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　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

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

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

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

●「電子書籍」価格設定について

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

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

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □
著編者名

野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「３.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

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

✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031533214 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533215 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533216 □ □

ボルヘス『伝奇集』　迷宮の夢見る虎
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥6,160(＋税)

著編者名 今福龍太著
9784766425628

□

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

幻想小説の巨匠ボルヘスによる20世紀文学の傑作中の傑作『伝奇集』。この巧智あふれる短編集に向き合
い、多彩な謎を鮮やかに取り出して再-物語化しながら、虎、無限、円環、迷宮、永遠、夢といったテーマをめぐ
る探究を読者に誘いかける。ボルヘスのパーソナルヒストリーや『伝奇集』の翻訳史とも照らし合わせつつ、ボ
ルヘス流の仮構やたくらみを創造的に模倣しながら読み解く、画期的なボルヘス論！

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

司法通訳人という仕事　知られざる現場
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 小林裕子著
9784766426373

「良心に従って、誠実に通訳することを誓います」　法廷における通訳人の仕事は正しく歌舞伎における「黒子」
である。黒子であるからこそ司法通訳にはプロフェッションとしての仕事が求められる。

（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。

ルードルフ・オットー　宗教学の原点
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥10,780(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 澤井義次著
9784766426458

ルードルフ・オットー生誕150年を記念し、宗教学の祖であるオットーの思想の全貌を明らかにする。キリスト教
神学からいかに宗教学は生まれたのか？ 宗教学の祖ルードルフ・オットーの〈三つの顔〉――キリスト教神学
者、哲学者、宗教学者――を有機的に連関させることで、思想の全貌を明らかにする。宗教学そのものの在り
方に迫る一冊。

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。

□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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533217 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533218 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533219 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533220 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533221 □ □

メディア論の地層 1970大阪万博から2020東
京五輪まで

勁草書房 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯田豊著
9784326654253

日本で「メディア論」はどのように覚醒したのか。空前絶後の大阪万博をはじめ、その契機となった出来事に焦
点をあてる。大学における人文知の伝統のみならず、情報環境のグローバルな変容に鋭敏な芸術家や建築家
の創造知、CATVやミニFMなどに魅了された人びとの実践知とも不可分に結びついた、メディア論的思考の地
脈を探る。

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。

職場学習の心理学 知識の獲得から役割の
開拓へ（※）

勁草書房 電子書籍

¥8,030(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊東昌子著,渡辺めぐみ著
9784326251391

企業からの要請もあって、大学における実践的教育の必要性が叫ばれている。本書は職場に新たに参入し仕
事に携わっている人の成長過程を対象に、学校の学びと職場学習の違い、高業績の人の実践知はどのように
明らかにできるか、協働して仕事をする際に生じる問題、個性と仕事の関係といった事項を、理論的手がかりと
実例から解説する。

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。

国際関係理論と日本外交史 「分断」を乗り
越えられるか

勁草書房 電子書籍

¥15,950(＋税)

冊子購入確認

著編者名 大矢根聡編

国際関係論は本当に進歩しているのだろうか。外交史研究では膨大な史料が公開されてきたが、それに溺れ
て分析の視点が不明確になりやすい。理論研究では方法論が洗練されてきたが、理論的革新が見られなく
なった。そこで本書では、日本外交を舞台に歴史研究と理論研究の対話を試み、新たなフロンティアの開拓を
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。

9784326302857

□

¥5,000(＋税)

現代日本教育費政策史 戦後における義務
教育費国庫負担政策の展開

勁草書房 電子書籍

¥57,420(＋税) □

¥18,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井深雄二著
9784326251414

本書は、同著者による『近代日本教育費政策史』の続編となる。戦後の義務教育費の国庫負担政策はどのよう
に確立し、展開したのか、膨大な史料を基に分析する。また、占領教育文書を活用し、教育財政改革諸案の検
討も行う。最後に戦前・戦後を通じた義務教育費国庫負担政策史を総括し、義務教育費財政のあるべき原則に
ついて考察する。

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。

憲法解釈権力
勁草書房 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 蟻川恒正著
9784326451210

憲法改正をめぐる議論は多い。しかし本来ならばそれと腑分けし、分け入るべき憲法解釈の議論をどれだけ重
ねてきただろうか。そこに落とし穴はないか。憲法改正の限界を憲法解釈の約束事のなかに見出す巻頭論文
のほか、国民、政治部門、裁判所、天皇それぞれがする憲法解釈の諸問題に、「憲法解釈権力」という新たな
視座から迫る。

