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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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137096 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137097 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137098 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137099 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137100 □ □

これほどまでに変革が叫ばれる時代にあって、なぜ経営は同じ判断を繰り返し、危機に陥ってしまうのか。イノ
ベーションを起こす・起こさない以前に、多くの企業が抱える本当の問題「どうすれば変革できる土壌を育める
のか」を、読者とともに考え、導きます！

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。

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中川功一著
9784641165472

戦略硬直化のスパイラル どうして企業は変
われなくなるのか

有斐閣 電子書籍

¥9,240(＋税)

主に2012年以降に発表してきた情報法関係の論文を、テーマごとに4冊の論文集としてまとめる。1冊目となる
本書は個人情報保護法制を扱う。情報法の制定過程を長く牽引してきた著者による論述は、その詳細さにおい
て際立つ。信頼の一書。

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

現代大阪経済史 大都市産業集積の軌跡
有斐閣 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 沢井実著
9784641165496

なぜ地盤沈下は止まらないのか──戦中・戦後から90年代にかけての大阪経済の歩みをつぶさにたどり、日
本の製造業の行く末、そして日本経済の将来を占う。大阪経済を支えたものづくり産業の軌跡を追いつつ、地
域経済政策の実態を探究する。

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。

□

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇賀克也著
9784641227743

個人情報保護法制
有斐閣 電子書籍

¥14,850(＋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。

憲法基本判例を読み直す〔第2版〕　 (法学
教室ライブラリィ)（※）

有斐閣

著編者名 野坂泰司著
9784641227552

裁判所の判断を通じて憲法を具体化した23の判例を読み直すことによって、個々の判例の理解を深めるととも
に、日本国憲法の諸規定がどのように解釈・適用され、具体化されているか、日本の憲法訴訟がどのようなも
のとして実現されているかを明らかにする。

電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

社会心理学〔補訂版〕 (ＮＬＡＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
池田謙一著,唐沢穣著,

工藤恵理子著,村本由紀子著

9784641053878

好評の決定版大型テキスト。初版刊行後の研究動向や再現性論争などをふまえて補訂。基礎理論から、関連
領域にまたがる応用的知見まで、社会心理学の全体像がわかる。丁寧な叙述で、図表、コラム、文献案内、確
認問題などのツールが自学にも最適〈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.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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137101 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137102 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137103 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137104 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137105 □ □

文字文化のひろがり 東国・甲斐からよむ
(新しい古代史へ 2)

吉川弘文館 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平川南著
9784642068437

木簡、漆紙文書、墨書・刻書土器や碑文のさまざまな文字。戸籍などの公文書にみる文字の権威や、現代にも
残る祈り・まじないの原像、仮名成立を解く新たな発見など、地中から甦った文字資料が豊かな古代社会を語
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。

戸籍が語る古代の家族 (歴史文化ライブラ
リー 488)

吉川弘文館 電子書籍

¥5,610(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今津勝紀著
9784642058889

いまを遡ること1300年以上前、古代でも戸籍に人々が登録され、租税負担や徴兵の基本となっていた。どの範
囲の親族が記載されたのか、人口総数や平均余命、貧富の差、出産数、歳の差婚が多かった理由、婚姻は通
いだったのか同居だったのか、等々。偶然にもまとまって残された戸籍からみえてくる、人々の暮らしを鮮やか
に描き出す。

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

朝廷の戦国時代 武家と公家の駆け引き
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 神田裕理著
9784642083607

戦国大名が群雄割拠し、天下統一へと歩みを進めていた時代、天皇や公家たちはいかなる存在であったの
か。武家の頂点にあった足利将軍や信長・秀吉・家康といった天下人が、天皇・公家たちと政治的交渉を繰り広
げ、互いに利益を求めつつ利用し合った実態を明らかにする。朝廷は「武家の傀儡（かいらい）」とするイメージ
を覆し、天皇・公家の主体性を再評価する。

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

奈良の寺々 古建築の見かた (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 太田博太郎著
9784642071093

絵画や彫刻と異なり実用性も要求される建築は、基本的な知識がないと美や良さを理解するのが難しい。奈良
の古寺を題材に、基礎用語と建物の構造をやさしく解説した、鑑賞のための入門書。便利な建築用語索引を付
す。

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

古瓦図鑑（新装版）
吉川弘文館 電子書籍

¥70,400(＋税) □

¥32,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石田茂作編
9784642016612

明治・大正期の考古学者高橋健自が収蔵した、日本・中国・朝鮮半島の遺跡出土の膨大な古瓦(こが)。その中
から仏教考古学者の石田茂作が資料価値の高い959点を精選し、鐙(あぶみ)瓦・文字瓦など、形式ごとに分
類・編集して戦前に刊行した貴重な図鑑を新装復刊。古墳時代から近世までの瓦を収め、発見地や寸法も明
記するなど、古代史・考古研究の重要資料。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137106 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137107 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137108 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137109 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137110 □ □

德川吉宗公傳（新装版）
吉川弘文館 電子書籍

¥44,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 辻達也著
9784642732161

江戸幕府の8代将軍徳川吉宗は、享保の改革を主導した中興の名君として知られる。泰平になれて弛緩した社
会的情勢を背景とし、幕府政治の再建に力を注いだ。没後200年にあたり編纂刊行された本格的伝記を新装復
刊。財政の安定化、法典の編纂、教育政策にも及ぶ30年間の事績を究明するなど、個人の伝記にとどまらず
享保時代史ともいうべき名著。

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。

德川家光公傳（新装版）
吉川弘文館 電子書籍

¥44,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 廣野三郎著
9784642732154

徳川家3代将軍として幕府の基礎を強固にした家光。東照大権現の神号を得た祖父家康を篤く敬い、「寛永の
大造替」など日光東照宮との縁も深い。家光の三百回忌を記念して編纂された、初の本格的伝記を新装復刊。
誕生から任官までの経歴、人格・逸話、武技・文芸といった将軍の個性を中心に、その治世と鎖国令などの事
績まで、余すことなく詳述する。

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

德川家康公傳（新装版）
吉川弘文館 電子書籍

¥55,000(＋税) □

¥25,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村孝也著
9784642732147

徳川家康の没後350年にあたる昭和40年、日光東照宮による記念事業の一環として編纂された本格的伝記を
待望の新装復刊。大正から昭和にかけて日本史学界を牽引した泰斗が、家康の性格描写と歴史的環境を描く
ことに注力し、全生涯を総観した。かつてない詳細な年譜と、関連史跡や文書など80点以上に及ぶ豊富な図版
も収めた、家康研究に必備の書。

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。

生活道具の民俗考古学
吉川弘文館 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 名久井文明著
9784642082051

籠や畳薦、曲げ物、履物、土器…。縄紋時代以降の人びとは生活道具をどのように作り、使用していたのか。
出土遺物が形成された背景を、これまでの考古学が研究対象にしなかった全国各地に残る民俗事例を参照し
て追究する。現代にも受け継がれているさまざまな技術を見出し、食べ物をテーマにした姉妹篇とともに「民俗
考古学」の地平を広げる。

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。

食べ物の民俗考古学
吉川弘文館 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 名久井文明著
9784642082044

木の実の乾燥・備蓄、それを割った石器や「あく抜き」、初期の木製甑(こしき)の使い方など、縄紋時代以降の
人びとは食べ物をどのように処理し、利用してきたのか。出土遺物が形成された背景を、これまでの考古学が
研究対象にしてこなかった全国各地に残る民俗事例を参照して追究する。生活道具をテーマにした姉妹篇とと
もに、「民俗考古学」の地平を広げる。

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。

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年6月 商品コード 1031137111 □ □

「お金で買えないものこそ大切にしなさい」。幼き頃の母の教えに導かれ、やがて青年は経済学の道を歩みはじ
める――。新自由主義に抗い、人間のための経済を提唱する著者の思想はどのようにして育まれてきたのか。
自らの人生、宇沢弘文氏ら偉大な師や友人らとの交流などを振り返りながら、経済学が果たすべき使命を根源
から問う。

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

経済学は悲しみを分かち合うために──私
の原点

岩波書店 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 神野直彦著
9784000612777

□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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030988236 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988237 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988238 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988239 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988240 □ □

哲学は環境問題に使えるのか　 環境プラグ
マティズムの挑戦

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥16,720(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アンドリュー・ライト編著,エリック・カッツ編著,

岡本裕一朗訳,田中朋弘訳

9784766426120

1990年初め日本にも紹介された「環境倫理学」。実際の環境政策に応用できない、実行不能な「環境倫理学」
を批判し、プラグマティズムの哲学を融合させた本論集『環境プラグマティズム』から「環境倫理学〈2.0〉」は始
まった。その基本文献がついに邦訳なる。「環境倫理学〈3.0〉」を展望するうえでも必読の書となるだろう。

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。

「笑い」の解剖　経済学者が解く50の疑問
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥5,610(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中島隆信著
9784766426144

笑うって実は大変なことなのです。人はなぜ笑うのか――。考えてみると、実はよくわからない「笑い」という現
象について、経済学者が独自の発想を披瀝。笑いとはどのようなプロセスから生まれるのか、そのメカニズムを
「笑いの四段階説」というオリジナルな手法を用いて解明を試みる。

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

1989　下　ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパ
をめぐる闘争

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
メアリー・エリス・サロッティ著,

奥田博子訳

9784766426229

もし東ドイツが市民の抗議デモへの武力鎮圧を強行していたならば、もし西ドイツが東ドイツの編入を拒否して
いたならば、もし西側諸国がゴルバチョフの「ヨーロッパの共通の家」構想を受け容れていたならば、ヨーロッパ
にはいかなる未来が―。やがてソ連崩壊の屈辱を味わったプーチンは何を心に誓ったのか。戦後の世界秩序
をめぐる大国間の覇権争いを鮮やかに描き出し、数々の学術賞に輝いた歴史ノンフィクション、遂に刊行。

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

百科全書　世界を書き換えた百科事典
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,480(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井田尚著
9784766425581

シリーズ「世界を読み解く一冊の本」（全10巻）、第5弾！革命神話と啓蒙神話に由来する紋切り型のイメージか
ら離れて、ディドロとダランベールが構想した百科事典としての本来の姿に立ち戻ることで見えてくる景色と
は？　『百科全書』の書物としての成り立ちをたどり、その知識の森へと案内する。

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。

1989　上　ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパ
をめぐる闘争

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税)

著編者名
メアリー・エリス・サロッティ著,

奥田博子訳

9784766426212

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

1989年11月9日、突如として、ベルリンの壁は崩壊した。予想だにしない事態に立ちすくむなか、西ドイツ首相ヘ
ルムート・コールは、東西ドイツの統一に向けて動き始める。だが、その行く手には、崩壊の危機にあるソ連の
再建を図るためゴルバチョフが、ミッテランが、そしてNATOを拡張し、アメリカのプレゼンスの強化を目論むブッ
シュが待ち構えていた。

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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137112 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137113 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137114 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137115 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137116 □ □

心理学，認知・行動科学のための反応時間
ハンドブック

勁草書房 電子書籍

¥11,440(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
綾部早穂編,

井関龍太編,熊田孝恒編

9784326251360

反応時間は、現代の心理学における重要な従属変数であるが、その計測や解析には独自のテクニックや知識
が必要であり、また解釈においても、その理論的背景の理解が欠かせない。本書は、初学者から教員や研究
者まで、反応時間を扱うすべての人を対象に、研究を行う上で押さえておくべき事項について、その歴史や原
理などを解説する。

