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著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

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

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

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

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

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

●「電子書籍」価格設定について

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「３.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

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

✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2019年7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 1030590833 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590834 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590835 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590836 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590837 □ □

コンプライアンス検定委員会主催「ビジネスコンプライアンス検定」初級試験公式テキスト。出題される内容に即
して網羅的に解説。

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

初級　ビジネスコンプライアンス　第2版（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 郷原信郎編著,元榮太一郎著

冊子購入確認

著編者名 佐藤信著
9784492223680

『60年代のリアル』で鮮烈デビューした著者が、今度は婚活論を政治学する。若き東大助教、渾身の作！ 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。

9784492534106

□

¥2,000(＋税)

自動運転やロボタクシー、ウーバーなど、激変するモビリティ業界の未来図と勢力図を豊富な図解で解説する。 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。

Mobility 3.0 ディスラプターは誰だ？（※）
東洋経済新報社

著編者名
川原英司著,

北村昌英著,矢野裕真著

9784492762493

電子書籍

志を育てる　増補改訂版　リーダーとして自
己を成長させ、道を切りひらくために（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,610(＋税)

様々な分野で活躍する人を取材する中で見えてきた、「志が生まれ、育っていくプロセス」の調査結果を書籍化
した名著の改訂・増補版。

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。

□

9784492046463

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
グロービス経営大学院著,

田久保善彦著

日本婚活思想史序説 戦後日本の「幸せに
なりたい」（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税)

¥6,600(＋税)

冊子購入確認

就職四季報　企業研究・インターンシップ版
2021年版（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,620(＋税) □

売上No.1の業界研究本『就職四季報』がインターンシップに臨む就活生を徹底サポート。9Stepでわかる、企業
研究の決定版！

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。

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492974339

□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7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 1030590838 □ □

SDGs・ESGを導くCVO（チーフ・バリュー・オ
フィサー）（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
マーヴィン・キング著,ジル・アトキンス協力,

KPMGジャパン統合報告センター・オブ・エクセレンス訳

9784492602270

ESG・SDGs実現への道筋を示すために、企業が投資家に語るべきなのは「価値創造ストーリー」。そのための
理念と方法を示す。

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。

-  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7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 1030590839 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590840 □ □

戦後日本の地域金融
日本経済評論社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤正直編著,

佐藤政則編著,杉山和雄編著

9784818825161

金融再編によって地方銀行、信用金庫が担う地域公益はどう変わるのか。戦後にあるべき姿を模索し、再建を
果たした全国56名のバンカーたち。その理念と取組から今後を探る。

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。

協同による社会デザイン
日本経済評論社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小木曽洋司編著,

向井清史編著,兼子厚之編著

9784818825284

格差と分断など激しく変化する時代に、生協運動に要請されているものは何か。組合員の参画による生協ガバ
ナンスのあり方を深刻化させ、期待に応える存在価値をどう発揮させるか。

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

  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 

-  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7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 1030590841 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590842 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590843 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590844 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590845 □ □

フーバー大統領が明かす日米戦争の真実
米国民をも騙した謀略

勉誠出版 電子書籍

¥2,420(＋税) □

¥800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
加瀬英明編著,藤井厳喜著,
稲村公望著,茂木弘道著

9784585230670

第二次大戦当時のアメリカ大統領ルーズベルトの前任者、フーバー大統領の厖大な回想録『裏切られた自由』
は世界に大きな話題を呼んだ。本書はこの回想録の内容を分析し、ひろく紹介するものである。＊本書は、『日
米戦争を起こしたのは誰か―ルーズベルトの罪状・フーバー大統領回顧録を論ず』（2016年1月刊行）の主要部
分を改訂して改題し、廉価版として広く提供するものです。

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。

親日台湾の根源を探る 台湾原住民神話と
日本人

勉誠出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 諏訪春雄著
9784585222392

台湾の原住民が伝える古代の創世神話・文明創始神話に日本人が登場する。創世神話は、この世界がどのよ
うにして始まったのかという問いに答える神話であり、文明創始神話は、この世の文明の始まりを説明する物語
である。なぜ台湾の神話に、日本人が神々として登場してくるのであろうか。台湾にとって日本人とはどのような
存在であり、現地の人たちが日本と日本人をどのように受け取って語り伝えてきたのか。台湾から見える真実
の日本の姿。

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

昭和天皇の苦悩　終戦の決断 昭和20年1
月～昭和20年8月

勉誠出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加瀬英明著
9784585222378

「こんなに焼けたか…関東大震災よりはるかに無残だなあ…胸が痛む。」東京大空襲の惨状を極秘に視察した
昭和天皇。日本が崩壊しようとするとき、はたしてはなにを思ったのか。終戦の決意に至った、その深奥をたど
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。

昭和天皇の苦闘　巡幸と新憲法 昭和20年8
月～昭和26年4月

勉誠出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加瀬英明著
9784585222385

「ずいぶんと厳しく、残酷なものだね。みな、国のために働いてきたのではないか。これはわたしに退位せよ、と
いう謎ではないか」GHQによる日本占領、戦犯問題、焦土のなかの巡幸、新憲法制定…。数々の難局に対峙し
た昭和天皇の5年8ヶ月を、関係者への膨大なインタビューをもとに再現する。

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

新装版　巴里に死す
勉誠出版 電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 芹沢光治良著
9784585291817

夫に伴われた留学先で、子どもを身ごもるも結核に倒れる伸子。病床にて娘に宛てて綴った3冊のノートをめ
ぐって、死と新生、自然の摂理と普遍の愛を描く。不幸な運命の淵にありつつも、愛と知の苦悩の内に成長した
女性の悲しく美しい魂の記録。日本国内のみならずフランスを中心にヨーロッパで激賞されノーベル賞候補作
にもなった名作が現代に甦る。ノーベル賞候補作にも挙げられ、フランスをはじめヨーロッパ各国で高い評価を
受けた代表作を、著者自身が最後に校閲した最良のテキストを用いて復刊。

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。

□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 

-  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7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 1030590846 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590847 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590848 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590849 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590850 □ □

ドゥルーズとマルクス 近傍のコミュニズム
みすず書房 電子書籍

¥8,099(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松本潤一郎著
9784622087878

資本主義を歴史化し物語を終わらせること。ドゥルーズ哲学と「歴史家」マルクスとの遭遇から垣間見るコミュニ
ズムという近傍ゾーン。

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

ケースで学ぶ 自閉症スペクトラム障害と性
ガイダンス

みすず書房 電子書籍

¥8,099(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田宮聡著
9784622087809

児童精神科医の著者が120のケースを交えて詳説する、障害児教育にかかわる医療・教育従事者・ソーシャル
ワーカー必携の性の案内書。

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。

ショパンの詩学 ピアノ曲《バラード》という詩
の誕生

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 松尾梨沙著
9784622087595

ショパンが生んだ《バラード》という音楽ジャンル。これまで謎だったその来歴を解明し従来のショパン像を刷新
する若手研究者の快挙。

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

海を撃つ 福島・広島・ベラルーシにて
みすず書房 電子書籍

¥8,099(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安東量子著
9784622087823

いわき市の山間に暮らす一人の女性の幻視的なまなざしがとらえた、事故後7年半の福島の断層の記録。類
のない圧巻ノンフィクション。

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

敗北者たち 第一次世界大戦はなぜ終わり
損ねたのか　1917-1923

みすず書房 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ローベルト・ゲルヴァルト著,

小原淳訳

9784622087618

「戦争を終わらせるための戦争」がファシストの台頭を招き、第二次世界大戦への道をつくった。戦争論の新た
な古典。

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。

□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7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 1030590851 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590852 □ □