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。

勁草書房 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  4  -

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



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533222 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533223 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533224 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533225 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533226 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533227 □ □

アメリカ・センサスと「人種」をめぐる境界 個
票にみるマイノリティへの調査実態の歴史

勁草書房 電子書籍

¥20,790(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅（七戸）美弥著
9784326200597

センサスは「マイノリティ」をどのように調査、管理、監視し、それは如何なる排斥につながったのか。「名もなき
人々」へのセンサスの記録と日本側査証等史料の相互参照により、幕末～明治初期の環太平洋の移動と移民
史のリンケージにおいて新たに見えてくるものとは。膨大な調査票から「ホワイトネス」への包摂と排除の歴史を
繙く。

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。

デジタルアーカイブの理論と政策 デジタル
文化資源の活用に向けて

勁草書房 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳与志夫著
9784326000487

デジタルアーカイブ学会の設立から2年が経過し、「デジタルアーカイブ」という語は、今や日常的な会話にも登
場するようになった。だがその基本的機能や社会的意味に関して、共通認識が形成されているとは言い難い。
そこで本書は、デジタルアーカイブ構築・利用の改善のための基礎理論を提示し、その政策の方向性について
考察を行う。

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

多機能化する農村のジレンマ ポスト生産主
義後にみるフランス山村変容の地理学

勁草書房 電子書籍

¥14,960(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 市川康夫著
9784326200603

農村地理学は生産主義からポスト生産主義という既存のパラダイムを超えられるか。本書は、フランス中央高
地を中心に「多機能レジーム」として作用する農業・農村政策の政治性に注目、ローカルな農家がどのように大
きな文脈に規定され変容しているのか、多機能化による農村機能がいかにローカルで発現しているかを明らか
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。

EUデータ保護法
勁草書房 電子書籍

¥19,140(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石井夏生利著
9784326403707

EUが目指すデータ保護制度の総合的理解には、GDPR、電子通信プライバシー規則案、刑事司法指令につい
て、デジタル単一市場の実現という共通理念、各規定内容、両者の関係、相違点を明らかにすることが望まし
い。最新運用状況を含め、EUのデータ保護法を包括的に考察し、日本の個人情報保護法の将来設計に向けた
課題を論じる。

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。

比較民法学の将来像 岡孝先生古稀記念論
文集

勁草書房 電子書籍

¥51,040(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 沖野眞已編,笠井修編,銭偉栄編
9784326403714

岡孝先生に直接間接に薫陶を受けた日本、中国、台湾、韓国、ドイツの35名が寄稿した珠玉の論稿が集まり、
外国法との比較、歴史的な分析を対象とし現行民法を巡る諸問題について解明する。人の法、取引法、不法行
為法、近代法制史の順に最新の研究成果を収録し、課題と理論的展望を探る。他に岡先生の略歴、主要研究
業績が収録。

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

実務成年後見法 (勁草法律実務シリーズ)
（※）

勁草書房 電子書籍

¥16,610(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松原正明編著,浦木厚利編著
9784326403721

後見等の開始、職務と権限、監督、家裁の監督、終局、任意後見契約、信託、記録の閲覧・謄写、登記といった
実務家が理解しやすい構成をとって、まずは基本を深く理解することが重要とのスタンスから、法制度、裁判例
を丹念に示す。あわせて制度の理念にそった実務を遂行するに参考となる家庭裁判所における運用も可能な
限り詳説。

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。

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533228 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533229 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533230 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533231 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533232 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533233 □ □

先端技術と規制の公法学
勁草書房 電子書籍

¥14,960(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寺田麻佑著
9784326403738

先端技術の将来と規制枠組み、特にAIに関する新たな法的論点や政策的論点を示す「総論」と、IoT機器やド
ローンといった分野で行政が担うべき規制やリスクコントロールという観点から検討を行う「各論」という構成に
より、技術と時代の変化にしたがって柔軟かつ実効性のある規制手法と規制枠組みを構築するための視座を
提供する。

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

契約と法の経済分析 (中京大学総合政策研
究叢書 第13号)

勁草書房 電子書籍

¥12,760(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤茂春著
9784326504695

第1部では契約の経済学の不完備契約理論を概観し、それに対する契約当事者間の自主的解決としてのオプ
ション契約の有効性を議論する。第2部では法と裁判所による契約不履行の法的救済という制度の下でどのよ
うな法的救済制度が契約の効率性を改善するのかを議論する。第3部では市場の効率性に与える契約不完備
性の問題を議論する。