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。

言語哲学から形而上学へ 四次元主義哲学
の新展開

勁草書房 電子書籍

¥10,120(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山康雄著
9784326154623

分析哲学の歴史を振り返りながら、言語哲学の発展が形而上学研究へと自然に流れ込むさまを描出。部分全
体論に基づいた四次元主義的存在論をとる著者自身の立場から、言語哲学が存在論による補足を必要として
いることを明らかにし、アリストテレス的な実体論と対比されるプロセス存在論の立場を提示。プロセス形而上
学の体系を示す。

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。

メタ倫理学の最前線
勁草書房 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 蝶名林亮編著
9784326102754

錯綜しているメタ倫理学の状況を整理し、見取り図を作る。哲学史にはじまり、現代メタ倫理学におけるトレンド
であった「理由」の概念や道徳的実在論に関する論争、メタ倫理学上の反実在論・非実在論までを解説。さらに
は言語哲学や実験哲学といった哲学の他分野とメタ倫理学の関係も描きなおす。メタ倫理学の理解をさらに深
める一冊。

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。

〈現在〉という謎 時間の空間化批判
勁草書房 電子書籍

¥13,200(＋税)

冊子購入確認

著編者名 森田邦久編著

自然科学における時間は、私たちが感じる「ありありとした現在」を否定し、結果的に哲学者には時間を「空間
化」しているように映る。時間や現在に対するそうした捉え方の違いはどこにあるのか。好評を博したシンポジ
ウム「『現在』という謎」を軸に、物理学と哲学それぞれの立場からのコメントと応答も盛り込む、唯一無二の時
間論集。

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。

9784326102778

□

¥4,200(＋税)

納税者のための租税の納付・徴収手続（※）
勁草書房 電子書籍

¥11,110(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中村芳昭監修,

東京地方税理士会編

9784326403677

予期せぬ事故で働けなくなり税金を滞納してしまった！ 身に覚えのない税金を支払うよう税務署から通知が来
た！ 商売道具の差し押さえをするといわれてしまった！ こうした納税者の権利を守るためにはどうすればよい
か？ 租税徴収制度について、第二次納税義務、滞納処分、換価の猶予等、実務家として知っておくべき内容
を網羅した決定版。

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。

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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137117 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137118 □ □

［笑うケースメソッド III］ 現代日本刑事法の
基礎を問う（※）

勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木庭顕著
9784326403660

公法篇と対をなす刑事法篇のキーワードは「政治システム」。代表的な古典の遺産である政治システムの生命
線が刑事司法なのだ。であるならば、現代の私たちも、古典の世界の基本コードを確認せずに刑事法を通り過
ぎることはできない。民法篇、公法篇に続き、日本の判例ベースで対話する、「笑う」を超えて「笑うしかない三
部作」完結！

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

ラストベルト都市の産業と産業政策 地方都
市復活への教訓

勁草書房 電子書籍

¥9,460(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田耕史郎著
9784326504657

本書は米国の中西部にあるデトロイト、ピッツバーグ、ミネアポリス／セントポール、シカゴ、クリーブランド、コロ
ンバス、シンシナティの7都市を題材とする。これらの都市は産業構造の転換や都市の再開発による企業と人
材の維持・誘致を積極的に推進してきた。惨状から脱出するための取り組み、地域産業政策の重要性を教えて
くれる。

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。

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030990066 □ □

アメリカ高齢者法（アメリカ法ベーシックス
12）（※）

弘文堂

著編者名 樋口範雄著
9784335303821

すさまじい速さと深刻さを抱えて進展する超高齢社会の中で、一人一人が充実した高齢期を生きられるよう
「法」にできることは何か？　アメリカでは、早くから高齢者法の重要性に注目し、医療、住まい、年金、財産承
継、生前信託、就労、虐待などの問題に対応する仕組みを作り上げてきています。日本にも不可欠な高齢者
法。超高齢社会に必至なプランニングと支援のあり方を知り、今後の方策を考えるための必読書です。

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。

電子書籍

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年3月 商品コード 1031137119 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137120 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137121 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137122 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137123 □ □

9784502279911

国際税務に関する国内法や租税条約等に関する解釈等の問題に直面した際、規定の趣旨、改正の背景等過
去に遡った検討が必要となります。法制度と執行面の両面について、膨大な資料および著者の長年の経験に
よる独自の知見をもとに、研究・実務に活きる歴史を解明しました。最終章では、今後の見通しにも触れていま
す。国際税務の第一人者による研究です。

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。

日本・国際税務発展史
中央経済社 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢内一好著

著編者名 矢内一好著
9784502317316

日本の税務会計に関連する事項を基準に時代を区分して、それぞれの時代の事象を検討することで、最終的
には、現在における法人税法と企業会計等の関係を分析しました。そのために、所得税創設以降これまでの税
務会計の沿革を4期に区分して、その時代のメインプレイヤーとその考え方を膨大な資料に基づき明らかにして
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。

管理会計を学び、経営戦略を動かす―。管理会計の役割は、経営戦略の実行を支援する会計情報の提供に
あります。本書では、例題や具体的な事例を交えて、大学院やアカウンティング・スクールにおいて、初めて管
理会計の世界にふれる方々を対象に管理会計の基礎を解説しました。理解度を確認するための章末問題を備
えています。

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。

日本・税務会計形成史
中央経済社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥4,000(＋税)

基礎管理会計
中央経済社 電子書籍

¥6,160(＋税) □

冊子購入確認

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水孝著,庵谷治男著

冊子購入確認

著編者名 小島慶藏著
9784502291418

地方創生は、本質を理解すれば、若者、高齢者、初心者でも楽しみながら大きな成果を出せて、しかも住民も
地域もリッチになる事業です。オリーブなどで手軽にはじめて地方都市の国際戦略を模索し、地域も住民も儲
かった物語から、成功するための8つの心得を紹介します。著者は、総務省の地域力創造アドバイザー、経済
産業省のタウンマネージャー、内閣府のクールジャパン・プロデューサーを歴任しています。

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。

9784502303418

新興国市場のファイナンス分析
中央経済社 電子書籍

¥10,120(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永野護著
9784502295317

新興国の金融資本市場では今、いかなる変化が進行し、どのような点が先進国市場と異なるのか。「国際資本
取引」「銀行システム」「債券市場」「株式市場」の4つの論点による実証分析を丹念に行い、新興国市場の普遍
的特徴を解明しました。アジア開発銀行（出向）、ドイツ連邦銀行訪問研究員などを経た著者による労作です。

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。

地方創生でリッチになろう！
中央経済社 電子書籍

¥3,740(＋税) □

¥1,700(＋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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988241 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988242 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988243 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988244 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988245 □ □

技術立国は完全崩壊！　ノーベル賞受賞者もゼロになる！　科学力失速のリアルな現実とその要因をデータを
示し警鐘を鳴らす。

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。

科学者が消える ノーベル賞が取れなくなる
日本（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩本宣明著
9784492223901

□

¥1,800(＋税)

「拡大・成長」という成功体験幻想を追い続け先送りされてきた「持続可能な社会」モデルとは。転換を図るため
の10の論点と提言。

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。

人口減少社会のデザイン（※）
東洋経済新報社

著編者名 広井良典著
9784492396476

電子書籍

¥5,940(＋税)

冊子購入確認

トラジャ　JR「革マル」30年の呪縛、労組の
終焉（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,920(＋税)

JR東日本労組から約7割の大量脱退、JR北海道の社長2人と組合員の相次ぐ「謎の死」の真相とは？　衝撃の
超弩級ノンフィクション。

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。

□

9784492223918

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西岡研介著

AIに負けない子どもを育てる（※）
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 新井紀子著
9784492762509

AI時代を生き抜く読解力を身につけるには？　ベストセラー『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』待望の続
編。問題集付き！

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。

10秒で新人を伸ばす質問術（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

ソフトバンクで2万人の社員教育に関わった「新人育成の超プロ」が教える、最短の指導で最速の成長を促す極
意。

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

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島村公俊著
9784492502914

□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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988246 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988247 □ □

クルーグマン　マクロ経済学　第2版（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ポール・クルーグマン著,

ロビン・ウェルス著,大山道広訳

9784492314906

平明な文章で高い人気の著者が、そのノウハウを最大限に投入したマクロ経済テキストの改訂版。「使える経
済学」を学びたい人に最適。

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

正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れな
い。 リアルすぎる！仕事の悩みあるある図
鑑（※）

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 じゅえき太郎著
9784492223925

SNSで大人気のじゅえき太郎先生、初の全編書き下ろし単著！読めばきっと明日ちょっと仕事に行きたくなる！ 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。

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137124 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137125 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137126 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137127 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137128 □ □

人口政策の比較史―せめぎあう家族と行政
日本経済評論社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小島宏編著,廣嶋清志編著
9784818825352

人口抑制政策、少子化対策、優生政策、家族計画、母子保健、ジェンダー政策――。人口変動に影響を与える
政策を実施する政府・行政と変容する家族の、日本、東アジア、西欧の比較史。

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。

改訂版　社会保障の財政学
日本経済評論社 電子書籍

¥6,105(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小西砂千夫著
9784818825475

社会保障を支える財政のしくみは、どう変わったのか？　財政学と社会福祉の橋渡しを試みた最新の社会保障
財政入門。平成30年度からの国民健康保険制度の抜本改革を盛り込んだ改訂版。

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。

参加による自治と創造　新・地域社会論
日本経済評論社 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 内田和浩著
9784818825307

いま、共同体として見直しが進む「地域社会」とは何か。現代に至るまでの地域社会の歴史と構造を学び、高齢
者、エスニック、女性、ボランティア等々、多様な住民の地域への参加を考える。

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

増訂版　現代社会は持続可能か
日本経済評論社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古林英一著
9784818825314

環境問題の解決なくして人類の将来はない。環境問題の歴史と環境経済学の理論を概説し、実施されている
政策と現状を環境問題の諸領域別に幅広く解説する。

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

女子学生にすすめる60冊 (大妻ブックレット
1)

日本経済評論社 電子書籍

¥2,145(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大妻ブックレット出版委員会著
9784818825390

これから大学で学びはじめる新入生に向け、多様な専門性をもつ教員たちが、いま読んでほしい本60冊をわか
りやすく紹介。小説・新書など手に取りやすい本も多く所収する。

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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137129 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137130 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137131 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137132 □ □

英国ファンタジーの風景 (大妻ブックレット
2)

日本経済評論社 電子書籍

¥2,145(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安藤聡著
9784818825406

『不思議の国のアリス』や『ホビット』、『ハリー・ポッター』など、なぜ英国では優れたファンタジーが生まれるの
か。作者にゆかりの土地と、作品の舞台・背景を紹介し、その魅力に迫る。

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。

カウンセラーになる　心理専門職の世界 (大
妻ブックレット 3)

日本経済評論社 電子書籍

¥2,310(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 尾久裕紀編著,福島哲夫編著
9784818825420

大学でどのように学び、どのような資格が必要か。その仕事は何か。カウンセラーについて具体的に説明。公
認心理師、臨床心理士の養成についてわかりやすく、最新の情報を紹介。

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。

戦後日本の地域形成と社会運動　生活・医
療・政治

日本経済評論社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鬼嶋淳著
9784818825017

「戦後社会」の形成期、人びとは地域のあり方や「民主主義」をめぐって、どのように議論し行動したのか。運動
主体の動機や意識、運動と社会との関係に注目し歴史的に検証する。