食べたくなる本
みすず書房 電子書籍

¥8,099(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三浦哲哉著
9784622087816

気鋭の映画批評家が、料理本を批評的に読む。「料理を作る・食べる・もてなす」ことに人生を捧げてきた人びと
への熱いオマージュ。

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

超現実主義の1937年 福沢一郎『シュールレ
アリズム』を読みなおす

みすず書房 電子書籍

¥20,399(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤佳之著,大谷省吾著,小林宏道著,
春原史寛著,谷口英理著,弘中智子著

9784622087731

日本に初めて前衛絵画を紹介した洋画家・福沢一郎が「シュルレアリスム」にみていたものとは何か。精鋭の研
究者たちによる画期的論集。

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。

-  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7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 1030590853 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590854 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590855 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590856 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590857 □ □

伝統的な国際私法の規律の意味内容を明らかにしつつ、急速に姿形を変える国際社会の動向に応じ、最先端
の問題にも言及。ハーグ条約実施と2017年人事訴訟法・家事事件手続法改正に対応。国際私法を正確・コン
パクトに学べる定番テキスト、７年ぶりの改訂。

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

□

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
神前禎著,

早川吉尚著,元永和彦著

9784641221314

国際私法〔第4版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,280(＋税)

市民を主人公に、基礎自治体たる市町村との協働関係を基軸とした対話型行政システムを構想。ケースを基
礎に、事例に即して本質に迫る現代型テキスト。法令や裁判例の動向、学説の展開を踏まえて進化した最新第
４版。

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

新基本民法2　物権編〔第2版〕 財産の帰属
と変動の法（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,740(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641138131

物権法を「財の帰属と移転の法」と捉え、物権変動に重点を置きつつ、所有権の意義とその保護の問題にも光
を当てる。共同所有の延長線上に位置づけられる法人制度、不登法や区分所有法にも触れ、物権法の全体像
をわかりやすく解説。債権法・相続法改正に対応。〔２色刷〕

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

□

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大橋洋一著
9784641227729

行政法Ⅰ　現代行政過程論〔第4版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,140(＋税)

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

次世代医療基盤法の逐条解説
有斐閣

著編者名 宇賀克也著
9784641227668

情報法制研究の第一人者で日本の情報法制の立案過程に携わってきた著者による、信頼の逐条解説。医療
ビッグデータ法とも呼ばれ、医療分野の研究開発等に大きな影響を及ぼす本法について、網羅的に解説する。
巻末には条文や政省令等の充実した資料を備え、１冊で完結する利便性を実現した。

電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

労働法の世界〔第13版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中窪裕也著,野田進著
9784641243187

日々変化する「労働法の世界」の実像に迫り、労働法の基本構造の転換と発展のダイナミズムを、確かな座標
軸をもって描き出す。時を重ね、世紀を超えて進化・発展をつづける、ロングセラーのテキスト。働き方改革関
連法に対応して構成も改めた最新版。

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

□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7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 1030590858 □ □

組織行動 組織の中の人間行動を探る (ス
トゥディア)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木竜太著,服部泰宏著
9784641150669

やる気が出ないこともあれば、仕事に没頭することもある。もめごとが起きるかと思えば、１＋１が３にも４にも
なったりする。人が組織においてさまざまな行動をとる、その理由とは。実際のシチュエーションを想像し、我が
こととして考えながら学べるテキスト。

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。

-  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7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6月 商品コード 1030590859 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590860 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590861 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590862 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590863 □ □

沖縄戦を知る事典 非体験世代が語り継ぐ
吉川弘文館 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
吉浜忍編,

林博史編,吉川由紀編

9784642083522

アジア太平洋戦争末期、住民を巻き込んだ戦闘が展開され、「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄。戦闘経過、住民
被害の様相、「集団自決」の実態など、６７項目からその全体像を明らかにする。豊富な写真が体験者の証言
や戦争遺跡・慰霊碑などの理解を高め、今も残る沖縄戦の姿をリアルに感じる構成。〝なぜ今沖縄戦か〟を私
たちに語りかけてくる読む事典。

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。

たたら製鉄の歴史 (歴史文化ライブラリー
484)

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 角田徳幸著
9784642058841

日本列島で培われ近代にいたるまで連綿と営まれてきた古来の製鉄法、たたら。日本独自のその技術を、生
産地の移り変わりや製鉄技術の革新などから探る。また、「海のたたら、山のたたら」という視点から多様性を
明らかにするとともに、近代化のなかで果たした役割を考える。日本の産業や暮らしを支えてきた、たたら製鉄
の実像に鋭く迫る注目の一冊。

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。

中世日本を生きる 遍歴漂浪の人びと
吉川弘文館 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新井孝重著
9784642083515

中世前期は生産力が乏しく、耕地は不安定で、人びとは農業だけでは自立できなかった。武士もまた土地に根
を張れず、交易に従事したり、中央権力に対抗して悪党となるものもいた。底辺に生きる非人や遍歴する芸能
民たち。人災にもよる災害・飢饉、襲いかかる病など、厳しい環境のなかで人びとはどのようにして生き抜いた
のか。中世の社会史を読み解く。

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。

蝦夷の古代史 (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 工藤雅樹著
9784642071055

古代東北に居住し、独自の生業を営んだ蝦夷(えみし)。朝廷は軍事や懐柔策を使って支配を試みるも、彼らは
族長に率いられ抵抗した。服属に至る過程を追い、蝦夷の起源とアイヌ語地名・マタギ言葉にも独自の見解を
提示する名著。

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

予言文学の語る中世 聖徳太子未来記と野
馬台詩

吉川弘文館 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小峯和明著
9784642029520

中世に未来記という名の予言書の一群があり、古代から近代まで続く歴史をもっていた。なかでも『聖徳太子未
来記』や『野馬台詩』は、太子信仰の展開とともに国家の命運を占うものとなっていく。中世社会のなかで未来
記がどのように生成され、理解されてきたのか。アジア各地の事例にも触れつつ、時代ごとにその姿を変える
予言文学の真髄を語る。

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 

-  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7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 1030590864 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590865 □ □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小関隆著
9784000612531

イギリス支配下の連合王国から帝国自治領へ──20世紀初頭にアイルランドが経験した変化は「革命」と呼ぶ
に値する。大戦を経て生まれた二つのアイルランドは現在も存続しており、その起源はここにある。大戦前夜か
らイースター蜂起、独立戦争、内戦を経て自由国（後の共和国）が成立するまでを描く本格的通史。

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

日本近世書物文化史の研究
岩波書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥11,000(＋税)