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。

社会システム 上 或る普遍的理論の要綱
勁草書房 電子書籍

¥22,330(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ニクラス・ルーマン著,

馬場靖雄訳

9784326603244

本書はルーマンの理論が「オートポイエーシス」概念を摂取することによって「後期」の姿へと変貌していく、その
ターニングポイントとなった。以後次々と刊行されていく「社会のシリーズ」で縦横に駆使されることになる諸概
念装置が、一通り提起される。このルーマン理論の折り返し点ないし蝶番となった著書を碩学渾身の翻訳で読
む。

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

社会システム 下 或る普遍的理論の要綱
勁草書房 電子書籍

¥22,330(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ニクラス・ルーマン著,

馬場靖雄訳

9784326603251

本書はルーマンの理論が「オートポイエーシス」概念を摂取することによって「後期」の姿へと変貌していく、その
ターニングポイントとなった。以後次々と刊行されていく「社会のシリーズ」で縦横に駆使されることになる諸概
念装置が、一通り提起される。このルーマン理論の折り返し点ないし蝶番となった著書を碩学渾身の翻訳で読
む。

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

人生の歩みを追跡する 東大社研パネル調
査でみる現代日本社会

勁草書房 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石田浩編著,

有田伸編著,藤原翔編著

9784326603268

ひとびとはこの10年の間にどのような経験を積み、その経験にはひとびとの間にどのような違いがあるのか。さ
らに、このような経験の違いは、どのような要因によって生じ、またどのような帰結を生み出すのか。これらの問
題を「就業・キャリア・貧困」「生活」「家族」「社会・政治に対する意識・態度」の4つのトピックから総合的に検討
する。

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

話し手の意味の心理性と公共性 コミュニ
ケーションの哲学へ

勁草書房 電子書籍

¥15,290(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三木那由他著
9784326102785

従来の議論では「話し手の意味」が話し手の意図を通して理解されてきたのに対し、本書ではそれを話し手と聞
き手の共同体において生じる公共的な現象として捉える。話し手の心理と深く結びつきつつ、自らの意味したこ
とをおおやけに引き受けなければならないという意味で公共的でもあるという両側面を説明しうる新しい理論を
構築する。

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

-  6  -

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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533234 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533235 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533236 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533237 □ □

金融商品取引法の理論・実務・判例 (勁草
法律実務シリーズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥25,520(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
河内隆史編集代表,野田博編,三浦治編,

山下典孝編,木下崇編,松嶋隆弘編

9784326403691

第一線で活躍する研究者と実務家が、数々の先行業績を踏まえて、金融商品取引法の諸制度の意義や立法
の変遷、周辺諸法との交錯・接点等について考察を加え、主として、新法施行以降に蓄積された重要な判例・
行政処分等の体系的な整理を試みる。主張・立証に関する訴訟上の留意点も盛り込まれており、実務的にも参
考となる一冊。

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。

ナウシカ解読 増補版
勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 稲葉振一郎著
9784326654246

「ハッピーエンドの試練」を切り抜けた漫画版『ナウシカ』と長谷川裕一の作品、相応の根拠から「バッドエンド依
存症」に陥った『エヴァンゲリオン』とポストエヴァ時代の作品を追う。『ナウシカ解読』（窓社）と「マルチバースの
ビメイダー」『オタクの遺伝子　長谷川裕一SFまんがの世界』（太田出版）を再録し、新たな論考を追加。

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

プラグマティズムの歩き方 上 21世紀のため
のアメリカ哲学案内 (現代プラグマティズム
叢書 　第1巻)

勁草書房 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
シェリル・ミサック著,

加藤隆文訳

9784326199785

現代プラグマティズム叢書第一弾！　ニュー・プラグマティズムの旗手による、概説書決定版。さまざまな思想
が入り乱れる豊穣な世界を、パース、ルイス、クワイン、セラーズの流れと、ジェイムズ、デューイ、ローティの流
れ、の２つに分け、伝統的なアメリカのプラグマティズムと20世紀の英米哲学との関係が明らかにする。

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。

プラグマティズムの歩き方 下 21世紀のため
のアメリカ哲学案内 (現代プラグマティズム
叢書 　第2巻)