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

韓国ジャーナリズムと言論民主化運動　『ハ
ンギョレ新聞』をめぐる歴史社会学

日本経済評論社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森類臣著
9784818825413

韓国の言論民主化運動から形成された同紙は、なぜ権力を監視する報道を持続できたのか。創刊過程と理
念、報道・論評活動を分析し、韓国のジャーナリズムと社会変化のプロセスを解明する。

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。

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137133 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137134 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137135 □ □

唐代通行『尚書』の研究 写本から刊本へ
勉誠出版 電子書籍

¥33,000(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口謠司著
9784585291879

詩聖・杜甫、詩仙・李白が読んでいた『尚書』は、現行の『尚書』とまったく異なるものだった！『藝文類聚』・『群
書治要』などの類書に引かれている『尚書』、ならびに遣唐使将来本・敦煌本『尚書』を駆使して、唐玄宗皇帝勅
命改字以前の『尚書』を復元。写本としての揺れを把握することは、魏晋南北朝期の『尚書』を思想的に解明す
ることのみならず、宋学以降の『尚書』解釈を解明するための資料となる。

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。

世界が隠蔽した日本の核実験成功 核保有
こそ安価で確実な抑止力

勉誠出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢野義昭著
9784585222583

「核の引き金」こそが自律的な抑止力だ！インド太平洋の安全と秩序を守るために、日本の核保有容認が必要
になっている。米国にとっても日本が非核のままで、米国の核の傘の信頼性が低下すれば、日本はいずれ大
陸勢力に屈することになろう。

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。

鉄幹晶子全集　別巻6 拾遺篇―昭和期短
歌　中

勉誠出版 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 逸見久美他編
9784585010913

与謝野寛と晶子が生前発表したすべての単行本を編年体で刊行した、初の夫婦全集、「鉄幹晶子全集　全32
巻」（本文篇31巻＋全歌集五句索引篇）。その完結ののち、単行本未収録の作品群をまとめる「鉄幹晶子全集
別巻」、刊行開始。短歌、詩（漢詩を含む）、小説、評論、随想、童話、古典翻訳など、単行本未収録作品から没
後発見の貴重な資料までを網羅する。「別巻6　拾遺篇―昭和期短歌 中」では、昭和7～9年に発表された、単
行本未収録の短歌作品を掲載。ふたりの作品を完全な発表順で配列した。

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 

勉誠出版 

-  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。



人文社会編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1031137136 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137137 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137138 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137139 □ □

明治維新の敗者たち 小栗上野介をめぐる
記憶と歴史

みすず書房 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 マイケル・ワート著,野口良平訳
9784622088110

勝者が書いた歴史に敗者はどう抗うのか。幕閣罷免後斬首された小栗忠順の語られ方を膨大な史資料から跡
づけ、歴史の生成を描く労作。

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。

「二つの文化」論争 戦後英国の科学・文学・
文化政策

みすず書房 電子書籍

¥20,460(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ガイ・オルトラーノ著,

増田珠子訳

9784622088011

C・P・スノーの『二つの文化と科学革命』（1959）は現在に至るまで論争の火種を提供してきた。その理由と論争
の意味を解明。

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。

政治的イコノグラフィーについて
みすず書房 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カルロ・ギンズブルグ著,

上村忠男訳

9784622088158

神聖を利用する世俗画、戦争ポスター、「ゲルニカ」…イメージがいかに政治的で権力を発揮するものかを明か
す歴史家の図像学的探究。

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。

マクヒュー／スラヴニー 現代精神医学
みすず書房 電子書籍

¥23,760(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ポール・マクヒュー著,

フィリップ・スラヴニー著,澤明訳

9784622086895

精神障害は「分類」できるのか。疾患・特質・行動・生活史の4つの観点から障害を捉え直す、臨床と研究のた
めのベーシックテキスト。

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。

□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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年12月 商品コード 1031137140 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137141 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137142 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137143 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137144 □ □

鉱物は一定の化学組成を有する無機質結晶物質である。鉱物の分析により、地球深部や他の惑星を構成する
物質の理解、地質現象・環境問題の解明につながるほか、鉱物は工業材料、宝飾品など人間生活にも深く結
び付いている。本書では様々な知識と情報を186項目取り上げ、頁単位の読み切りで解説。代表的な鉱物・宝
石177の基礎知識を辞書的に掲載。〔内容〕鉱物（基礎、地球深部・表層、宇宙、資源・バイオ・環境、材料）／宝
石／付録（年表、大学・研究所・博物館リスト等）

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

鉱物・宝石の科学事典
朝倉書店 電子書籍

¥52,800(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本鉱物科学会編,

宝石学会（日本）編集協力

9784254162769

電磁波工学　【電波工学基礎シリーズ　1】
（※）

朝倉書店 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
新井宏之監修・著,

木村雄一著,広川二郎著

9784254222142

電波工学を基礎から学ぶための教科書シリーズの第1巻。電磁気学についての基本事項の確認から平面波の
性質、アンテナの特性、解析手法までを解説する。〔内容〕マクスウェルの方程式／電界・磁界の境界条件／
モーメント法／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。

初歩の相対論から入る　電磁気学　【シリー
ズ〈これからの基礎物理学〉　3】

朝倉書店 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米谷民明著
9784254137194

冒頭から特殊相対性理論の基礎を導入し、電気と磁気をすべて統一的視点で解説。新しい教程を示す基礎テ
キスト。〔内容〕特殊相対性原理とは／力と4元ポテンシャルの場／場の運動方程式／電磁場の保存則／物質
と電磁場／電磁波と光／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。

大気環境の事典
朝倉書店 電子書籍

¥42,900(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大気環境学会編
9784254180541

PM2.5や対流圏オゾンによる汚染など、大気環境問題は都市、国、大陸を超える。また、ヒトや農作物への影響
だけでなく、気候変動、生態系影響など多くの様々な問題に複雑に関連する。この実態を把握、現象を理解し、
有効な対策を考える上で必要な科学知を、総合的に基礎からわかりやすく解説。手法、実態、過程、影響、対
策、地球環境の6つの軸で整理した各論（各項目見開き2頁）に加え、主要物質の特性をまとめた物質編、タイ
ムリーなキーワードをとりあげたコラムも充実。

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。

生き物と音の事典
朝倉書店 電子書籍

¥49,500(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 生物音響学会編
9784254171679

各項目1～4頁の読み切り形式で解説する中項目事典。コウモリやイルカのエコーロケーション（音の反響で周
囲の状況を把握）、動物の鳴き声によるコミュニケーションなど、生物は様々な場面で音を活用している。個々
の生物種の発声・聴覚のメカニズムから生態・進化的背景まで、生物と音のかかわりを幅広く取り上げる。［内
容］生物音響一般／哺乳類1霊長類ほか／哺乳類2コウモリ／哺乳類3海洋生物／鳥類／両生爬虫類／魚類
ほか／昆虫類ほか／比較アプローチ

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。

□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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137145 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137146 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137147 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137148 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137149 □ □

かんたん合格 ITパスポート教科書 令和2年
度

インプレス 電子書籍

¥3,234(＋税) □

¥980(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂下夕里著,ラーニング編集部著
9784295007814

【売上急上昇！】ITパスポート試験・定番テキストの令和2年度版が登場します。出題頻度の高い内容に絞って
解説。最短距離での合格をサポートします。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。

スッキリわかるJava入門 第3版
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 中山清喬著,国本大悟著
9784295007807

Java入門書ジャンルで売上No.1（大手書店チェーン調べ）の改訂3版がついに登場。 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。

徹底攻略 基本情報技術者教科書 令和2年
度

インプレス 電子書籍

¥5,214(＋税) □

¥1,580(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大滝みや子監修,月江伸弘著
9784295007791

毎年着実に実績を伸ばしている、類書中唯一の網羅型テキスト『徹底攻略 基本情報技術者教科書』の令和2年
度版。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。

徹底攻略 応用情報技術者教科書 令和2年
度

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 瀬戸美月著
9784295007784

応用情報技術者試験の網羅型教科書の定番！　本文各節毎に節キーワードの「頻出度マーク」を追加します
ので、重要ポイントに絞っての学習が可能になります。直近9回分の過去問題に加え、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。

クラウドネイティブ・アーキテクチャ 可用性と
費用対効果を極める次世代設計の原則

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
Tom Laszewski著,Kamal Arora著,

Erik Farr著,Piyum Zonooz著

9784295007753

ITリソースをクラウドネイティブへと移行することで、パフォーマンスの向上、リソースの効率的な利用、コストの
削減、スケーラビリティの向上といったメリットを享受できます。本書は、実用的なクラウドネイティブのあり方を
探り、その目的や方法を交えながら詳しく解説。クラウドの潜在能力を存分に引き出す設計の究極の解《方法
論》がここにあります。

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

□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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137150 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137151 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137152 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137153 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137154 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137155 □ □

かんたん合格 基本情報技術者過去問題集
令和2年度春期

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 株式会社ノマド・ワークス著
9784295007876

基本情報技術者試験の定番過去問！　直近15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。

小さな空間で生まれる、心地よさ 『わたしの
「狭い暮らし」ルール』

インプレス 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インプレス書籍編集部編
9784295007913

「わたしのルール」シリーズ第5弾は「狭い暮らし」！　人気のインスタグラマー&ブロガーを執筆陣に迎え、狭くて
も快適で、毎日が楽しくなる狭い暮らし術を紹介します。今の間取りでも広々と暮らせる片付けや家具選び、収
納スペースが少なくても実践できるスッキリ収納術など、様々な工夫が詰まった暮らしのヒント集です。

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。

いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本
人気講師が教えるこれからの社会を支える
新しい貨幣の仕組み

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川野祐司著
9784295007852

40万部突破「いちばんやさしい教本」シリーズから「キャッシュレス」の解説書が登場。増税に伴い、さらに注目
の集まるキャッシュレス決済ですが、情報が整理されていない状況です。本書では、キャッシュレスとはそもそも
何なのか、何ができてできないのかといった基本から、それを支えるテクノロジー、問題点、活用事例を、豊富な
図を用いて解説します。

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。

機械学習の原則 100+ページブック
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
堅田洋資著,

石井ゆり香著,清水嵩文著

9784295007845

Amazon.comレビュー数151件の話題書『The Hundred-Page Machine Learning Book』を翻訳。機械学習の各手
法の仕組みについて、数式/図表を交えながら簡潔かつ明瞭に解説します。原著にはない用語集付き。

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。

スラスラ読める JavaScriptふりがなKidsプロ
グラミング

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
LITALICOワンダー監修,

リブロワークス著

9784295007838

「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ふりがなプログ
ラミングシリーズに、ゲームを作りながら楽しくプログラミングが学べる一冊が登場！実際にゲームを作りなが
ら、Javascriptの使い方やプログラミングの基本が身につきます。

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

かんたん合格 基本情報技術者教科書 令和
2年度

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 五十嵐順子著,ラーニング編集部著
9784295007821

【大定番！】基本情報技術者試験・定番テキストの令和2年度版が登場します。出題頻度の高い内容に絞って
解説。最短距離での合格をサポートします。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。
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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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137156 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137157 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137158 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137159 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988248 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988249 □ □

格子暗号解読のための数学的基礎 : 格子
基底簡約アルゴリズム入門 （IMIシリーズ:進
化する産業数学 3）

近代科学社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青野良範著,安田雅哉著
9784764905986

