタル業界定番の年鑑、最新
刊。

冊子を購入または
発注の場合は、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5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 1030361009 □ □

出版社

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 1030361010 □ □

出版社

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 □ □

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。

実践的ソフトウェア工学 第2版：実践現場か
ら学ぶソフトウェア開発の勘所 (トップエス
イー入門講座 1)

近代科学社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石田晴久監修,浅井治著
9784764905870

開発の現場で活かせる実践的知識と理論を体系化！現場視点のソフトウェア工学の知識が網羅的に紹介され
ているとして好評を博した『トップエスイー入門講座1　実践的ソフトウェア工学』の第2版。初版を踏襲した章構
成に掲載項目を追加し、新たに用語解説等も加え、より内容を充実させた。ソフトウェア工学の知識を持たない
初学者でも、開発現場で生かせる理論までを学ぶことができる1冊。現場技術者の学び直しにも最適。

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。

基礎からスッキリわかる微分積分：アクティ
ブ・ラーニング実践例つき

近代科学社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 皆本晃弥著
9784764905856

理工学系の微積をスッキリ習得！本書は、理工学系の1年生の数学の共通教科書として作られている。学生の学習履歴の
多様化へも対応できるよう、簡単になり過ぎず、かつ、難しくなり過ぎないよう配慮。大学、短大、高専の教科書はもちろん、
社会人の再教育にも活用できる。 主な特徴 1．学生が不得意だと思われる事項や忘れがちな事項については、側注で説
明。 2．留学生などを想定し、数学用語にはルビと英語表記を併記。日本人学生にとっても、英語表記は、英文文献の検索
や大学院入試でも役に立つ。 3．例題と問を豊富に配置し、例題には詳細な解答を、問には略解とヒントを掲載。

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。
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理工学編 2019年5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 1029973263 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。

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5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 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 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。
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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5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 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 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 □ □

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。

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。

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。
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理工学編 2019年5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 1029342091 □ □

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



医学編 2019年5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 1030361011 □ □

出版社

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 1030361012 □ □

出版社

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 1030361013 □ □

抗菌薬ドリル
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羽田野義郎編
9784758118446

感染症の診断や抗菌薬の選び方・やめ方、アレルギー、感染対策など、感染症診療の基盤になる考え方が問
題を解きながら楽しく身につく！やる気をなくすほど難しくはなく、笑い飛ばせるほど簡単じゃない、珠玉の73問
に挑戦しよう！

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。

見える！できる！気管挿管
羊土社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青山和義著
9784758111201

挿管の準備・前処置から手技の実際まで、術者目線の豊富な写真とイラストで丁寧に解説。手技のポイントが
手に取るようにわかる！ビデオ喉頭鏡や声門上器具、挿管困難対策、介助方法などの解説も充実。WEB動画
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。

勝負はプレゼンの前に決まっている！？臨床でまず身につけるべきプレゼンの秘訣を伝授。聞き手・状況に応
じた内容や順番、さらに専門科別のコンサル等、アウトプットまでの過程からわかるので本物のプレゼン力がつ
く。

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

あの研修医はすごい！と思わせる症例プレ
ゼン

羊土社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾貴公著,水野篤著
9784758118507

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



医学編 2019年5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 1030361014 □ □

出版社

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 1030361015 □ □

出版社

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 1030361016 □ □

生涯論文！忙しい臨床医でもできる英語論
文アクセプトまでの道のり

金芳堂 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 谷本哲也著
9784765317795

英語論文を執筆し続け150報以上PubMedに名を載せる臨床医が医学部を卒業して20年以上が経ち身に付け
た“英語論文アクセプトまでの実践的なノウハウ”を紹介。英語論文に取り組む際の考え方、英語論文を読み書
きするための基礎知識、そして執筆から投稿、発表後の対応まで、実例を挙げながら幅広い内容を取り上げて
います。

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

プライマリ・ケア医も精神科医も精神症状に
使える！漢方処方レシピ集

金芳堂 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮内倫也著
9784765317788

向精神薬の処方に抵抗があり、減らしたいと考える医師や患者も多い。そこで、代替案として挙げられる漢方。
軽度の精神疾患の患者に会うことが多いプライマリ・ケア医や漢方をあまり使ったことがない精神科医に向け
て、漢方が効く精神症状（例：抑うつ、不安、不眠、認知症のBPSDの興奮・焦燥とアパシー）に対し、有用な方
剤や具体的な処方を紹介。また、向精神薬の減量サポートと併用に有用な方剤や具体的な処方も提示した。