勁草書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
シェリル・ミサック著,

加藤隆文訳

9784326199792

現代プラグマティズム叢書第一弾！　ニュー・プラグマティズムの旗手による、概説書決定版。さまざまな思想
が入り乱れる豊穣な世界を、パース、ルイス、クワイン、セラーズの流れと、ジェイムズ、デューイ、ローティの流
れ、の２つに分け、伝統的なアメリカのプラグマティズムと20世紀の英米哲学との関係が明らかにする。

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。

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533238 □ □

¥4,500(＋税)

人の精神の刑法的保護（※）
冊子購入確認

著編者名 薮中悠著
9784335357404

「刑法における傷害概念」と「人の精神的機能の障害」との関係を、日本における判例・学説の現状から課題を
析出し、ドイツ・オーストリア・スイスとの比較法的検討および日本刑法の沿革的・系譜的検討をふまえて深く考
察。PTSDなど人の精神に変化・変調を生じさせる精神的障害と、失神など人の精神・意識を喪失させる意識障
害等とに分けて検討。人の精神も直截的に傷害罪・各種致傷罪の保護法益であることを示した鮮烈なデビュー
作。

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

弘文堂 電子書籍

¥14,850(＋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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031533239 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533240 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533241 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533242 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533243 □ □

入門国際経済学
中央経済社 電子書籍

¥7,975(＋税) □

¥2,900(＋税)

シャープ再建の軌跡
中央経済社 電子書籍

¥10,450(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 喬晋建著
9784502321610

経営危機に陥ったシャープが鴻海を救世主に選んだのはなぜか、鴻海の子会社になったシャープの各事業分
野はどのような取組みを展開したのか、シャープの経営再建が成功したといえる根拠は何か、経営再建を成功
に導いた基本的要因は何か、「普通の会社」に蘇ったシャープは今、どのような経営課題を抱え、今後どのよう
な方向へ向かうべきか、といった様々な課題を、客観的な事実に基づき、丁寧かつ丹念に解き明かしていきま
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。

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中崎隆著

冊子購入確認

著編者名 大川良文著
9784502323416

本書は大学生や初学者向けの国際経済学に関する教科書です。国際貿易と国際労働移動を取り上げた章で
は、余剰分析や一般均衡分析の説明とそのモデルから読み取れる経済的事象について、くどいほど詳しく解説
することを心掛けています。国際金融論を取り上げた章では、国内外の資金の動きを示す国際収支と、すべて
の経済取引に関連し世界経済の動向に大きな影響を与える為替レートの仕組みについて集中的に取り上げて
います。

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

9784502325113

改正が相次ぐ「犯罪収益移転防止法」と国際的な資金移動の取締りに重要な役割を果たす「外国為替及び外
国貿易法」を中心に、為替取引・貿易において重要な規制を詳細に解説しています。用語の定義から明快に説
き起こし、わかりやすさを重視した丁寧な説明が本書の特徴となっています。コラム欄「もう一歩前へ」では、実
務上の疑問・注意事項に行き届いた目配りがあり、この点もぜひご一読いただきたい重要なポイントです。

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。

映画に学ぶ経営管理論〈第3版〉
中央経済社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税)

詳説犯罪収益移転防止法・外為法〈第4版〉
中央経済社 電子書籍

¥15,125(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 松山一紀著
9784502327117

経営管理論はすぐれて実践的な学問です。しかし、大学の講義はとかく理論や知識先行で臨場感に欠けます。
臨場感がなければその醍醐味は伝わりません。導入段階ではやはり興味関心と、「な～んだ、私でもわかるや
ん」という感覚が必要なのです。本書では、経営管理論を学ぶうえで重要なテーマを7つ取り上げ、これらのテー
マについての理解を深めるために、10本の映画を題材として取り上げています。

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

9784502318511

既存製品・サービスの性能向上やコストダウンに注力するビジネス展開はすでに行き詰まり、顧客からの要求
に応え続けることで組織の疲弊を招いています。この現状からの方向転換を図るのが、デジタル異業種連携戦
略。IoTやAIなどを活用し、自社の優れた経営資産を異業種の経営資産と組み合わせることで、新市場や新規
事業への参入を可能にします。本書では、デジタル異業種連携のための戦略の立て方と実践方法を解説しま
す。

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

デジタル異業種連携戦略
中央経済社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋透著

□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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031434015 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年4月 商品コード 1031434016 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031434017 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031434018 □ □