現代の情報社会を支えるRSA暗号や楕円曲線暗号は、ノイマン型コンピュータの計算困難性を利用している。
しかしこれらは量子コンピュータにより簡単に解読されることが分かっており、ポスト量子暗号の実現が叫ばれ
ている。格子暗号は「格子問題」と呼ばれる、量子コンピュータでも解き方が分かっていない問題を基礎とする。
本書はその数学的性質のほか、格子問題を解くための「格子基底簡約アルゴリズム」について紹介していく。

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

できるたのしくやりきるScratch3子どもプロ
グラミング入門

インプレス 電子書籍

¥3,630(＋税) □

¥1,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林真輔著
9784295007654

「楽しく学べて、1週間でやり切れる」をメインコンセプトに、子ども一人で楽しみながら、Scratchでのゲーム制作
を通して、プログラミング的思考が学べる本です。

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。

できる Excel グラフ Office
365/2019/2016/2013対応

インプレス 電子書籍

¥6,534(＋税) □

¥1,980(＋税) 冊子購入確認

著編者名 きたみあきこ著
9784295007937

2016年4月刊行『できる Excel グラフ 魅せる＆伝わる資料作成に役立つ本 2016/2013/2010対応』を改訂。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

できるExcel ピボットテーブル Office
365/2019/2016/2013/2010対応 データ集
計・分析に役立つ本

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
門脇香奈子著,

できるシリーズ編集部著

9784295007920

2016年1月刊行『できるExcel ピボットテーブル データ集計・分析に役立つ本 2016/2013/2010 対応』（6刷！）を
改訂。

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

合格しようぜ！宅建士2020音声付きテーマ
別ベストセレクト問題集

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 大澤茂雄著
9784295007883

宅建士受験に必要な全分野（宅建業法、法令上の制限、民法、税、統計）のテーマ別型問題集。著者の軽妙な
解説文で挫折せずに学習を続けられます。「音声講義」「全文PDFダウンロード」「スマホアプリ・直前対策に便
利！○×問題集」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。

裏側から視るAＩ：脅威・歴史・倫理
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 中川裕志著
9784764905993

本書は著者が所属する理研・革新知能総合研究センター 社会における人工知能研究グループの成果をもと
に、AIの負の側面の紹介とAI設計・運用における倫理指針を示す構成となっている。AIの技術そのものに関す
る記述は少なく、人間社会におけるAIの影響という観点から執筆されているため、社会学や社会工学分野の読
者にも興味を持たれ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。
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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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988250 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030988251 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030815338 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030815339 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030815340 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831460 □ □

マインドインタラクション　AI学者が考える≪
ココロ≫のエージェント

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 山田誠二著,小野哲雄著
9784764905955

第3次AIブームが起こり、現在はAIの活用に関心が移りつつある。著者らはHAI（ヒューマンエージェントインタラ
クション）と呼ばれる、擬人化エージェント（ロボットやAI）と人間の相互作用を研究しており、本書ではこのHAI研
究を通じてAIにココロを持たせる（持っているように思わせる）デザインとその効果をわかりやすく解説している。

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。

黄金比　美の数学的言語
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
フェルナンド・コルバラン著,

柳井浩訳

9784764905962

数学上の“特別な数”のひとつ「黄金比」。本書は、科学や芸術の分野に登場する数多くの黄金比を歴史的に展
望するとともに、動植物の形態学において果たす役割についても解説している。また、建築物、絵画、クレジット
カード、ゲーム盤など実例をたくさん挙げ、当該図版も用いてその魅力を詳説している。さらには、立体幾何学
やフラクタル理論など現代の数学理論との関連性も述べている。

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。

見ひらきで学べるJavaプログラミング
近代科学社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
古井陽之助著,神屋郁子著,

下川俊彦著,合志和晃著

9784764905979

プログラミングをまったく知らない初学者でも挫折しないよう、語りかけるようなやさしい文章で解説する。1つの
話題が見開きで完結しており、ステップバイステップで学べる。また、側注で用語等の解説を行い、発展的な話
は、「発展」と宣言することにより、不安感を取り除くよう工夫した。

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

情報を集める技術・伝える技術 : 情報社会
の一員として備えておくべき基礎知識

近代科学社 電子書籍

¥6,072(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯尾淳著
9784764960039

本書は、大学1、2年生が最低限身につけておくべき情報利活用のスキルをコンパクトにまとめたものです。具体
例を多く交えて解説し、若いビジネスマン、新社会人や社会人2～3年めで情報収集や整理・分析に悩んでいる
方にも大いに参考となる内容です。本書を通読すれば、高度情報化社会において必要な、情報の収集から発
信までの基礎的な能力を身につけることができます。

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。

電気回路入門
近代科学社 電子書籍

¥8,448(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大豆生田利章著
9784764960046

電気回路の教科書として使用される書籍の多くは、微積分に関する知識を必要としますが、本書は、数学の知
識が不十分、特に微積分に関しては学習を行っていない読者も対象とし、電気回路に関する諸事項のうち微積
分の知識を必要としないものを修得できるように執筆されています。また、例題と解答を多数掲載し、丁寧な解
説を行っています。

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。

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

9784764950306

計算ナノ科学 (シリーズ : 未来を創るナノ・
サイエンス&テクノロジー 5)

近代科学社 電子書籍

著編者名
大野かおる編著,中村振一郎著,

水関博志著,佐原亮二著

理論、実験に次ぐ「第三の科学」と言われてきた計算（機）科学は昨今、理論や実験に先駆けて様々な現象を予
測、発見するための不可欠な分野となっている。物質物性科学・工学の世界では、量子論に基づく第一原理計
算によって、ナノスケールの構造・性質のきわめて正確な予測が実現している。本書では、第一原理計算の基
礎理論から応用例まで、幅広く解説する。また、実計算に向けたアルゴリズムも詳しく紹介する。

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。
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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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831461 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831462 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030682609 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030682610 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030682611 □ □

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

9784764905931

応用のための積分幾何学
近代科学社 電子書籍

著編者名 腰塚武志著

積分幾何学とは、平面（2次元）上の点、直線、図形などに関し、それらの集合の合同変換を考えて積分計算を
施すことにより測度を求めるという、幾何学の一分野である。本書は、著者の専門分野である都市工学への応
用を主題として、2部に分け書かれている。第I部「理論編」では、基礎となる数学的概念を初学者にもわかるよう
詳細に説明し、第II部「応用編」では、様々な応用事例を詳述する。

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

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

9784764905948

新看護・リハビリ・福祉のための統計学
近代科学社 電子書籍

著編者名
柳川堯著,中尾裕之著,椛勇三郎著,堤千代著,

菊池泰樹著,西晃央著,島村正道著

本書は、2011年7月刊行の『看護・リハビリ・福祉のための統計学』の訂版新版である。看護・リハビリ・福祉のみ
ならず、広く医学、薬学、あるいは放射線技師や衛生検査技師などコメディカル分野の方々のための医療統計
学のテキストとして執筆された。難しい数式を使うことなく、基本的なExcelの知識さえあれば、演習用ソフト・
データを操作するだけで検定や推定などの統計処理が学習できる。

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。

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

9784764905900

ITサービスのためのアジャイル：OSSを用い
た開発・運用の自動化

近代科学社 電子書籍

著編者名
片岡雅憲著,小原由紀夫著,

光藤昭男著

2017年発行のアジャイル開発入門書『アジャイル開発への道案内』の「実践編」。アジャイルをソフトウェア開発
のみならず、ITサービスの開発・運用にも適用していくための考え方や、そのための様々なツール、実際の適用
例などについて解説する。1〜8章で、ITサービスの開発における各フェーズで、どのようなツールを使用すれば
効率化が図れるのかということを丁寧に解説し、第9章で、実際の適用例との効果を紹介する。

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。

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

9784764905917

クチコミ分析システムの作り方 (実践・自然
言語処理シリーズ 6)

近代科学社 電子書籍

著編者名 松尾義博著,富田準二著

クチコミにはマスコミからでは得られない様々な価値の情報が含まれるが、その多くは未整理で、そのままでは
活用が難しいとされる。本書は、それらのデータを横断的かつ自動的に集約するシステムの構築に必要な技術
やテクニックを紹介する。また、そもそもそれらの情報を活用することの意義や、実際の情報集約にあたって役
に立つ機能、具体的な分析作業などについても解説する。

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

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

9784764905924

大学数学のお作法と無作法
近代科学社 電子書籍

著編者名 藤原毅夫著

本書では、大学レベルの数学に関して、特に道具、言語としての数学を身につけるうえで必須のポイントを押さ
えつつ、著者の長年の教育経験を踏まえて、その意義と役割を詳述する。数学があまり得意でない人、あるい
は数学は難しい言葉を使うから嫌いだという人、何に役立つのかわからないから勉強をする気になれないと思
う人に読んでいただきたい。

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。
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理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年7月 商品コード 1030831463 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831464 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831465 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831466 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831467 □ □

9784274222528

ゲームAI手法を技術開発に必要な基礎的な内容から解説！本書は、最近のゲームAI手法をさまざまな実例で
解説するとともに、実際にゲームAIを構築できるような技法の習得を目指します。さらに、人工知能の最新の話
題として、人間らしいゲームAIや深層学習、機械学習、強化学習についても解説しています。

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。

Rによる多変量解析入門 データ分析の実践
と理論（※）

オーム社 電子書籍

¥9,350(＋税) □

¥3,400(＋税)

ゲームAIと深層学習 ニューロ進化と人間性
（※）

オーム社 電子書籍

¥7,975(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊庭斉志著

冊子購入確認

著編者名 木村達也著
-

本書は、木村達也著『宮地貫通伝　―信念と気骨の明治人―』（平成30年9月15日発行）を電子版およびPOD
版として、株式会社オーム社が出版者として発行するものです。原書は上製・カバー付きですが、POD版の場合
には並製になります。また原書付録のCD-ROM内容は収録していません。

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

9784274222535

アルファ碁などのゲームAIやロボットアームの制御、自動運転などで注目されている深層強化学習の基礎と、
Pythonによる実装について解説した入門書です。強化学習に適したライブラリであるChainer（ChainerRL）と、AI
シミュレーション環境であるOpenAI gymを用いて解説しています。ソフトウェアシミュレーションだけでなく
RaspberryPiとArduinoを用いた実環境への応用も解説しているので、ソフト・ハード問わず自身の課題に深層強
化学習を応用することできるようになっています。

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。

宮地貫道伝　－信念と気骨の明治人－（※）
オーム社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税)

Pythonによる深層強化学習入門 Chainerと
OpenAI Gymではじめる強化学習（※）

オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 牧野浩二著,西崎博光著

冊子購入確認

著編者名
川端一光著,岩間徳兼著,

鈴木雅之著

9784274222368

様々な媒体、経路を通じて大規模データが、驚くほど低コストで入手できるようになった現在、多変量解析手法
に習熟したデータサイエンティストに対する学術界、ビジネス界からのニーズは非常に高まっています。しかし、
多くの多変量解析についての学習書は、理論的な説明に終始し、実務場面でどのように利用されているかにつ
いて、殆ど配慮がないのが現状です。そこで本書は、多変量解析手法の理論と実践をバランスよく解説し、本書
1冊で多変量解析手法を実務に応用できるまで習得できる内容となっています。

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。

9784274222542

主要なデータマイニング手法の理論の基礎を学べる！！　データマイニングとは、玉石混淆であるたくさんの
データから必要な情報を読み出す作業です。データマイニングの手法として理解しておく必要があるものには、
比較的基本的な知識である回帰分析、主成分分析、判別分析等からクラスタリング、サポートベクターマシン
(SVM)、ベイズ推定、ニューラルネットワークなどがあります。最近ではこれらの応用として、深層学習等につい
ても解説します。