アイルランド革命　1913－23　―― 第一次
世界大戦と二つの国家の誕生 ――

岩波書店 電子書籍

¥10,560(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 横田冬彦著
9784000612692

書物流通のネットワークを担い、蒐集した書物を独自に体系化し、日常生活の糧として後世に受け継いでいく
――都市に限定されがちであった分析視角を大きく農村に広げ、従来の受動的な読者像を打ち崩し、能動的に
知を紡ぐ「近世の読者」を、〈蔵書〉という宇宙から描き出す。第一人者による集大成。

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

□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 

-  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7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 1030590866 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590867 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590868 □ □

クリエイティブ・ラーニング
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥11,110(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井庭崇編著,鈴木寛著,

岩瀬直樹著,今井むつみ著,市川力著

9784766425727

クリエイティブ・ラーニング（創造的な学び）は、「つくることで学ぶ」という新しい学びのスタイルである。これから
の学校は、創造的に学ぶための「つくる」経験を積む場であり、教師は生徒の「つくる」に対して、一緒に問題に
挑戦する仲間、「ジェネレーター」となる。本書では、子どもたちの創造力を育むクリエイティブ・ラーニングの可
能性について、気鋭の研究者・井庭崇が、教育界のフロントランナーを迎え、徹底討論する。

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・考える民法　II　物権・担保物権
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,690(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平野裕之著
9784766426014

▼究極の民法演習書！これをやっておけば怖いものなし！ 司法試験の論文試験には何が求められるのか？
本番形式の問題に対して、出題の趣旨、論点の重要度、答案作成に関するコメントなどを随所につけ、改正民
法に対応した解説で重要論点を徹底解明。答案構成サンプルも付し、実際の論文試験で圧倒的な論文を書く
力を養う、究極の民法事例演習書、第Ⅱ巻！

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

新標準講義 民法債権各論 第2版
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税)

著編者名 池田真朗著
9784766425789

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

▼2020年施行の民法大改正がよくわかる！▼好評の「新標準」債権各論、待望の第2版！「ルール創り」の発
想から説く法律学の最新「標準」授業。契約不適合責任、定型約款等の改正項目に加え、配偶者居住権やQR
コード決済にまで言及。進路アドバイスや出題形式解説など、学習者のためのノウハウも満載！

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。

□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7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6月 商品コード 1030590869 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590870 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590871 □ □

移民と国内植民の社会学 矢内原忠雄の植
民論とアイヌ民族

勁草書房 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐久間孝正著

大正から昭和初期において、移民・国内植民に関する理論はどのように展開されたのか。矢内原忠雄の植民
論を中心に、新渡戸稲造、内村鑑三、吉野作造らの思想と関連づけて検討する。またその植民論は、北海道に
おける国内植民論としてアイヌ民族との関連でも読み解くことができるため、現代日本の先住民研究との関連
で併せて論じる。

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

9784326654222

著編者名 中野邦彦著
9784326302789

財政的困難と地域のつながりの希薄化のなかで、サービス提供範囲を限定した地域SNSは、地方自治体に何
をもたらしたのか。本書は地方自治体と住民が地域SNSとどのように関わったのかについて、導入の経緯か
ら、利用状況の停滞を経て運用の停止に至るまでの過程について実証的に検証し、今後のICT活用に資する
知見を提供する。

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

□

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

1944年に布告されたILOのフィラデルフィア宣言は、「経済活動はあくまで人間の尊厳や社会正義に仕えるも
の」と確認した。しかし、この宣言に生きる精神は、市場の法則を絶対とするグローバル資本主義の攻勢によっ
て踏みにじられていった。社会正義に関する人類の到達点ともいえるこの精神の復活の処方箋を、具体的に提
示する。

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

地域SNSによるガバナンスの検証 情報通信
技術を活用した住民参加 (KDDI総合研究所
叢書 8)

勁草書房 電子書籍

フィラデルフィアの精神 グローバル市場に
立ち向かう社会正義

勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アラン・シュピオ著,

橋本一径訳,嵩さやか監修

9784326451166

¥11,660(＋税)

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 

-  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7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 1030590872 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030515216 □ □

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

電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

ロジカル演習 民事訴訟法（※）
弘文堂

著編者名 越山和広著
9784335357725

うまく答案が書けず、成績が伸び悩んでいる学習者に捧ぐ実践的答案作成術！　民事訴訟法の重要論点につ
いて、「論理的に正しい順序で考え」、その結果を「まっとうな答案に仕上げる」ための方法論を伝授。事例→参
考判例→解説を読む前に→解説→答案例→参考文献、という流れで各問を構成。30個の事例に対応した多様
なパターンの答案例、答案作成上のツボや落とし穴までオープンにした、痒いところに手がとどく演習書。

詳解 相続法（※）
弘文堂

著編者名 潮見佳男著
9784335357626

事例で学ぶ相続法の基本書、平成30年改正に完全対応！　約40年ぶりの改正により、配偶者居住権や特別
寄与制度など、新しい制度がたくさん盛り込まれた相続法。法制審議会民法（相続関係）部会委員であった著
者が、新しい相続法を、改正内容も含めてとことん詳しく解説。642の細かく場合分けされた具体的なケースで、
最新の相続法の全体像を詳説した、実務にも学習にも役立つスタンダード・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。

電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋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 

-  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7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 1030590873 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590874 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590875 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590876 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590877 □ □

9784502285219

世界人口の増加に伴い、エネルギー消費量も増加します。化石燃料を中心とする現在のエネルギー体勢では
やがて資源が枯渇するでしょう。これを回避するための最新動向と展望を検証します。

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。

エネルギーの未来 脱・炭素エネルギーに向
けて

中央経済社 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 馬奈木俊介編著 

著編者名 久保寛展著
9784502292514

格付機関の歴史的生成過程から説き起こし、ＥＵ法・ドイツ法上を参照しながら、格付けの失敗に起因する投資
損失に対する民事上の責任について、その法的根拠を検討しました。

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。

日本の製造業が苦しむ「コモディティ化」の罠。本書ではシャープのヘルシオブランドを事例に、競合企業と製品
価値を共創することで、脱コモディティ化を実現する方法を探ります。

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。

格付機関の役割と民事責任論 ＥＵ法・ドイ
ツ法の基本的視座

中央経済社 電子書籍

¥10,120(＋税) □

¥4,600(＋税)

脱コモディティ化を実現する価値づくり 競合
企業による共創メカニズム

中央経済社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

冊子購入確認

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 陰山孔貴著

冊子購入確認

著編者名 田中克昌著
9784502291616

企業が競争優位を築くために、ユーザーによるイノベーションがもたらす市場支配の影響を考察。企業が新時
代を生き抜くために求められるマネジメントの処方箋を探求した労作です。

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。

9784502294815

組織を創るマネジメント・コントロール
中央経済社 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤克容著
9784502286216

管理会計と密接に重なり合っていたマネジメント・コントロールが、企業を取り巻く環境の変化や、経営問題が高
度化するにつれ、どのように変容してきたのかを考察します。

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

戦略的イノベーション・マネジメント
中央経済社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋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 