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

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

頼れる「かかりつけ薬剤師」になる！
金芳堂

著編者名 深川雅史監修
9784765317764

医師も薬剤師も患者の「かかりつけ」を求められ、薬剤師には高度なコミュニケーションスキルと思考回路、最
新知識が求められることになる。お互いに顔も知らない医師と薬剤師の間柄、電話越しに疑義紹介を円滑に、
そして患者にとって有意義なものにするには何が必要だろうか？批判ではなく、互いに理解し合えるヒントにな
る本をめざした。また、よくある事例、薬剤ガイド、スキルアップの取組み、制度の解説も満載。

電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥3,900(＋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5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 1030361017 □ □

出版社

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 1030361018 □ □

出版社

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 1030361019 □ □

出版社

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 1030361020 □ □

出版社

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 1030361021 □ □

神経内科のエキスパートをめざす医師に贈る新シリーズのパーキンソン病編。診療のエッセンスをエビデンスも
交えてコンパクトに凝縮し、Q&A形式で読みやすく解説しました。各Q&Aの最後にはエキスパートの診療のエッ
センスを学べるコラム「pearls」を掲載。基礎から応用まで、パーキンソン病の診療に関するあらゆる「困った！」
に第一人者がお答えします。

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

WHO分類改訂第4版による白血病・リンパ系
腫瘍の病態学

中外医学社 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木崎昌弘編著,田丸淳一編著
9784498225169

WHOの分類に基づき、白血病・リンパ系腫瘍の各疾患について定義、疫学、浸潤部位、臨床像、病因、形態
学、免疫マーカー、染色体・遺伝子、細胞起源、予後などを解説し好評を得た旧版（2009年発刊）の改訂版。
2017年に改訂第4版となったWHO分類をもとに構成を改め、各疾患の典型写真を豊富に掲載し、臨床の場や
検査室で活用できる内容となっている。

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

□

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鈴木則宏監修,服部信孝編,

下泰司編,波田野琢編

9784498328044

神経内科Clinical Questions & Pearls　パー
キンソン病

中外医学社 電子書籍

¥19,140(＋税)

シミュレーション教育は現代の医療者教育において必須のノウハウであり、様々な施設で、そのための設備の
充実も図られています。しかし、未だ充分な教育成果を挙げられていないケースも散見されます。本書は、シ
ミュレーション教育を実践するために必須の知識と方法論をわかりやすく提供します。医学シミュレーション教育
の超入門書、ついに登場！

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

脳卒中エキスパート　抗血栓療法を究める
中外医学社 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木則宏監修,伊藤義彰編
9784498328228

脳卒中診療における特に重要なテーマについて、各領域の専門家がテーマ毎に1冊で理解できるように詳説す
るシリーズ第一弾。抗血栓療法に焦点を合わせ、コモンな病型から特殊な病態、高リスクな脳梗塞まで抗血栓
療法の奥義をエキスパートが伝授する。力強い内容で、幅広くかつ深く掘り下げられた解説は、病態について
の理解を深め、治療や予防にあたって最良の選択をする手助けとなる。

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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 野村岳志監修,駒澤伸泰著
9784498109100

実践！ 医学シミュレーション教育
中外医学社 電子書籍

¥9,900(＋税)

麻酔科研修　実況中継！　第4巻　気道管
理編

中外医学社

著編者名 南敏明監修,駒澤伸泰著
9784498055445

麻酔科研修実況中継も第4巻からは後期専門研修に入りました。今回のテーマは「気道管理」。ガイドラインを
実臨床に生かし、いかにしてそれぞれの患者さんにベストな気道管理を行うか。本書を通読すればその考え方
が身に付きます。麻酔科に限らず、救急科・集中治療科など、すべてのレジデントのための「気道管理」入門書
の決定版です！

電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋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  -

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5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 1030361022 □ □

出版社

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 1030361023 □ □

救急集中治療での日常診療において、誰しもが陥りやすい穴、あるいは自覚がないまま陥ってしまう穴がそこ
かしこに存在する。本書ではピットフォールに焦点を当て、“落とし穴”に対してエキスパートがどのように対処し
ているか、14ジャンル、100項目で明快に解説した。穴に落ちないコツや穴の埋め方を理解し、より広い視野で
質の高い診療を担保する力を身につけるための必読の一冊である。

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

神経・精神疾患による消化管障害ベッドサイ
ドマニュアル

中外医学社 電子書籍

¥21,120(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 榊原隆次編著,福土審編著
9784498140486

神経・精神疾患による消化管・排尿機能障害診療のバイブルが誕生！ 総論では消化管・排尿機能と脳・脊髄・
末梢神経との関係をわかりやすくまとめ、機能検査も含め、実践的な診断・治療のノウハウを解説。また各論で
は多岐にわたる神経疾患を網羅し、それぞれに伴う消化管障害について端的に記載した。脳腸連関・腸内細
菌叢などに関する記述も充実！

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。

□

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 志馬伸朗編著
9784498166042

ER・ICU100のピットフォール
中外医学社 電子書籍

¥12,540(＋税)