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。

Rで学ぶデータサイエンス データマイニング
の基礎から深層学習まで（※）

オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北栄輔著

□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 

オーム社 
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理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1030831468 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831469 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831470 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831471 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831472 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831473 □ □

9784274222764

Excelを使って回帰分析を使いこなせるようになる！！　本書は、回帰分析の理論を、その前提となる相関関係
から基本の単回帰分析、重回帰分析、線形判別分析、そして類書ではあまり触れられていないロジスティック回
帰まで、豊富な実例を絡めながら、わかりやすくじっくりと解き明かしていきます。本書はExcelを用い、実際に手
を動かしながら進めていくよう構成しています。

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。

9784274222740

情報通信技術は急速に発展し、いまではコンピュータは世界中に広まり、インターネットに接続されています。し
かし、これらの発展にともない、情報セキュリティの脅威も日に日に増しているといえます。本書は、64ビット版
Kali Linux、C言語、アセンブリ言語、gdb、gcc、nasmを主に用い、プログラムがハッキングされる様を具体的に
解説。安全なプログラムを目指す多くの方々の参考になります。ただし、内容的に、ある程度コンピュータアーキ
テクチャに精通している方々を対象にしています。

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。

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

9784274222610

本書は、主に行動データの計算論モデリングの方法やその理論を初学者に向けて丁寧に解説します。実例とし
て、心理学や神経科学の実験課題として良く用いられる、ギャンブル課題における選択行動データを扱います。
本文では自分ではプログラミングをしない読者も想定して、プログラムは用いずに計算論モデリングの概要がイ
メージできるような解説をこころがけました。実際に計算論モデリングをするためのRコードやStanコードは付録
やサポートページで解説しています。

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。

7日間集中講義！ Excel 回帰分析入門
ツールで拡がるデータ解析＆要因分析（※）

オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税)

コンピュータハイジャッキング（※）
オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒井和哉著

冊子購入確認

著編者名 米谷学著

Rでさまざまな経済の構造を数量化する！　計量経済学とは、経済データにもとづいて、さまざまな経済の構造
を数量的なモデルとして定式化し、経済理論を検証する学問です。本書は、Rを使って統計学の理論や理論経
済学を簡潔に解説しながら、Rの手順・アウトプットの解釈を丁寧に解説した『Rによる計量経済学』（2009年1月
発行）の改訂版です。新しいRのバージョンに対応するとともに、解説の見直し、練習問題の追加などにより、よ
りわかりやすい教科書になっています。

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。

Rによるやさしいテキストマイニング ［活用事
例編］（※）

オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税)

行動データの計算論モデリング 強化学習モ
デルを例として（※）

オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片平健太郎著

冊子購入確認

著編者名 小林雄一郎著
9784274222771

本書は、テキストマイニングの初心者に向けて活用事例を解説した入門書です。実務ですぐに応用したい人
や、すでにほかの分析ツールを使っている方が参考にできる活用事例も豊富に掲載しています。　また、実際
のレポートや、データの収集からテキスト整形などの前処理、分析対象とする単語や品詞の頻度集計、分析対
象に合わせた統計手法の選定、分析結果の可視化まで、分析プロジェクトにおける一連の流れを省略せずに
解説しました。　読者が実際にRによるテキストマイニングの分析ができるように最大限配慮しています。

マンガでわかる機械学習（※）
オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税)

Rによる計量経済学　第2版（※）
オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋山裕著

冊子購入確認

著編者名
荒木雅弘著,渡まかな作画,

ウェルテ制作

9784274222443

学ぶことの多い機械学習をマンガでさっと学習でき、何ができるかも理解できる！！　本書は今後ますますの発
展が予想される人工知能分野のひとつである機械学習について、機械学習の基礎知識から機械学習の中の
ひとつである深層学習の基礎知識をマンガで学ぶものです。　市役所を舞台に展開し、回帰(イベントの実行）、
識別１（検診）、評価（機械学習を学んだ結果の確認）、識別2（農産物のサイズ特定など）、教師なし学習（行政
サービス）という流れで物語を楽しみながら、機械学習を一通り学ぶことができます。

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。

9784274222658
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出版社

電子書籍価格

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 1030831474 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831475 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831476 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831477 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831478 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831479 □ □

将来的には手元のスマートフォンで、人工知能を動かし、複雑なデータの分析もできるようになるでしょう。本書
では、その手前の第一歩としてQPythonを用いたAndroidアプリケーションの開発方法を学びます。開発環境の
構築から基本的な使い方、Androidの機能をPythonで使う方法を解説し、Kivy、numpy、Beautifulsoupなどといっ
たライブラリを使いながらWebデータベースとの連携、スクレイピング、ゲーム作りなどのアプリケーション開発を
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。

Pythonと実例で学ぶ機械学習 識別・予測・
異常検知（※）

オーム社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税)

PythonによるAndroidアプリ開発入門（※）
オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
牧野浩二著,橋本洋志著,

慎祥揆著

冊子購入確認

著編者名 福井健一著
9784274222788

機械学習による異常検知と系列データ解析を実例をもとに学ぶ。　本書は、現在産業界で注目されている、機
械学習による・機器の振動データに対する異常検知・系列データ（例として睡眠系列データ）に対する解析を解
説したものです。業務や研究開発に必要だが機械学習については素人という方でも実践できるように、本書前
半では、基本的な識別器・予測器のPythonによる実装例・使い方を解説しています。後半では、実問題への適
用例を著者の研究経験をもとに解説しています。

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

9784274222917

伊藤一之著

冊子購入確認

著編者名 特定非営利活動法人中野コンテンツネットワーク協会編著
9784274223075

プログラミングの達人たちが、10歳以上のみなさん向けに、やさしく、わかりやすくプログラミングのコツを解説！
この本と、パソコンさえあれば、だれでも簡単にホームページやゲームがつくれちゃう！前半では、Scratch(スク
ラッチ)というソフトウェア、次により本格的なプログラミングができるJavaScript（ジャバスクリプト）について、てい
ねいにわかりやすく解説しています。

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。

9784274222870

強化学習の基礎からロボットへの実装までがわかる！！　本書は、強化学習の基礎からロボットへの実装まで
を解説した実務書です。プログラミングは、C言語でロボットへの実装までが解説された、実践的な内容となって
おります。ロボットへの実装は、誰でも購入できるライントレースロボットを使った例と、ソフトロボット（柔らかい
素材を使ったロボット）を使った例で、具体的な方法を解説しています。

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。

著編者名 浅野正彦著,中村公亮著
9784274222931

本書はRやRStudioの初心者が、思わぬエラーメッセージが出てきても困らないよう、インストールからエラーの
対処方法まで平易に解説していきます。また、RStudioに標準で組み込まれているR Markdownは、Rでドキュメ
ントを作成（生成）することが可能です。Rでデータ分析をし、R Markdownで簡単にレポートを作成できるよう、一
連の流れについても丁寧に解説することで、R初心者の悩みを解消する1冊を目指します。

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。

9784274222924

データベース入門の決定版！データベースを学びたい初学者に向けて、平易な言葉で基礎を解説した入門書
です。　大規模な情報を効率よく処理するために、いまやデータベースは欠かせないコンピュータの基盤技術と
なっています。　本書は、データベース技術に関する、大学・高専の標準的な教科書として、また社会人の方の
入門書として、データベース技術のポイントを選んで、それぞれの基本的な考え方、内容をていねいにわかりや
すく説明しています。

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。

10歳からのプログラミング ホームページや
ゲームをつくってみよう（※）

オーム社 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税)

実装　強化学習 Cによるロボットプログラミ
ング（※）

オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名

はじめてのRStudio エラーメッセージなんか
こわくない（※）

オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税)

入門 データベース（※）
オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 植村俊亮著

冊子購入確認
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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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1030831480 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831481 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831482 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831483 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831484 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831485 □ □
著編者名 伊藤俊秀著,草薙信照著

9784274223235

シミュレーションは、工学・物理学などの理系学部だけでなく、経営や経済問題などにも幅広く用いられており、
文科系大学で身につける基礎的な素養になっています。本書は、文科系学部を主対象としたコンピュータシミュ
レーションの教科書です。確率分布や乱数などシミュレーションの基礎から、遺伝的アルゴリズム、深層学習な
どの最新理論まで、図やグラフで直感的に理解できるよう解説しています。また、各章末には学習指導要領に
沿った演習問題が掲載されています。

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

9784274223136

計量政治学とは政治現象の数量データ分析を行うことで、例えば選挙における投票率を調べ、政治的要因に
よって予算がどれだけ歪曲されたかを推定するなど、政治における仮説を統計学的に検証することです。　主な
特徴は、①各章ごとに練習問題を設けているので、基本的に読者が独学独習できるように設計されている、②
計量政治学に関する論文を仕上げるのに必要な内容を15 回の授業で網羅しているので、計量政治学を授業
やゼミで教えたいと考えている教員にとっても使いやすいよう工夫している、など。

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

9784274222900

本書は、データサイエンスの意味から金融データの分析、動的システムの分析などの工学応用までを、Python
を使って実際に分析しながら学ぶものです。Pythonを使った解説によって理論と実践を同時に学ぶことができる
ので、データサイエンスを学び、自身の分野に応用したい方にピッタリの一冊です。

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。

9784274223082

有限要素法について、知っているようで知らない基本のスキルをまとめた実務書。本書は、有限要素法につい
て、知っているようで知らない基本のスキルをまとめた実務書です。実務者として日々経験するリアルな問題へ
の対処法を、簡潔明瞭かつコンパクトに解説しています。有限要素法を使っている方に、ぜひ一度読んでいた
だきたい内容です。

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。

コンピュータシミュレーション（改訂2版）（※）
オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税)

Rによる計量政治学（※）
オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅野正彦著,矢内勇生著

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。

9784274222887

Pythonの基礎を学びながらデータ解析の実践技術が身につく！本書は『Pythonによる統計分析入門』の多変
量解析編に相当するものですが、前著のより発展的な内容として、ネットワーク解析まで扱っています。Python
の基本を学びながら、より実践で活用できるデータ解析を習得できます。Pythonの解析ライブラリを使った独習
書として、多次元データの解析、アソシエーション分析、ネットワーク解析などを丁寧に解説し、実務的な課題に
も応用できるようになっています。

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。

データサイエンス教本 Pythonで学ぶ統計分
析・パターン認識・深層学習・信号処理・時
系列データ分析（※）

オーム社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

設計技術者が知っておくべき有限要素法の
基本スキル（※）

オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木隆平著,長嶋利夫著

冊子購入確認

著編者名 橋本洋志著,牧野浩二著

Pythonで学ぶ統計的機械学習（※）
オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税)

Pythonによるデータ解析入門（※）
オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内長承著

冊子購入確認

著編者名 金森敬文著
9784274223051

Pythonで機械学習に必要な統計解析を学べる！！機械学習を使いこなすには、確率・統計に根ざしたデータ
解析の基礎理論の理解が不可欠です。そこで本書は、Pythonの簡単な使い方から確率・統計の基礎、統計モ
デルによる機械学習を解説します。
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理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年2月 商品コード 1030831486 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831487 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831488 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831489 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831490 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030831491 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784274223716