-  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7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 1030515162 □ □

マグマの発泡と結晶化 火山噴火過程の基
礎

東京大学出版会 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥8,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寅丸敦志著
9784130667128

火山噴火現象の解明に向けて、火山噴出物が記録しているマグマの発泡と結晶化の素過程を、平衡論と非平
衡論の２つの物質科学的視点から包括的に解説。式の導出や背後の基本的物理にいたるまで丁寧に詳述し
ている。火山国日本で将来の火山噴火災害に備える際の基本となる一冊。

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。

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 

-  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7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 1030590878 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590879 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590880 □ □

本書では、線形静弾性問題の応力解析に絞り、非線形有限要素法や拡張有限要素法（XFEM）にも応用できる
基本的な理論とプログラム実装方法を丁寧に解説。構造強度設計に関係する技術者・研究者が自習できるよう
に配慮した。

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。

応力解析のための有限要素法理論とプログ
ラム実装の基礎 （※）

コロナ社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長嶋利夫著
9784339046564

造林学フィールドノート（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上原巌著
9784339052589

森林科学を学ぶ人に贈る手引書。現在の日本の森林や林業の状況を踏まえた具体的かつ実践的な一冊。随
所にコラムをちりばめ、研究の助けとなるノートとしての特性も持たせた。

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。

研究室では「ご安全に！」  危険の把握，安
全巡視とヒヤリハット （※）

コロナ社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片桐利真著
9784339078169

本書は、研究現場での安全推進や安全指導を担う人材（研究室のリーダーや将来の管理職）の育成を目的と
し、基礎的な教養や心構えから危険要因の分析とその安全対策が立てられるところまでが身につくように実例
を交えて解説している。

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

  コロナ社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  18  -

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



理工学編 2019年7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 1030515225 □ □

① 次期指導要領に則した教職論の本としては他に類書がないテキスト。「次世代の教職論テキストの決定
版！」　　② 工業教育の第一人者による執筆・編纂。「ベテラン教員の視点・成果を習得できる」

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。

教職必修　新教職論　三訂版
実教出版 電子書籍

¥5,775(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 教職課程研究会編
9784407347777

□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 

-  19  -

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



理工学編 2019年7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 1030590881 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030552444 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590882 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590883 □ □

突然変異主導進化論-進化論の歴史と新た
な枠組み-（※）

丸善出版 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
根井正利著,

鈴木善幸訳,野澤昌文訳

9784621303856

本書では、過去150年間に提唱されたさまざまな進化論を振り返り、 近年のゲノミクスや発生生物学の知見をも
とに、進化における突然変異の重要性を明らかにする。表現型の進化を遺伝子や分子レベルの進化からひも
解くことで、 進化機構の本質がみえてくる。分子進化学の発展を牽引してきた著者の集大成であり、この分野を
専攻する学生や研究者、進化理論に興味のある読者にとって必読の書。

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。

行動分析学は、ヒトや動物の行動原因を、心ではなく「外的環境」（＝行動随伴性という独自の概念）により明ら
かにする学問であり、さまざまな自然科学的な実験により確かめられた、エビデンスをもった心理学で、教育、
介護・福祉、医療、ビジネス、スポーツ、家庭などさまざまな現場で応用されています。本書は、歴史・概念など
の基礎から実験、応用理論、医療現場や学校、動物訓練などの実践までを網羅した中項目事典。

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。

行動分析学事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 一般社団法人日本行動分析学会編
9784621303139

消費生活アドバイザー受験合格対策 2019
年版

丸善出版 電子書籍

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大矢野由美子編著,

安藤昌代編著,工藤千草編著

9784621303863

各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し本年度の試験対策を的確に洗い出しており、膨大な試験科
目の全重要項目を体系的に理解できるようになっている。また試験までに押さえておきたい最新情報の収集方
法をアドバイスしながら、難関といわれる２次試験対策も詳しく紹介する。消費生活アドバイザー試験対策本の
決定版。国家資格「消費専門相談員」も同時取得できる。

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。

スケールアップの化学工学-ものづくりの課
題解決に向けて-（※）

丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口由岐夫著,化学工学会編
9784621303870

材料に求められる微細構造は、ラボ実験スケールからスケールアップしたとたんに制御が難しくなる。本書で
は、スケールアップの課題に立ち向かうために重要な構造形成の学理を、古典的な化学工学が前提としてきた
平衡論や速度論に加えて、非平衡相変化の視点から丁寧に解説した。 “ものづくり”で悩む技術者や研究者、
“ものづくり”の道を目指す学生にぜひとも役立てていただきたい。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  20  -

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



理工学編 2019年7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7月 商品コード 1030590884 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030590885 □ □

基礎からの過渡現象
森北出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴田尚志著
9784627786714

本書では、微分方程式の直接解法とラプラス変換法の二つの方法による過渡現象解析を学びます。例題が数多くあり、実際に手を
動かしながら読み進めることで理解がしやすい構成となっています。また、基礎的な回路方程式の解き方だけでなく、磁束鎖交数に
基づいた初期条件の考え方や、回路のエネルギー状態について図を交えて解説するなど、過渡現象における物理的な意味が理解
できるよう書かれています。微分方程式の解法とラプラス変換の数学的な説明が充実しており、この一冊で過渡現象解析に必要な
数学の知識も身につきます。章末には演習問題を掲載し、自学自習にも使いやすい一冊です。

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。

光学の基本的知識を、わかりやすくコンパクトにまとめた、オーソドックスなテキストです。屈折・反射・干渉・回
折などの各種光学現象やレンズの結像といった、幾何光学および波動光学の基礎となる理論から、光学素子
や光学系の評価、フーリエ光学などの応用的な内容までを、バランスよく解説しています。

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

エッセンシャルテキスト　光学
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 左貝潤一著
9784627776319

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  21  -

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



理工学編 2019年7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 1030590886 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590887 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590888 □ □

代表的な土壌生物の生態・機能、土壌微生物や植物との相互作用、土壌中での機能を解説。　〔内容〕原生生
物／線虫／土壌節足動物／ミミズ／有機物分解・物質循環／根系／土壌食物網と地上生態系／森林管理／
保全型農業／地球環境問題

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

土壌生態学【実践土壌学シリーズ 2】（※）
朝倉書店 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金子信博編
9784254435726

土壌微生物学【実践土壌学シリーズ 1】（※）
朝倉書店 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 豊田剛己編
9784254435719

代表的な土壌微生物の生態、植物との相互作用、物質循環など土壌中での機能の解説。　〔内容〕土壌構造／
植物根圏／微生物の分類／研究手法／窒素循環／硝化／窒素固定／リン／菌根菌／病原微生物／菌類／
水田／畑／森林／環境汚染

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

空間解析入門 ―都市を測る・都市がわかる
―

朝倉書店 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
貞広幸雄編,

山田育穂著,石井儀光著

9784254163568

基礎理論と活用例。　〔内容〕解析の第一歩（データの可視化、集計単位変換ほか）／解析から計画へ（人口推
計、空間補間・相関ほか）／ネットワークの世界（最短経路、配送計画ほか）／さらに広い世界へ（スペース・シ
ンタックス、形態解析ほか）