-  37  -

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



医学編 2019年5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 1029883415 □ □

出版社

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 1029883416 □ □

出版社

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 □ □

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。

総合診療医の果たす役割 (スーパー総合
医)

中山書店 電子書籍

¥22,990(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 名郷直樹著
9784521739090

2014年、本シリーズがスタートする際に「スーパー総合医」とは「外来から在宅医療まで、十分な経験を持ち、科
にとらわれず大局的な見地で行動できるすぐれた医師」であると定義した。シリーズ完結となる10冊目の本書で
は、51名の「スーパー総合医」が、自らの豊富な経験を元にさまざまな視点から、総合診療医として診療・教育・
研究において果たすべき役割や今後の展望について詳述している。

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。

2018年に編者の市川光太郎先生が急逝されたため、その後の編集を弟子が担い、電子書籍として刊行。症例1～25
は、以下の4つから構成。　・症例プロフィール：年齢・性別、主訴、既往歴、現病歴、受診時所見、検査所見、経過　・
Disease and Caution→症例で提示された疾患に特異的な注意点　・TOPICS→この症例、疾患にかかわらず覚えてお
くと役立つこと　・Relationship Advice→疾患への理解度・とらえ方は家族によってさまざまであり、保護者・家族とのや
りとりから得られたこと　　　　　　　　●こちらは電子版のみの刊行となっており、冊子での刊行はございません。

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。

小児救急の診察技法
中山書店 電子書籍

¥8,470(＋税) □

- 冊子購入確認

著編者名 市川光太郎編著
-

□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。



医学編 2019年5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 1030361024 □ □

出版社

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 1030361025 □ □

出版社

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 1030361026 □ □

出版社

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 1030361027 □ □

出版社

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 1030361028 □ □

コウノメソッドでみる MCI（軽度認知障害）
日本医事新報社 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥4,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河野和彦著
9784784945870

記憶検査だけでは誤診を招く！MCIと「うつ状態、てんかん、ADHD」との鑑別のために、問診や身体診察では
何に注意すべきか、検査は何が適しているか、画像検査ではどこに着目すべきかを、豊富な臨床経験をもとに
説き起こした唯一無二の書。

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。

膠原病診療ノート〈第4版〉
日本医事新報社 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥5,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三森明夫著
9784784953455

初版から20年。膠原病診療の王道を示し、圧倒的支持を受けるロングセラーが6年ぶりの大改訂！特に成人発
症Still病、関節リウマチ／TAの肺障害、リウマチ性多発筋痛症とRS3PEの項目を大幅に追記。その他の項目で
も旧版以降の新薬やガイドラインを踏まえてアップデートしています！

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

しくじり症例から学ぶ総合診療
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 雨森正記編著,西村真紀監修
9784784948161

「私、失敗しないので」はテレビの中だけ！実際に医師が経験した「しくじり事例・症例」を集め、どうすればよ
かったのか、その後どのように対応しているのかを記載。ベテラン医師からの「こういう予防策や工夫もできる
ぞ！」というポイントも紹介します。

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。

病態に応じたオンラインＨＤＦ治療戦略
日本医事新報社 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川西秀樹編
9784784948222

2012年の診療報酬改定以降、急増するオンラインHDFについて、実際の症例をもとに、個々の病態、愁訴や合
併症に合わせてどのような治療設計をすればよいかがわかるよう構成しました。

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

結局現場でどうする？ こどもの敗血症
Sepsis、ショック

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 佐々木潤編著
9784784962471

意見書やガイドラインでは議論しつくせない課題について“現場ではどうするのか”、実際の症例をベースに、第
一線で奮闘中の臨床医が解説します。

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 

-  39  -

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5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 1030361029 □ □

脳卒中後の管理と再発・重症化予防
日本医事新報社 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 峰松一夫編著
9784784956869

再発率が高い脳卒中。自院に「脳卒中既往」の患者さんが来たとき、何を気を付ければよいのか…。脳卒中の
原因・病型ごとに、再発予防策と、注意すべき点を解説！認知症や悪性腫瘍などの背景もある脳卒中後患者
をどう管理すればよいかなど、「かかりつけ医が診る可能性の高い」例を挙げています。

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

-  40  -

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5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 1030361030 □ □

出版社

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 1030361031 □ □

出版社

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 1030361032 □ □

出版社

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 1030361033 □ □

出版社

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 1030361034 □ □

新版　クリッピング・バイパス・CEAのリクツと
ワザ  脳血管外科の学び方・教え方／WEB
動画79本付き

メディカ出版 電子書籍

¥42,900(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石川達哉編著,中山若樹著
9784840468596