AlphaGoがプロ棋士を破って以降、強化学習や深層強化学習はさまざまな分野から注目を集めています。しか
し、専門書では初学者にとってはハードルが高い状態が続いていました。本書は、そのハードルの高さを解消
することを目的に制作されました。各アルゴリズムの特徴や差異がわかりやすく、さらに、中核的なアルゴリズム
についてはPythonとMATLABの2種類のコードをオーム社のWebサイトおよびGithubで配布。実行することで「原
理→数式→プログラム」という一連の流れを直感的に把握できます。

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

再生可能エネルギーの普及を目指し、2009年に固定価格で一定期間、電力を買い取る制度が始まりました。そ
して、2019年（10kW以上は2029年）以降、買い取り期間が終わる太陽光発電設備が続々と生まれ、自宅に蓄電
池を設置し、昼間は太陽光発電で充電、夜間には充電された電力を使用するということの経済的メリットが見え
てきています。本書は、太陽光発電等再生可能エネルギー設置者と需要家（住宅・企業等）とのP2P電力取引
について、技術やブロックチェーン・機械学習の活用を解説します。電力関係者必携の一冊。

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。

詳説　人工知能 アルファ碁を通して学ぶ
ディープラーニングの本質と知識ベースシス
テム（※）

オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税)

強化学習アルゴリズム入門 「平均」からはじ
める基礎と応用（※）

オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 曽我部東馬著

冊子購入確認

著編者名 上野晴樹著
9784274223884

数式を使わないでアルファ碁、深層学習、知識ベースの理論の本質がわかる！！現在のAIブームの切っ掛け
となったアルファ碁の概念、仕組み、特徴の説明に焦点を当て、これを理解するための基礎知識として深層
ニューラルネットワークと深層学習（ディープラーニング）を解説します。また、ディープラーニング型AIと知識
ベース型AI（エキスパート・システムなど）の統合化の必要性を理解できます。

Pythonによる制御工学入門（※）
オーム社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税)

電力流通とP2P・ブロックチェーン ―ポスト
FIT時代の電力ビジネス―（※）

オーム社 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中謙司監修,武田泰弘著

冊子購入確認

著編者名 南裕樹著
9784274223907

本書は、Pythonを使って制御工学を行うための入門書です。Pythonを制御系設計に導入したい人向けに、
Pythonプログラムを実行しながら「使ってみる、やってみる」を通して、制御工学を体感することができる書籍で
す。現場でよく使われているPythonのサンプルコードを多数掲載しています。さらに、はじめて制御工学を学ぶ
人や一度挫折して学び直したいと思っている人にも読みやすいよう、図やイラストを多用しています。これから
制御工学に携わる方々にとって必読の書です。

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。

9784274223754

小高知宏著

冊子購入確認

著編者名 末吉美喜著
9784274222856

テキストマイニングの手法がよくわかる！！ 本書はテキストマイニングの基礎と事例について、フリーの計量テ
キスト分析ソフトKH Coderを利用したテキストの解析と、Excelによるその分析手法を通して解説する入門書で
す。　テキストマイニングをいかに業務に活かしていくか、つまづきがちなポイントをマンガやイラスト、図解を用
いてわ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。

9784274223242

本書は、Pythonによる実装を前提として、ソケットプログラミングに必要な知識をわかりやすく解説する入門書で
す。TCP/IPやソケットの原理を説明したのち、Pythonでソケットを実装する基礎的方法を示していきます。さら
に、Python固有の機能を用いたプログラミング例（モジュールを利用したサーバ実装など）を紹介します。ダウン
ロードできるサンプルプログラムが多数掲載されているので、実際に試しながら読み進めて、知識と技術を身に
つけてください。

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。

テキストマイニング入門 ExcelとKH Coderで
わかるデータ分析（※）

オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税)

PythonによるTCP/IPソケットプログラミング
（※）

オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

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



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030831492 □ □

9784274222863

ストーリーでPythonと機械学習がわかる！！『機械学習入門―ボルツマン機械学習から深層学習まで―』、『ベ
イズ推定入門　モデル選択からベイズ最適化まで』につづく、お妃さまシリーズの第3弾を刊行するものです。
Pythonの学習を主軸としたものであり、機械学習を実践したくなった人、およびカジュアルでわかりやすい
Python入門本を探している人をターゲットとします。Pythonのコードとコードの説明をイラストでわかりやすく解説
します。現在注目されているGAN（敵対的生成ネットワーク）についても解説。

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。

Pythonで機械学習入門 深層学習から敵対
的生成ネットワークまで（※）

オーム社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大関真之著

-  30  -

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



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030990108 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030990109 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030990110 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030990111 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990112 □ □

ケーススタディでよくわかる学生とのコミュニ
ケーション（※）

化学同人 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西澤幹雄著
9784759819984

最近、研究室でのトラブルやハラスメント事案が増えてきたと感じていませんか？　実際、理系研究室の関係す
るトラブルは統計的にも増加傾向にあります。ハラスメントを避けながら、どのようにして学生に研究を指導した
らよいのでしょうか？　本書は、研究を指導する教員とそれをサポートするスタッフのために書かれています。豊
富なケーススタディを通して、良好な学生－教員関係を築くヒントを見つけましょう。

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。

CSJカレントレビュー 33 超分子ポリマー
（※）

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
9784759813937

材料開発において注目されている「超分子ポリマー」について、自己組織化、超分子ポリマーの基礎、歴史、高
次・精密組織構造形成や、応用材料開発など最新の研究を紹介する。進歩が著しいこの分野について、超分
子や自己組織化の基礎と超分子ポリマーの最先端を同時に学ぶことができるバイブルとなる一冊。

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。

大学院をめざす人のための有機化学演習
（※）

化学同人 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東郷秀雄著
9784759819847

大学院入試をめざす学部3・4年生が、基本をざっとおさらいし、院試の基本問題レベルから、大学院レベルの実
戦的問題にも取り組み、院試に合格できる実力をつけることができる最新の演習書。

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。

大英自然史博物館　珍鳥標本盗難事件
なぜ美しい羽は狙われたのか（※）

化学同人 電子書籍

¥7,370(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カーク・ウォレス・ジョンソン著,

矢野真千子訳

9784759820133

2009年6月。ロスチャイルド家がヴィクトリア時代に創設した博物館から、約300羽の鳥の標本が消えた。世にも
美しい鳥が行きついた先は、希少な羽で毛針を制作する愛好家たちの世界だった！この突拍子もない盗難事
件を偶然知った著者は、最初は好奇心から、やがては正義感から、事件の調査に乗り出す。羽毛をめぐる科学
史と文化史、毛針愛好家のモラルのなさと違法取引、絶滅危惧種の保護問題、そして未来へのタイムマシンと
なりうる標本と、それを収集・保存する博物館の存在意義。スピーディーに展開される犯罪ルポルタージュ。

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。

人体、なんでそうなった？（※）
化学同人 電子書籍

¥6,380(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ネイサン・レンツ著,

久保美代子訳

9784759820102

人間の体には驚異的な複雑性や無数の細胞が備わっている一方で、多くの欠点が残されたまま進化している点を指摘する本。具体的に
は、網膜は後方を向いている、尻尾の痕跡が残されたままになっている、手首の骨の数が多すぎる、リンパ節自体は人体の健康維持に何
の役にも立っていない、脳は人間の意識をだましたり偏見をもたらす傾向がある、人間は他の動物と異なり自分で必要なビタミンや栄養素
を作り出すことができないなど。精巧で緻密な神秘性が強調されることの多い人体だが、その進化は実は突然変異によるマイナーチェンジ
を修正しながら行われてきた。本書では、人体が完成とは程遠いままになっている事実を明らかにする。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  31  -

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



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030990113 □ □

幸せをつかむ数式（※）
化学同人 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Oscar E. Fernandez著,

藤原多伽夫訳

9784759819854

多くの人が関心をもつ「健康」「お金」「恋愛」の3つのテーマについて、数学を使って状況をつかみ、うまくやって
いくための方法を示した数学読み物。人生のテーマが数学で解決できるとは、にわかに信じがたいが、本書
は、いくつかの数式で、願いをかなえる答えをみごとに示してくれる。読者は、幸せに近づいていけそうな予感を
感じながら、数学の世界に触れ、その面白さを体験できるであろう。用いる数学は中学レベル（一部高校レベ
ル）の易しいものなので、ぜひ気軽に手に取ってほしい。

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。

-  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。



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年9月 商品コード 1031137160 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137161 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137162 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137163 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137164 □ □

9784320047211

わが国が世界をリードしている研究分野の1つ「地球内部の物質科学」について、その理解に必要な基礎知識
を詳しく解説し、重要な関係式についてはその導出過程を含めて丁寧に説明した。さらに近年解明が非常に進
んだ下部マントルおよび核を構成する物質の、高温高圧下における相転移や物性についての最先端の知見も
詳細に紹介した。

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。

地球内部の物質科学（現代地球科学入門シ
リーズ 13）（※）

共立出版 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大谷栄治編,長谷川昭編,
花輪公雄編,大谷栄治著

著編者名 真貝寿明著
9784320036055

本書は、教養レベルの学生を対象にした宇宙論の変遷を学ぶ教科書である。古代の宇宙観にはじまりニュート
ン力学が完成した近代宇宙論を述べ、そして相対性理論と量子力学の出現によって一変した現代物理が古典
宇宙論の描像を大きく塗り替えた最先端の宇宙科学までを交えて解説する。数式は出来るだけ省き、必要な箇
所には Advanced というコラム的な扱いをして、読み飛ばしても良い工夫をしている。

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。

本書は、テキストの電子化から始め、テキスト分析のための事前処理、目的に合わせた分析項目の集計方法
およびそのテキストの分析方法などについて、例を織り込みながら、テキスト分析に関わる統計的データ処理や
機械学習的手法について平易に解説している。テキストにおける法則と指標、テキストの特徴分析、テキストの
クラスター分析、テキストの分類分析、テキスト関連の予測や要因分析に分けて、伝統的な方法から最新の方
法まで順を追って解説している。

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。

現代物理学が描く宇宙論
共立出版 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税)

テキストアナリティクス（統計学One Point
10）

共立出版 電子書籍

¥7,590(＋税) □

冊子購入確認

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金明哲著

冊子購入確認

著編者名
日本応用数理学会監修,

櫻井鉄也編,松尾宇泰編,片桐孝洋編

9784320019553

本書は、応用数理分野の基礎となる連立一次方程式や固有値問題などの線形計算の理論から、スーパーコン
ピュータ上で理論を実用化する並列化手法や計算機実装までをカバーし、当該分野の第一線の研究者を中心
として基礎から最新の研究までを解説している。

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。

9784320112612

経済系のための微分積分 増補版（※）
共立出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
西原健二著,

瀧澤武信著,玉置健一郎著

9784320113381

経済学部系の学生を主なターゲットにまとめた微分積分の基礎を丁寧な解説と演習問題を軸にまとめたテキス
ト。基礎部分の解説は、数学的な厳密さを決して失っておらず理工学部の学生でも十分読み応えのあるものに
なっている。「経済系のための微分積分」の書き方を変えないまま、第2章と第3章にそれぞれ、経済数学でよく
出てくる「準凸関数」「準凹関数」に関する性質を増補した。

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。

数値線形代数の数理とHPC（シリーズ応用
数理 6）

共立出版 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋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 

-  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。



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年10月 商品コード 1031137165 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137166 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137167 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137168 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137169 □ □

生活の中にみる機械工学（※）
コロナ社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 望月修著
9784339046571

機械工学は、社会から必要とされるものを提供する総合プロデューサーである。本書では身の回りの道具や仕
組みを解き明かすことで、機械工学の考え方を身に付けられる。機械工学を通して、身の回りが生き生きとして
見えてくる一冊。