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。

□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7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6月 商品コード 1030590889 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590890 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590891 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590892 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590893 □ □

1週間でLPICの基礎が学べる本 第3版
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 中島能和著
9784295006367

Linux初心者でも無理なく学習・資格取得を視野に入れた基礎学習ができる、1日1章、1週間で全てを終えられ
るLPIC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。

かんたん合格 ITパスポート過去問題集 令
和元年度 秋期

インプレス 電子書籍

¥3,894(＋税) □

¥1,180(＋税) 冊子購入確認

著編者名 間久保恭子著
9784295006336

ITパスポート試験の定番過去問題集です。直近5回分の豊富な過去問題に加え、無料特典として全文PDF＆ス
マホアプリで使える単語帳「出る語句 200」付き。

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。

できるWordPress　WordPress Ver. 5.x対応
本格ホームページが簡単に作れる本

インプレス 電子書籍

¥4,884(＋税) □

¥1,480(＋税) 冊子購入確認

著編者名
星野邦敏著,相澤奏恵著,漆原理乃著,大胡由紀著,
戸田秀成著,吉田裕介著,できるシリーズ編集部著

9784295006275

『できるWordPress WordPress Ver.4.x対応』の改訂版。見やすく丁寧な解説と、充実のアフターフォロー「できる
サポート」（無料）で、初めてでもWordPressが身に付けられます。

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Python入門
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
須藤秋良著,

株式会社フレアリンク監修

9784295006329

「スッキリわかる」シリーズのテイスト、メソッド、豊富な解説イラストを盛り込んだ、プログラミング初心者のため
の待望のPython入門書が登場！

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。

できるゼロからはじめる iPad超入門[改訂新
版] iPad/Air/mini/Pro対応

インプレス 電子書籍

¥4,224(＋税) □

¥1,280(＋税) 冊子購入確認

著編者名
法林岳之著,白根雅彦著,
できるシリーズ編集部著

9784295006312

大きな画面で読みやすい、いちばんやさしいiPadの入門書！ 設定やアプリの追加方法などを丁寧に解説。す
べてのレッスンの操作は動画で確認できます。

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。

□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 

-  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7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6月 商品コード 1030590894 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590895 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590896 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590897 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590898 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590899 □ □

基礎からスッキリわかる線形代数
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
9784764905863

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
るよう簡単になりすぎず、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。理学系にも対応できるよう複素数にも触れる。好評を得ている『基礎からスッキリわか
る微分積分』の姉妹書籍でもある。

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。

動画配信ビジネス調査報告書2019
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 インプレス総合研究所著
9784295006602

順調に成長している動画配信市場の最新概況や業界構造、ビジネス構造や収益モデルなどについて徹底分析
するほか、国内の注目すべき事業者の概要と戦略をそれぞれ解説します。

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。

いちばんやさしい Python 機械学習の教本
人気講師が教える業務で役立つ実践ノウハ
ウ

インプレス 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鈴木たかのり著,降旗洋行著,

平井孝幸著,株式会社ビープラウド著

9784295006411

Pythonを使った機械学習をテーマに、機械学習の周辺技術を含めた全体像を理解しながら、スクレイピング
(データ収集)、文章生成(マルコフ連鎖)、手書き文字認識、前処理、予測などが学べます。

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 情報セキュリティマネジメント過去
問題集 令和元年度秋期

インプレス 電子書籍

¥4,884(＋税) □

¥1,480(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五十嵐聡著
9784295006398

情報セキュリティマネジメント試験の定番過去問題集！直近5回分の豊富な過去問題に加え、無料特典として
全文PDF＆スマホアプリで使える単語帳「出る語句 200」付き。

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。

これから学ぶ HTML/CSS
インプレス 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 齊藤新三著,山田祥寛監修
9784295006381

「これから学ぶ」シリーズ第3弾。本書はこれからHTML/CSSをしっかり学びたいと考えている若年層向けに
「WebプログラマのためのHTML/CSS」という観点で解説します。

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。

外国人留学生のための就職活動テキスト
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 株式会社アークアカデミー著
9784295006374

本書は、エントリーシートや履歴書、面接、メールや電話でのやりとりでアピールできる日本語を身に付ける事
ができ、さらに日本独自の就活文化の知識も得られる、留学生必携の1冊です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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7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 1030590900 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030515234 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030515236 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030515238 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030515239 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030515241 □ □

HIMMELコードによる核燃料マスフロー解
析：初学者から専門家まで

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 林秀行著
9784764960022

本書は、著者が30年以上にわたる原子力研究開発経験に基づき、PCベースで手軽に核燃料マスフローを解析
する目的で開発したツール「HIMMEL」（ヒンメル）のマニュアルであり、原子力発電における核燃料マスフロー解
析の手順を示すものである。導入部で原子力エネルギーと原子力発電の基礎知識についても解説しているの
で、専門家だけではなく、初学者でも理解できる。

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。

できる 仕事がはかどるPython自動処理 全
部入り。

インプレス 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
森本哲也著,中野正輝著,

池徹著,岡田幸大著

9784295006251

機械学習やディープラーニングなどで注目を集めるPython（パイソン）を、日常の業務でも活かしてみましょう。
単純だけど時間がかかる作業を自動化するためのプログラムを集めました。

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。

いちばんやさしい量子コンピューターの教本
人気講師が教える世界が注目する最新テク
ノロジー

インプレス 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 湊雄一郎著
9784295006077

数学や物理学の知識がなくても読み進められる量子コンピューターの解説書です。量子コンピューターの「今」
が楽しみながら理解できます。

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。

Smart City 5.0 地方創生を加速する都市OS
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 海老原城一著,中村彰二朗著
9784295006145

震災後の2012年からスマートシティ化に取り組む会津若松市。複数の事業領域にまたがると同時に、データプ
ラットフォーム／都市OSを定めるなどして注目されています。地方創生やIoT推進などを背景に、地方自治体な
どによるスマートシティプロジェクトが立ち上がる中で、そのけん引役に位置付けられている会津若松市の経緯
／考え方をまとめます。

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ではじめるプログラミング  入門から
データ処理までしっかりマスター

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 小波秀雄著
9784295006060

オペレーションやプログラミングを実際に行いながら、考えながら学ぶという学習ができるようになっています。
「プログラムとは何か？」といった基本的なところから、最終的にPythonを使って実用的なデータ処理ができるレ
ベルを目指します。著者は元・京都女子大学 名誉教授の小波秀雄氏。

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

人間中心設計における評価 (HCDライブラ
リー 7)

近代科学社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
黒須正明編著,松原幸行編,八木大彦編,
山崎和彦編,樽本徹也著,奥泉直子著,

古田一義著,佐藤純著

9784764905887

「ユーザビリティ評価」の技法がわかる！ 　人間中心設計（HCD）における「評価」という活動について、その技
法や進め方を解説。ユーザビリティ評価の歴史や認知心理学的な知識との関連性を示すほか、ユーザビリティ
テストでは実際の適用事例を紹介。最新のUX評価の手法についても体系的に学べる。人間中心設計・ユーザ
ビリティに携わる技術者・研究者には必携の書籍である。