【脳血管外科手術の最終回答はこれだ！】 脳動脈瘤手術、脳血行再建術のエキスパートによる、実践的手術
指南書の改訂版。手術における「リクツ」と「ワザ」をやさしく味わい深い独特の筆致で記述。昨今話題になるこ
との多い、著者が提唱したclosure lineについても詳しく解説。

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

医療現場の人間関係につまずき「ナース向
いてないかも…」と思う前に試してみたいコ
ミュ力アップ術25

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 岸英光監修,山本美保著
9784840468589

【職場の人間関係に悩める看護師必読！】 同僚や上司、患者など、医療現場でのコミュニケーションにつまず
き悩む看護師に向けて、自分または相手の「ありかた」を変え、状況を好転させる25の“コミュニケーションセン
ス”を紹介。自分が変わり、相手が変わることで、明日からの看護が楽しくなる！

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。

ナースが押さえておきたい循環器の重要
キーワード50 (ハートナーシング別冊)

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 嘉納寛人編,渡邉睦子編
9784840468657

【ナースの視点で実践に使える知識を解説】 急性冠症候群、心房細動など代表的な疾患、12誘導心電図など
の検査、心臓ペースメーカやIABPなどの治療とケアについて、循環器病棟のナースが知っておきたい知識を、
50のキーワードに絞って簡潔に解説。基礎知識から最新情報までさっと確認できる一冊。

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。

ナースのためのアドラー流勇気づけ医療コ
ミュニケーション メンタルヘルスの専門家・ミ
レイ先生が人間関係の悩みを解決！

メディカ出版 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

9784840468602

【会話文＆マンガ風イラストの事例が満載！】 ミレイ先生の勇気づけ書籍第２弾！自分をすり減らさずに仕事と
向き合い、医療職として自分らしく生きるためのコミュニケーションのヒントを勇気づけたっぷりで紹介します。難
しい心理学の理論が苦手でも大丈夫！誰でもすぐにアドラー心理学が実践できる。

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。

著編者名 上谷実礼著

糖尿病の病態生理イラスト図鑑 (糖尿病ケ
ア 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

9784840467742

【患者の体と病態のすべてが一目でわかる】 糖尿病の病態生理、合併症、三大療法に関連した食事・運動・薬
物についてイラストを豊富に用いた図解でわかりやすく解説。普段なかなか目視しにくい患者の体内で起こる現
象や治療の効果もパッと見てイメージでき、知識が深まることで療養指導にも活用できる。

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。

著編者名 細井雅之編

□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 

-  41  -

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5月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入
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図解でイメトレ！ 消化器外科・内科病棟 は
じめてさんのケアマニュアル (消化器ナーシ
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

著編者名 斉田芳久監修
9784840467193

【現場で役立つ技が満載！新人ナースの救世主】 「消化器病棟に配属されたけど、何から勉強すればいい？」
と迷っているナースのために、解剖生理から疾患・治療、アセスメントや日常的ケアまで、必須知識を幅広く集
めた一冊。さらに「イレギュラーなケースへの対応」もしっかり解説！教科書には載っていない現場のヒントが満
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。

Dr.畑のビュンビュン身につく！　術前・術後
の観察ポイント (メディカのセミナー濃縮ライ
ブシリーズ)

メディカ出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 畑啓昭著
9784840468770

【大人気セミナーを本でも楽しめる！】 メディカ出版の人気セミナー1日分のエッセンスを、話し言葉そのままに
読みやすく再現！外科ドクターがナースに看てほしいポイントをやさしく解説する。手術患者のリスクから万全
の準備をする力、異常を察知し予防する力がつき、経過観察でよいのか緊急連絡が必要な状況かの判断にも
う迷わない、臨床判断能力upに役立つ一冊。

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

訪問看護・介護事業所必携！　暴力・ハラス
メントの予防と対応  スタッフが安心・安全に
働くために

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
三木明子監修・著,

一般社団法人全国訪問看護事業協会編著

9784840468664

【スタッフを守る暴力対策のポイントがわかる】 訪問看護・介護の現場では利用者や家族からの暴力・ハラスメ
ントを「仕方がない、よくあること」と受け止めて我慢したり、我慢させたりしがちで、離職のきっかけともなる。各
事業所内の仕組みづくり、対応方法、研修の進め方を豊富な資料とともに紹介する。

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。

新生児ケアのきほん (with NEO別冊 るる
NEO)

メディカ出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
豊島万希子編,

中野幸子編,古都美智子編

9784840468626

【新生児ケアのはじめの一歩をまるごと解説】 新生児ケアを担うナースに必須の実践知識をまとめる『るる
NEO』第1弾。「赤ちゃんの日常の看護ケア」の基本を、第一線で活躍中の先輩ナース・医師が厳選する20のポ
イントに絞って徹底解説。新人教育の手引きとしても活用できる頼れるガイド。

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