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。

MATLABで学ぶ生体信号処理 （※）
コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野弓絵著
9784339072457

プログラミングの基礎を履修済みの学生や研究者に向けて、脳波、心電図、筋電図、fNIRSの解析方法につい
て丁寧に解説。ダウンロード可能なサンプルプログラムで実践的にMATLABプログラミングの基礎が習得できる
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。

都市を生き物として見たときにわが国の都市がどのような病理に侵されているかを示し、それをどのように診断
し、どう免疫力や再生力を高めて活力を取り戻すかについて、「生き物に教えを乞う」という観点から新たな解決
策を模索する。

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

生き物から学ぶ まちづくり（※）
コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 谷口守著
9784339052602

円偏波アンテナの基礎（※）
コロナ社 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福迫武著
9784339009149

円偏波アンテナに特化してその基本的知識や技術についてわかりやすく解説する。具体的には、アンテナや偏
波に関する基礎的事項から円偏波アンテナの基本、およびその特性向上技術から円偏波アンテナの測定方法
までを網羅する。

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。

近代測量の理論と実践（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩下圭之他著
9784339052596

本書は、大学ではじめて土木工学を学ぶ学生に向けて、測量学の基本から応用までを「測量士補」の国家試験
に準じた内容に即してわかりやすく解説した。また、実技が必要な内容に関しては実習を通じて理解できるよう
に配慮している。

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 

-  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。



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1030990125 □ □

・まったく新しいタイプの技術者倫理テキスト　・技術者倫理に加え、異文化コミュニケーションのスキル、グロー
バル社会の現場まで、グローバルエンジニアの育成に必要な情報を一冊にまとめた。

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。

技術者倫理 グローバル社会で活躍するた
めの異文化理解

実教出版 電子書籍

¥5,775(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
秋山仁監修,森野数博監修,藤本義彦編,木原滋哉編,

天内和人編,一色誠子著,ダワァ・ガンバット著,
櫛田直規著,髙橋愛著,田上敦士著,野本敏生著,

畑村学著,山本千夏著,京兼純協力,西山明彦協力

9784407346220

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  35  -

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



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137170 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137171 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137172 □ □

認知行動療法事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本認知・行動療法学会編
9784621303825

◆広範な治療法をもつ認知行動療法を網羅的に学ぶための全329項目:見開き(2ｐ/4p)完結の中項目事典◆基
礎理論、基礎研究から公認心理師主要5分野の解説までを網羅◆公認心理師の国家資格化を踏まえ、｢認知
行動療法｣のスタンダードを知ることができる決定版

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。

幼稚園や保育園、認定こども園等の「園」をつくるのは、園の職員、子ども、保護者、地域の方々、また園を支え
る行政等さまざまな人々です。本書では、主任保育者や副園長などの「ミドルリーダー」に焦点を当て、園の職
員が保育に関わり、互いに交流しながら成長していく環境をどのようにつくっていくのかについて、その実践の
知恵を27個の秘訣としてまとめました。

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。

園づくりのことば―保育をつなぐミドルリー
ダーの秘訣（※）

丸善出版 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井庭崇編著,秋田喜代美編著,

野澤祥子著,天野美和子著,宮田まり子著

9784621304105

現代数学の基本概念　上（※）
丸善出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 J.ヨスト著,清水勇二訳
9784621304013

本書は現代数学の最重要の概念や構造を包括的に概観し、数学をより深く理解するガイドとして、積極的な励
ましのメッセージを伝えるものである。第1章は形式ばらない概観をし、第2章では数学における基本的な構造と
圏論の基礎概念を導入する。第3章では関係を抽象的な仕方で扱い、2項関係を織り込む数学的構造としてグ
ラフを扱う。第4章では位相空間や前位相空間を導入し、代数的不変量や幾何的不変量を論じる。

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。

□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。



理工学編 2019年11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137173 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137174 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031137175 □ □

電気・電子計測 第4版
森北出版 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阿部武雄著,村山実著
9784627705449

電気・電子計測の基礎をわかりやすく解説した、定評のあるテキストです。アナログ計器とディジタル計器をバラ
ンスよくコンパクトにまとめています。例題・演習問題も豊富に用意。理解度を測りながら考え方と計測方法を手
際よく一通り学ぶことができます。今回の改訂で、2019年5月に施行された国際単位系（SI）の新定義に関連す
る記述を新しくしました。

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。

コンクリート構造学 第5版・補訂版
森北出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小林和夫著,宮川豊章著,森川英典著,

五十嵐心一著,山本貴士著,三木朋広著

9784627425668

2017年版のコンクリート標準示方書の改訂にあわせて、第5版を補訂しました。コンクリート構造物の解析や設
計を考える上で重要なことは、それらの基礎となっている鉄筋コンクリートやプレストレストコンクリートの各種荷
重や断面力作用下でのひび割れ、たわみ、破壊強度などの力学的特性を正しく理解することです。そのために
は、コンクリート構造学の基本概念の理解が必要となります。本書できちんと基礎を学べば、応用問題や実際
の設計に出てくるような総合的で複雑な構造についても無理なく理解できるようになります。

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。

すべての物理学の基礎である力学を、しっかりと学びたい人のための一冊。　◆質点の運動から剛体の運動、
応用として数値計算まで、例題を交えて解説されています。　◆ユニークな演習問題を通して、現実の問題が力
学でどのように説明できるかがわかります。　◆コラムとして、力学に関連した面白い話題が取り上げられてい
て、楽しく読むことができます。

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。

基礎から学ぶ力学
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野昱郎著,髙柳邦夫著
9784627160811

□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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137176 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137177 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137178 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137179 □ □

外国人診療で困るコトバとおカネの問題
羊土社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増井伸高著
9784758118606

突然、外国人患者が来院したらどうする？ 外国人の外来・入院に備えて何を準備すべき？ そんな悩みをもつ
医師や医療事務員、病院管理者におすすめ！外国人医療の場で必ず起こる問題とその解決方法をすべて記
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。

より明るく、細胞レベルの観察も可能になった発光イメージング。励起光が必要ない発光を使いこなせば、生体
深部まで、定量的なイメージングが実現！がん・幹細胞・神経科学分野はじめ、蛍光ユーザー必見の一冊で
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。

発光イメージング実験ガイド
羊土社 電子書籍

¥19,140(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永井健治編,小澤岳昌編
9784758122405

リハに役立つ治療薬の知識とリスク管理
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮越浩一編
9784758102438

よく使われる薬剤を中心に、副作用やリハに影響する因子について丁寧に解説。運動療法や離床時に注意す
べきことやリハ中止の基準、主治医への報告のタイミングがよくわかる。急性期から在宅リハまで広く役立つ1
冊。

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

関節リウマチ看護ガイドブック
羊土社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
房間美恵監修,竹内勤監修,
中原英子編,金子祐子編

9784758109741

病態・診察・治療等の基本知識から、現場を熟知したエキスパートによる実践的ケアのポイントまで、エビデン
スにもとづいたRA看護のエッセンスを新書サイズに凝縮。患者さん視点のチーム医療実践に必須の一冊で
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。

□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 

-  38  -

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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137180 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137181 □ □

子どものこころと脳の発達　Vol.10 No.1
金芳堂 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・

浜松医科大学・千葉大学・
福井大学連合小児発達学研究科編

9784765317948

脳と神経の総合学術誌、特集『連合小児発達学研究科10周年』。教育現場で子どもの健康を預かる学校医や
養護教員、スクールカウンセラーには子どものこころの障害に関する知識、経験、対処法に関する知識は必ず
しも十分とは言えません。本書はこのような課題の克服に取り組む皆さまのお役に立てる一冊です。

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。

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

医学・理系留学 海外に翔び立つ人のコピペ
で使える英文メール60

金芳堂

著編者名 阿川敏恵著
9784765317917

医学・理学系学生が海外留学（渡航前・留学中・留学後・論文投稿のメール）の成功につながる英文メールの
作法の解説とすぐに使えるメール文例（＆日本語訳）。英語教育の専門家であり、医学部での英語教育に携
わってきた著者が言語面・文化面において見落としやすい点、間違えやすい点に配慮した内容。また本文をそ
のままコピペしてメール作成がきるようになっている。

電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137182 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137183 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137184 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137185 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137186 □ □

骨折ハンター　レントゲン×非整形外科医
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 増井伸高著
9784498166165

心電図判読のコツとその後の対応を軽妙に説き明かし、たちまち重版出来となった「心電図ハンター」。その著
者のシリーズ第三弾である本書では、非整形外科医に必要最低限の骨折対応を紹介する。治療はなし、診断
と初期対応だけに重点を置き、特にレントゲンの読影はポイントを突いたユニークな解説で、苦手意識のある読
者をいざなう。通読すれば明日からの整形診療が変わる、非整形外科医による非整形外科医のための骨折本
だ。

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

ブラッシュアップ敗血症
中外医学社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近藤豊著
9784498166141

敗血症について1冊で広く深く概観できる待望の書がついに登場！　救急・集中治療における最重要疾患の１
つであるにもかかわらず、敗血症はその定義にすら、いまだ流動的な側面を残し、治療・管理においても不分
明な点が多い。そのテーマに気鋭の救急救命医が挑んだ。ハーバード大学で敗血症をはじめとする救急臨床・
研究に研鑽を積んだ著者がおくる、類いまれなる1冊。敗血症と闘うすべての医療者のために。

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。

糖尿病療養指導グリーンノート
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 寺内康夫編著,白川純編著
9784498123847

もはや本邦の国家的課題ともいえる糖尿病の適切な診療を実現するためには、幅広い専門知識と技術を有す
る多職種の医療スタッフがチームで療養指導に取り組むことが重要である。本書では、糖尿病の療養指導を行
ううえで欠かすことのできない基礎知識や病態、他科の連携、患者ケアなどのポイントを簡明に解説した。実践
的な内容をポケットサイズに盛り込み、現場のおともに役立つ一冊。

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。

呼吸器診療ANDS BOOK
中外医学社 電子書籍

¥23,760(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 滝澤始監修,皿谷健編著
9784498130449

杏林大学呼吸器内科のスタッフが現時点での総力を結集して作り上げた骨太の診療エッセンス＆パールズ。
呼吸器診療という名の大海を泳ぎ切るための診断政略、見逃してはならない疾患を確実に掬い上げるための
ポイント、普遍的でありながらも重要な身体所見・バイタルのとりかた、診療に役立つ検査所見の知識、初級編
から上級編まで縦横に網羅された珠玉のパールズなど、呼吸器診療に携わるすべての医師の臨床力をワンラ
ンク引き上げる充実の内容。

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

明日のアクションが変わる　ICU輸液力の法
則

中外医学社

著編者名 川上大裕著
9784498166127

これまでの「輸液の本」と言えば、腎臓内科医の書いた電解質や血液ガスの解釈を含めたバイタルサインの
“安定した”入院患者の輸液を対象としたものが多く、救急外来や集中治療室における「蘇生輸液」に関する本
は、ほとんどないといってよい。そこで本書では、蘇生輸液をテーマに輸液のノウハウを丁寧に解説。集中治療
医はもちろん、非集中治療専門医、勉強熱心なICU看護師にも役立つ“輸液力の法則”について書き下ろした
渾身の一冊。

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。

電子書籍

¥17,820(＋税) □

¥5,400(＋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 

-  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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137187 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137188 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137189 □ □

がん放射線療法ケアガイド 第3版
中山書店 電子書籍

¥7,502(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
祖父江由紀子編,久米恵江編,
土器屋卓志編,濱口恵子編