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7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 1030515242 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。

デジタル・プラットフォーム解体新書：製造業
のイノベーションに向けて

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
高梨千賀子編著,

福本勲編著,中島震編著

9784764905894

インターネットを基盤とした情報技術が、あらゆる分野の産業に新しいイノベーションを起こしている。本書は、こ
れらの背景を歴史的変遷と技術的変遷の両方から紹介する。産業政策などに関心のある読者にとって有意義
な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。
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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7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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

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。

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。

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。
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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7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 1030590901 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590902 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590903 □ □

おいしく作り，味わうための　クッキング
化学同人 電子書籍

¥5,830(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 おいしい調理のデザイン研究会編
9784759819908

大学で調理実習を教える調理学の専門家と、京都の有名料理人による執筆。調理実習の基礎を身につけなが
ら、「おいしく作る」ための調理技術を修得できる。「おいしさの秘密」について考える、料理人によるコラムも掲
載。

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

きみの未来をさがしてみよう　化学のしごと
図鑑

化学同人 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近畿化学協会編
9784759819960

化学系の学部や学科に進みたいと思っても、その先にどんな仕事があるのかがなかなかわからない。この本
は、化学を学んだ先にある30の職種を紹介し、化学の道へ進みたい若者をあと押しする。「毎日何をしている
か」「やりがいはあるか」「どうすればその仕事につけるか」など働く人の生の声が満載。進路選びの参考書とし
てはもちろん、化学の世界をしるための入門書としても楽しめる。

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。

ヘンな名前の植物
化学同人 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井義晴著
9784759819892

植物の名前には、きれいなもの、きたないもの、セクシーなもの、意味不明なものなど、いろんなバリエーション
があります。ヘクソカズラ、ハキダメギク、オオイヌノフグリのようにちょっと可哀想なものもあれば、コスモス、キ
チジョウソウ、コバンソウのように感じの良いものまでさまざまです。しかしそのように命名された植物の真の姿
を探ると、ヘンな名前からは想像もできない意外な一面が浮かび上がってきます。知れば知るほど奥深い、ヘン
な名前の植物の世界をお楽しみください。

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

□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7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 1030590904 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590905 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590906 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590907 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590908 □ □

9784320058248

生態系の物質循環を取り扱う学問分野は「生物地球化学（biogeochemistry）」と呼ばれ、生物と環境（非生物）を
めぐる物質の動きや変化、相互作用を明らかにすることで、生態系の仕組みや環境保全機能を理解することに
寄与している。本書では森林の物質循環、すなわち生物地球化学プロセスについて取り扱う。

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。

森林と物質循環（森林科学シリーズ 8）
共立出版 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴田英昭編

著編者名 中村太士編,菊沢喜八郎編
9784320058194

本書では森林における水の動きに着目し、森林における水収支、森林からの流出と斜面崩壊、土石流災害、河
川と森林、津波と海岸林、原発事故について、上記諸点も加味した最新の知見を紹介する。

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。

主として医療情報システムと情報処理技術について解説したテキスト。医療職として仕事に従事したとき必要な
病院業務、医療情報システム及び情報処理について解説。さらに、医療情報の標準化、医療情報倫理、病院
管理、地域医療情報システム、お薬手帳、データヘルス計画やレセプトデータベースの利活用についても解説。
電子カルテについては、診療エピソードに基づいて実際のシステムの画面を使用して説明している。

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。

森林と災害（森林科学シリーズ 3）
共立出版 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税)

医療情報学入門 第2版（※）
共立出版 電子書籍

¥9,570(＋税) □

冊子購入確認

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樺澤一之著,豊田修一著

冊子購入確認

著編者名 藤井光昭著
9784320112582

近年社会において情報セキュリティが注目されているが、統計学的には論じらることが少なかったテーマであ
る。メッセージを送信する際のセキュリティ対策として乱数を用いる手法において、その乱数性の良さを統計的
に測る手段について論じたのが本書である。日本においてもセキュリティ関係の仕事に携わる方々等に関心が
持たれている、米国国立機関 NISTが提案した15個の検定方法を中心に解説している。

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

9784320124318

多重比較法の理論と数値計算
共立出版 電子書籍

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 白石高章著,杉浦洋著
9784320113329

本書では、テューキー・クレーマー法、ダネット法、ゲイムス・ハウエル法などのよく知られた多重比較法につい
て紹介し、これらの手法を優越する多重比較法について述べ、その優越性の数学的証明を与えている。いくつ
かの（金融）商品価格の変動の違いを解析することが可能な分散の多重比較法についても記述している。

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。

暗号と乱数―乱数の統計的検定―（統計学
One Point 7）

共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋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 

-  29  -

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



医学編 2019年7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 1030590909 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590910 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590911 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590912 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590913 □ □

ここが知りたい！　内科外来ハンドブック
中外医学社

著編者名
岩岡秀明編著,

岡秀昭編著,南郷栄秀編著

9784498020801

初期研修医からベテランまで、内科外来診療を担当するすべての医師のために、内科一般外来・ERで「よく遭
遇する症候・疾患」および、比較的まれであっても「絶対に見逃してはいけない症候・疾患」について、各分野の
エキスパートがその対応法をわかりやすくまとめた。本書１冊で、内科外来の95％に対応可能！

國松淳和著
9784498010208

病名がなくてもできること　診断名のない３つのフェーズ　最
初の最初すぎて診断名がないあとがなさすぎて診断名がな
い不明・不定すぎて診断名がない

中外医学社 電子書籍

¥31,680(＋税)

電子書籍

¥40,480(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

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

医療コーチング ワークブック対話的コミュニ
ケーションのプラットフォーム

中外医学社 電子書籍

¥9,240(＋税)

臨床において「まだ何もわかっていない」時点でどう考えていくのか。診断名がない局面を『最初の最初』『あと
がない』『不明・不定』の3つのフェーズに分け、著者が実際に行なっている思考の一端についての脳内共有を
目指す。読者は本書の内容を不快と感じるか、はたまた興奮を覚えるか、予想はまったくつかない。しかし、未
知の刺激により明日からの臨床に対する思考が変わること間違いなしの革新的書籍である。

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。

プライマリ・ケアを極める
中外医学社 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石井正監修,

赤石哲也編著阿部倫明編著

9784498020825

総合診療、夜間の当直、へき地の診療、またそれ以外の状況においても、医療現場では専門外の疾患の診療
にも関わらざるを得ない状況にしばしば遭遇します。そんな時「知らなくても問題ない細かい知識」と「外すこと
が許されない大原則」を的確に使い分ける能力が試されます。本書は、東北大学総合診療部をはじめとした各
部署が結集し、切れ味鋭い現場主義の「プライマリ・ケアにおける戦い方」をまとめました。

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

□

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名

医療が複雑化したことにより多職種協働が当たり前の時代となった今、医療コーチングが注目されています。
コーチングは、安全で効率的な医療を提供し、他職種を尊重し職種間で学びあう組織の構築を目指すために
有効な手段です。本書は、随所にエクササイズやディスカッションを盛り込み、医療現場に活かせる具体的な
コーチングスキルを学べる書となっています。