9784521747699

難しい放射線療法の原理をわかりやすく解説し、看護師の視点からケアのポイントを紹介。放射線照射部位別
に時間軸に沿って、どのような有害事象が生じ、どのようなアセスメント・看護・セルフケア支援が必要となるの
かを示した「ケアマップ」を掲載。最新の放射線医療機器・技術、チーム連携などを紹介しつつ、長期がんサバ
イバー、妊孕性、高齢化などの新たな問題にも焦点を当てている。

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。

子どもの健康と安全
中山書店 電子書籍

¥5,324(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大西文子著編
9784521747774

2018年の保育所保育指針の改定に伴って新しくなった保育士養成カリキュラムに対応した「子どもの健康と安
全」のテキスト。2012年に刊行された『子どもの保健　演習』をベースに新しく書き下ろし。感染症や事故防止な
ど、厚労省の種々の保育所向けガイドラインを踏まえ、近年問題となっている発達障害についても詳述してい
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。

女性ヘルスケア (Science and Practice　産
科婦人科臨床シリーズ 6)

中山書店 電子書籍

¥48,400(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤聖子編,藤井知行編
9784521747668

思春期・妊娠期・生殖期・更年期・老年期を対象とする産科婦人科領域で、女性ヘルスケアは4つ目のサブスペ
シャリティとして重要性が増している。月経回数の増加による生殖期の弊害と閉経後40～50年に及ぶ老年期は
これまでの常識を覆し、生殖内分泌学・婦人科腫瘍学に加え、運動器・泌尿器・皮膚・循環器など幅広い分野
の研究成果が欠かせなくなっている。全身を診る知識と的確な診断技術を紹介。

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。

□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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137190 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137191 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137192 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137193 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137194 □ □

病態・検査・診断・治療 診療所で診る足
（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥10,406(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井口傑著
9784784948550

あのDr.Inokuchiが満を持して贈る、プライマリ・ケア医のための足診療テキスト。専門医に回す前に、目の前の
患者さんにできる検査・できる診断・できる治療を行うためのノウハウを惜しげもなく開陳しています。専門医に
紹介するのはそれからでも遅くありません。

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。

新薬理学＜第7版＞ (Qシリーズ)（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥7,744(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安原一監修
9784784911677

20年以上にわたり医学生に支持されてきたロングセラー、最新の改訂第7版。膨大な医薬品の中から重要なも
のだけをチョイス。対比して覚えるべき薬物とともにまとめました。各項目1～2ページの読み切り構成。短時間
で概要を把握できるので、初学者におすすめです。

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

インフルエンザ診療ガイド2019-20（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅谷憲夫編著
9784784954803

どの診療科でも遭遇しうるコモンディジーズであるインフルエンザ。てっとり早く今年の知識をupdateしたい方に
オススメです。迅速診断キットの活用法から、新薬バロキサビル マルボキシル（ゾフルーザⓇ）の耐性菌問題ま
で詳述。インフルエンザ流行シーズン前に、ぜひご一読下さい。

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。

臨床で使える！　甲状腺疾患診療のテキス
ト（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥13,310(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 深田修司編著
9784784972920

好評書『jmedmook外来でどう診る？ 甲状腺疾患』が単行本になって登場！ 8年間の進歩を盛り込み、100頁超
増の大改訂。甲状腺疾患診療のプロフェッショナルが解説。甲状腺疾患に苦手意識のあるジェネラリストのた
めの、診療のヒントがたくさん詰まった1冊。実地臨床に即した甲状腺疾患診療の基本と全体像がわかります。

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。

クリニック広報戦略の教科書（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河村伸哉著
9784784955916

いまや医療機関の広報活動はインターネット、Webサイト抜きには語れません。これまで1,000以上の医療機関
のWebサイトをプロデュースしてきた著者が、地域から求められるクリニックになるための実戦的な広報戦略を
基礎から徹底解説。18年6月に変更された医療広告ガイドラインも踏まえ、クリニックが最大限に情報発信を行
うことができる「オフィシャルWebサイトの作り方、使い方」を教えます！

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 
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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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1031137195 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031137196 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137197 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137198 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137199 □ □

新生児蘇生法の20の秘訣
メディカ出版 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

9784840469111

【ワンランク上の新生児蘇生法を目指す！】　Dr.RinshuがJRC蘇生ガイドラインや新生児蘇生法テキストの内容
をふまえながら、ワンランク上の秘訣やコツを話し言葉でわかりやすく伝授！これからNCPRでステップアップを
目指す医療者のための解説書。

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。

著編者名 島袋林秀著

領域横断チョイあてエコー活用術
メディカ出版 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

9784840469166

【セミナーを聴講しているように学習できる】　POCUS研究会の人気企画、ハンズオンライブセミナー。誌面には
セミナーのスライドと解説をそのまま収載した。セミナー会場にいるような臨場感あふれる講義で全身のPOC超
音波検査の知識とテクニックが身につく！

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

著編者名
谷口信行監修,山田博胤編著,
JPOCUSインストラクター著

働き方改革時代の労務管理
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 高平仁史著
9784840468732

【働き方改革関連法案に対応した解決策を紹介】　労働時間、有休、スタッフの妊娠・子育て、突然の退職、etc
――働き方改革関連法案の施行とともに、労務管理は管理者にとってより頭の痛い問題となっている。本書で
は、現場でおこりがちな事例に即して、根拠法令・判例に基づいて解決への道筋を提示する。働き方改革に
よって急務となっている残業の上限規制、有休取得義務、同一労働同一賃金などの事例も収載。

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。

リハビリ患者さんの“食べたい！”を全力で
支えるケア (リハビリナース 2019年秋季増
刊)

メディカ出版 電子書籍

¥14,322(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小口和代監修
9784840467971

【“食べてもらう”が楽しくなる知識とスキル】　摂食嚥下ケアで正しい効果を得るためには、解剖や疾患・病態、
評価診断、栄養などの幅広い知識と共に、食事介助や口腔ケア、摂食嚥下訓練などのケア実践スキルを身に
つけておくことが必要となる。フレイル、サルコペニア、リハ栄養といった最近のトピックも盛り込みつつ、知識と
ケアの両面から患者さんの“食べる”を支えるための決定版！
（著作権の都合により、一部画像がないページがあります）

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

血管内治療の薬 ケアブック (メディカルス
タッフのための血管内治療シリーズ メディカ
テ ①)

メディカ出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉生憲志編
9784840469180

【診療科別じゃない！薬の必須知識が1冊に】 これさえあれば、血管内治療（画像下治療）に従事するスタッフ
が薬の知識で困らない書籍を目指した。麻酔薬、循環器・消化器・脳神経系の血管内治療で用いられる薬、注
意が必要な薬について、特徴（投与方法を含む）と注意ポイント、急変対応をまとめた。

（著作権の都合により、一部画像がないページがあります）

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

□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11月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031137200 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137201 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031137202 □ □

イラストと画像でみる血管内治療に必要な
全身血管 (メディカルスタッフのための血管
内治療シリーズ メディカテ ③)

メディカ出版 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阿古潤哉編
9784840469173

【診療科別じゃない！解剖と画像が1冊に】　「治療中のモニター画面を見ても、実際の解剖のイメージと結びつ
きにくい！」そんなカテ室でのお悩みはこの本で解決！　治療に必要な全身血管の走行、さまざまな角度から
の画像（Ｘ線、造影、3DCT）をイラストで丁寧に解説。血管に障害が起きたときの症状や、カテ中の異常につい
てもわかる。

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。

全身疾患・血管内治療の流れと看護のキホ
ン早見帳 (メディカルスタッフのための血管
内治療シリーズ メディカテ ②)

メディカ出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野口純子編
9784840469197

【診療科別じゃない！カテ看護の流れが1冊に】　「業務が幅広くて覚えられない！」「参考書が少ない！」「救急
で不慣れな治療を介助するのが不安」血管内治療に携わる看護師のお悩みはこの本で解決！　脳・心臓・消
化器…全身の血管内治療の適応疾患・治療の流れ・看護ポイントが早引きできる。カテ室のお守り代わりに！

（著作権の都合により、一部画像がないページがあります）

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

北海道循環器病院の心エコーカンファレン
ス (US Lab シリーズ 8)

メディカ出版 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村上弘則監修,柴田正慶編
9784840469289

【心エコーのレベルアップ間違いなし！】　北海道循環器病院の心エコーカンファレンスにようこそ！ 本書では、
カンファレンスの会話形式で説明する症例ごとに事前情報のとらえかたや心エコー検査のポイント、医師による
基礎となる疾患などの知識の解説など、実践で使える知識をわかりやすく学べる。

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。
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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。



Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 ※こちらは新刊ハイブリッドモデルの対象外のタイトルとなります。ご了承くださいませ。 

 世界の地名約48,000を厳選し（日本を除く）、全9巻で大地域別・五十音順に配列。 
 自然・地形・気候から政治・経済・文化まで幅広い視点から解説。豊富な地図・写真も掲載。 
 国・都市等の人文地名、山・川・海等の自然地名、国立公園・生物保護区等の観光名所、遺跡・
旧都市等の歴史地名、世界遺産等の多彩な地名を収録。旧称・通称等の別名も見よ項目として
豊富に採録し、検索の便を向上。 

 教育現場から研究・実務の参考書に。観光・留学・海外出張等の資料に。各種図書館、企業・ 
  官公庁・自治体の必備資料。 

世界地名大事典 
全9巻 

グローバル時代の世界を地名から読み解く 
国内最大級の世界地名事典 

【総編集】 竹内啓一（元一橋大） 

【編集幹部】 熊谷 圭知（お茶の水大）・山本 健兒（帝京大） 

【編集委員】 秋山 元秀、小野 有五、加藤 博、菅野 峰明、島田 周平、手塚 章、中川 文雄、 
中村 泰三、中山 修一、久武 哲也、正井 泰夫、松本 栄次、山田 睦男 

全9巻セット特価 

同時1アクセス(本体)：￥1,188,000  同時3アクセス(本体)：￥2,376,000  

商品コード：1030973324 

分売可。各巻の詳細はお問合せください。 

Maruzen eBookLibraryで 
新規配信！ 



Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 

■中山書店「内科学書」の特徴■ 
 現在、最も信頼に足る内科学書。情報は最新、ボリュームは最大。専門化、細分化した内科領域の

基礎を十分集約。 
 読者の利便性を考慮した7分冊！関連分野でまとめてあるので、効率的な学習が可能に！ 
 診断ポイントの明示、典型的な症例写真で“見てわかる”教科書を実現！ 
 単なる初見症状の羅列ではなく、「どうしてそうなるのか」がすぐわかる原因とメカニズムを十分に 

解説。 

疾患に至るまでの病態の解説が充実。学生・研修医にとって最適！ 
内科学テキストのスタンダードが5年ぶりの大改訂！ 

同時１アクセス(本体)：¥79,750 同時３アクセス(本体)：¥119,625 

冊子版ISBN： 9784521747491 商品コード：1030541561 

全6冊＋別冊（分売不可） 

内科学書 改訂第  版 9 

総編集 南学 正臣 

部門編集 伊藤 裕／大田 健／小澤 敬也 
下村 伊一郎／田中 章景／千葉 勉 
伴 信太郎／平井 豊博／深川 雅史 
福田 恵一／藤田 次郎／三森 経世 
持田 智／山田 俊幸／山本 和利 
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中山書店『内科学書』の第8→9 版はこう変わる！！ 
 

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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