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

内分泌疾患の診かた、考えかた
中外医学社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田上哲也著
9784498123823

日常診療で遭遇しやすい内分泌疾患について「甲状腺疾患の診かた、考えかた」の著者が懇切丁寧に解説し
た一冊。内分泌疾患は、不定愁訴のような症状や様々な合併症などの続発症を併せ持つことが多く、治療はそ
の対処療法に留まってしまう場合もある。本書では、効率よく内分泌疾患を見つけ出し、一歩進んだ根治治療
を可能にするヒントを紹介。また、生活習慣病やその治療薬が引き起こす内分泌異常の鑑別方法についても言
及する。

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。

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
出江紳一著,安藤潔著,曽我香織著,

日本摂食嚥下リハビリテーション学会教育委員会編

9784498048706

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  30  -

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



医学編 2019年7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 1030590914 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590915 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590916 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590917 □ □

電子書籍

¥10,560(＋税)

元自衛隊医官の著者が、野外や僻地での経験をもとに、できるだけ検査に頼らない、というコンセプトで内科救
急におけるcommon diseaseの診断や現場での対応を解説する。患者への問診と身体診察、そして年齢や性別
を基にした統計的臨床データとフローチャートをもとに診断や経過観察、上位機関への搬送の要否などを解説
する“ただいま診断中！”のポケットブック。研修医だけでなくナースプラクティショナー（NP）にも役立つ書。

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。

神経心理検査ベーシック
中外医学社 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田克彦編著,山下光編著
9784498229129

神経心理学的アセスメントの重要性が増してきている。本書では、神経心理検査が必要となる症状についての
臨床的な解説から具体的な検査法まで、医学面・心理面の両方から解説した。神経心理検査について一から
学べる、本領域に携わる医療者必読の一冊である。

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。

□

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡邉純一著
9784498166066

内科救急　ただいま診断中! mini
中外医学社

臨床医のための 医学からみた認知症診療
医療からみる認知症診療―診断編

中外医学社 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川畑信也著
9784498328365

認知症診療において、ガイドラインや医学研究などの医学的な知識と実臨床で実際に役立つ技術の双方を学
ぶ必要があるなか、実際には双方間にギャップが存在するのが現状である。そこで本書では、双方の立場から
ディベート形式で認知症の診断について平易に解説した。認知症の診断スキル向上に役立つ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。

脳神経内科グリーンノート
中外医学社 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 桑原聡編著
9784498328389

2010年に刊行された「神経内科ポケットリファレンス」を大幅改訂・改題。臨床現場で本当に必要な情報を凝縮
したグリーンノートシリーズの脳神経内科編として満を持して登場。図表、実際の画像・波形、フローチャートを
随所に盛り込み、多忙な臨床医であっても視覚的に、そして短時間に臨床神経学を理解できる内容となってい
る。ベッドサイドや外来診察室などの臨床現場における必携の一冊である。

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。

-  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。



医学編 2019年7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7月 商品コード 1030541561 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590918 □ □

生命に危機の迫る急性循環不全に対しては、その病態を正確に判断し、適切に対処しなければならない。本書
では、管理に不可欠な各種モニタリング法の目的と限界、循環不全を引き起こすショックと重症心疾患を取り上
げて、それぞれの病態と治療について解説した。IABP、ECMO、補助人工心臓などの導入と管理のポイント、輸
液療法や薬物療法などについても詳述。集中治療医、救急医必携の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。

急性循環不全 (救急・集中治療アドバンス
4)

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤野裕士編,坂田泰史編
9784521743356

内科学書　改訂第9版（全6冊＋別巻）
中山書店 電子書籍

¥79,750(＋税) □

¥29,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 南学正臣総編集
9784521747491

いま、最も信頼に足る内科学の教科書。専門化、細分化した内科領域を集約。充実した病態生理の記述、豊富
な鑑別診断の表と典型的な症例写真、検査や治療も丁寧に説明。第8版の約半分の記述を書き換え、さらに約
100項目を新設。第9版から新たに「Learning More on the Web」（関連画像や動画をwebで閲覧できる）サービス
を開始。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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7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 1030590919 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590920 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590921 □ □

学会では教えてくれない　アトピー性皮膚炎
の正しい治療法（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥15,510(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺晋一著
9784784956555

他医療機関で治癒しない難治患者を長年診てきた筆者が贈る、アトピー性皮膚炎診療ガイドの決定版。基礎か
ら説き起こし、日米のガイドラインによる診断基準を検証。実際の治癒例を提示しながら、治療の肝となる適切
なステロイド外用療法を解説していきます。

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。

医師のためのアンガーマネジメント（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本医事新報社編
9784784958382

日本アンガーマネジメント協会公認ファシリテーター野口由紀子氏が語る“アンガーマネジメントの理論と実践
法”は必読！第一線で活躍中のドクター71名が、自身の経験から導き出した「怒り抑制法」の数々を紹介しま
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。

医療者のための熱中症対策Q&A（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三宅康史編著
9784784955862

熱中症のメカニズムから予防・治療・予後の管理方法まで各領域の専門家がエビデンスをもって解説します。
医療者が必要とする診療情報に加え、患者さんの正しい理解を促す予防指導・情報発信にも役立つ内容を多
数盛り込みました。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1030590922 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590923 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590924 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590925 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590926 □ □

症状でひらめく　こどものコモンディジーズ
メディカ出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

9784840465441

【家庭医に学ぶ小児プライマリケアのすべて】小児の日常診療で遭遇する頻度の高い症候を取り上げ、臨床推
論を用いた病歴聴取と身体診察のコツとヒケツについて解説。理論と実践を統合させた、小児一般診療でフル
活用できる一冊。時間外診療でも活用できる鑑別ポイントや看護の視点、家族とのコミュニケーション法も学べ
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。

著編者名 児玉和彦著

月齢別　発達が気になる子どもの早期療
育・育児支援ガイドブック

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

9784840468763

【親子でできる・子どもが伸びる・元気になる】健診などで発達に特性がある子どもに出会ったとき、子どもの発
達に不安を抱えた家族が相談にやってきたとき、専門機関につなぐまでにはいくつかハードルが。専門医受診
までに家庭でできる療育やちょっとした工夫、ママ＆パパを笑顔にするアドバイスを発達段階に応じて紹介。月
齢ごとの発達チャート付き。

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。

著編者名 岩井正憲編,熊本POSC療育支援チーム著

手・手指外傷の診断・保存的治療・手術 (整
形外科SURGICAL TECHNIQUE BOOKS 6)

メディカ出版 電子書籍

¥33,000(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 面川庄平監修
9784840468831

【最新！手・手指外傷の診断・治療の実践書】日常の臨床で求められる手・手指外傷を幅広く取り上げた実践
書。手術テクニックはもちろん保存的治療のポイントをエキスパートの先生が詳しく解説。各種治療法の適応、
ポイント、ピットフォールがよくわかる。充実した手術動画で手技・ポイントを確認でき、術前のシミュレーション、
手術の上達に役立つ。

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

老衰を診る
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 今永光彦著
9784840468855

【老衰の診断、ケア、看取りを実践的に解説！】長寿化が進み増えてきた老衰。しかし医学的な定義はなく「治
療」法もふさわしいケアも確立していないのが現状で、現場の医療職は迷いながら診療している。老衰患者に
最善の治療・ケアについて、在宅医への綿密な調査と自身の臨床経験をもとに事例を用いて考察する。

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。

改訂2版 「超」入門 脳神経外科術中モニタ
リング

メディカ出版 電子書籍

¥29,700(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
佐々木達也著,

鈴木恭一著,板倉毅著

9784840468688

【実臨床を会話形式で解説。各職種の役割も！】脳神経外科手術の術中モニタリング・マッピングについて、会
話形式で平易に解説された、「臨床現場で使える」入門書。好評書の前版の内容を最新のエビデンスに基づき
見直し、新たに血管内治療や皮質下刺激などの解説も加えてさらに充実。

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.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 

-  34  -

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7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6月 商品コード 1030590927 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590928 □ □

透析患者の合併症カラフルビジュアル図鑑
(透析ケア 2019年夏季増刊)

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 佐藤隆編
9784840467056

【病態や治療、実践に役立つケアの知識が満載】透析患者の56の合併症について、急性・慢性・部位別に「病
態」「原因・機序」「症状」「治療」「ナースにできるケア」をわかりやすく解説。1ページまるまる使った図解ページ
で直観的に理解でき、合併症のケアに必要な知識が深まる！

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。

若手医師・ナースのための 救急エコーは、
こう見る・こう使う (Emer-Log 2019年夏季増
刊)

メディカ出版 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 船曵知弘編
9784840466653

【この1冊で、救急エコーが好きになる！】救急領域の若手のドクター・ナースに向けて、エコー機器の操作方法
から画像の見かた、穿刺・挿入手技への活用、検査結果から治療・ケアへのつなげかたまでをわかりやすく解
説！ 症例を通して実践的な知識が得られる！

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

-  35  -

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



医学編 2019年7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 1030590929 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590930 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590931 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590932 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590933 □ □

胃X線撮影法　虎の巻
羊土社 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中原慶太編,水町寿伸編
9784758110662

胃癌の正確な診断には、精度の高い画像が必須！ ５段階ステップアップ方式で、胃X線撮影技術の基本から
応用までマスター！ビギナーからベテランまで役立つ、胃がんをきっちり撮影できるようになる本！

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。

Dr.岩倉の心エコー塾
羊土社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩倉克臣著
9784758107600

心エコーをしっかり解釈し、治療に活かしきるための考え方とテクニックをDr.岩倉が伝授！胸痛疾患の確実な
鑑別のための読みこなし方、心不全の病態把握に欠かせない計測や評価のポイントなどがやさしくわかる。

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。

恐れるあまり統計手法にしか注意を払わない。。。心当たりないですか？臨床医が陥りやすい事例、臨床研究
法下の注意、観察研究の可能性。そして、どのような臨床研究を目指せばよいか、まで評判のわかりやすさで
解説。

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

あなたの臨床研究応援します
羊土社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新谷歩著
9784758118514

救急隊員のための救急搬送戦略 2
羊土社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増井伸高著
9784758118422

救急隊員が搬送現場で“何を考えてどう動くべきか”を解説する実践書の第2弾が登場！一見地味な外傷に麻
痺や腹痛、高齢者や急性薬物中毒…といった困難な事例でも、適切な病院へ搬送できるようになる一冊！

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。

ICU実践ハンドブック改訂版
羊土社 電子書籍

¥21,780(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水敬樹編
9784758118453

ICUに必須の知識、重症患者の治療・管理の進め方がわかる定番書。各エキスパートが“実践”重視で解説。コ
ントロール目標値、薬剤投与量など具体的な数値を明記。ガイドラインやエビデンス、臨床経験をもとに役立つ
情報を提示。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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7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 1030590934 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590935 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590936 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030590937 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590938 □ □

出題基準対応　公認心理師のための基礎
心理学

金芳堂 電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 子安増生著
9784765317887

公認心理師国家試験においてネックとなるのが基礎心理学分野。これまで心理学を学ぶには分野ごとの教科
書をめくるしかなかったが、本書は一人の著者が、一貫したコンセプトで執筆しているために、たった一冊で基
礎心理学の全体像を効率的・体系的に学ぶことができる。問題集で知識を確認する前に本書を読むことこそ、
試験合格への第一歩である。

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。

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

医事紛争を防げ！　演習で学ぶ医師・看護
記録

金芳堂

著編者名 嶋崎明美著
9784765317856

診療で起こりうる様々な事例に対応するカルテの適切な書き方を系統だって習う機会は少ないが、現実の医事
紛争において裁判の重要な証拠となることから、院内のコミュニケーションのためだけでなく、病院管理の点で
も適切なカルテの書き方は今後さらに重要になる。そこで本書では、医療者側の書き方のポイントを裁判で瑕
疵とみなされないという観点から、判例を分析しながら解説した。

電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

医学生・若手医師のための　誰も教えてくれ
なかったノンテクニカルスキル

金芳堂 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笹本浩平著
9784765317849

大学の講義や研修では学べない「行動計画」「情報収集」「時間管理」などの自己研鑽に必要なノウハウやコ
ミュニケーション・プレゼン、イベント運営管理などのノンテクニカルスキルを、著者の豊富な経験や実例をもと
にわかりやすく紹介。テクニックだけでは乗り越えられない壁を突破するために今すぐ役立つ実践的なヒントや
アドバイスが満載の１冊です。

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

唾液腺細胞診ミラノシステム
金芳堂 電子書籍

¥18,040(＋税) □

¥8,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口佳代子訳
9784765317863

国際細胞学会IACが刊行した唾液腺細胞診の国際的な報告様式Reporting Systemの日本語版。国内には標
準化された報告様式がなく、診断精度の向上や臨床と病理の意思疎通が難しい要因となっていた。原著の共
著者である樋口佳代子氏と浦野誠氏が監訳者となり、本書はより原文に即した分かりやすい内容に仕上げた。
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最近、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を目指す学生や新人セラピストの基本的な生命予後に関する対
応方法や患者さんの生活に関する介助技術が問題になっている。そこで本書は、学生や経験の少ないセラピ
ストが現場で、実際にどのように対象者をサポートすれば良いのか、①イラストを多用し、②ADLに関連する
様々な状況を想定、③具体的な対応方法を時系列で解説した。
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いま，最も信頼に足る内科学の教科書．専門化，細分
化した内科領域を集約。 
充実した病態生理の記述，豊富な鑑別診断の表と 
典型的な症例写真，検査や治療も丁寧に説明。    
第８版の約半分の記述を書き換え，さらに約100項目を
新設。 
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基準を網羅する内容。近年の研究の進展や発見を各
章冒頭の「新しい展開」にまとめる。高齢社会の進展な
ど時代の変化を踏まえて「心身医学」「老年医学」を独
立した章に。これからの内科医に要求される守備範囲
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