戦後大学改革と家政学 専門学の転成と大
学の変革

東京大学出版会 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石渡尊子著
9784130562317

「良妻賢母の学」のように言われた戦前にあっても、家政学は、女性のための、文理を横断した総合の学であっ
た。戦後はさらに、男女、専門分野、公私立の別も超え、リベラルアーツ教育や地域教育の拠点として大学が
新生するための要として、家政学部は構想されていたのだが……。知られざる歴史を追う。

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。

市場化時代の大学経営分析 私立大学の財
務分析を中心として

東京大学出版会 電子書籍

¥12,375(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川崎成一著
9784130562300

大学設置基準の大綱化以降、そして少子化の進む今日ではさらに、日本の大学に「経営感覚」が求められてい
る。しかし、一般の企業とはことなる組織の目標、関係法規、財務体質をもつ大学が、とくに財務においてなす
べき経営とはなにか。そのポイントと分析手法を、現代日本の私学を題材に、わかりやすく説明する。

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

Education and Social Stratification in 
South Korea

東京大学出版会 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 有田伸著
9784130572019

東アジアの経済的成功は、その教育システムの成功ととらえる論評は多いが、教育をめぐる競争が抜きんでて
厳しい韓国において、進学・就学は、社会階層の形成と実際どう結びついているのか、再生産批判は当たるの
か。2006年に小会から刊行され、数々の学会賞を受賞した比較教育学の名著『韓国の教育と社会階層』を英文
化。

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

乳児期における社会的学習 誰からどのよう
に学ぶのか

東京大学出版会 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥村優子著
9784130161220

ナチュラル・ペダゴジー理論を援用し、情報源としてのヒトの特異性やロボットの有効性（誰から）と、アイコンタ
クトや言語などのコミュニカティブな手がかりが与える影響（どのように）という観点から、他者からの学習のメカ
ニズムの発達に迫る意欲作。

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

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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439218 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439219 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439220 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439221 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031439222 □ □

日本医療保険制度史（第3版）
東洋経済新報社 電子書籍

¥49,500(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉原健二著,和田勝著
9784492701485

制度の成立前史を含めた100年の制度史の集大成。医療保険制度、医療サービス・医療費問題の歴史的政策
的な展開と課題を展望する。

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

著編者名 橘木俊詔著
9784492223949

これまで所得格差が注目されていた女性間の格差。格差研究の第一人者が「幸福度」に注目し、新たな女女格
差を分析した衝撃の書。

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。

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

2030年の第4次産業革命
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 尾木蔵人著
9784492762523

AIやIoTなどのデジタル技術がビジネスを一変させた！　日本の第一人者による第4次産業革命の最前線レ
ポート。

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。

女子の選択

無形資産が経済を支配する 資本のない資
本主義の正体

東洋経済新報社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

企業投資がソフトウェアや研究開発等の無形資産にシフトする中、企業や政府は何をすべきか？　気鋭の経済
学者が分析・提言する。

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
ジョナサン・ハスケル著,

スティアン・ウェストレイク著,山形浩生訳

9784492315248

シンプルなビジネス英語の決定版。米国歴代大統領も使用する品格ある英語。バフェットも情報開示の言語と
して推奨する。

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。

Plain English 入門 アメリカ・イギリスの政府
機関のお墨付き！「究極のシンプル英語」

東洋経済新報社

9784492046562

電子書籍

¥4,950(＋税)

冊子購入確認

□

¥1,500(＋税)

著編者名 浅井満知子著

□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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439223 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439224 □ □

リード・ザ・ジブン　　ユニクロで人材育成の
責任者をやってみた。

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税)

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇佐美潤祐著

ファーストリテイリング（ユニクロ）で人材育成機関（FRMIC）担当の執行役員を務めた人物による人材＆チーム
育成術。

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

□

9784492503140

イノベーション全書
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 紺野登著
9784492522257

先の見えない時代をいかに切り開くのか？　アートからサイエンスまでの叡智を結集したビジネスパーソンのた
めのガイドブック。

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

-  12  -

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



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031434022 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340515 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340516 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340517 □ □

新訳蜂の寓話─私悪は公益なり
日本経済評論社 電子書籍

¥9,075(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
バーナード・マンデヴィル著,

鈴木信雄訳

9784818825482

18世紀、西欧に到来しつつある商業社会の本質を冷徹に見通していた思想家・マンデヴィル。思想の一部はア
ダム・スミスが事実上継承し、ケインズ、ハイエク、マルクスらの想源となった作品の新訳。

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

フランス古典経済学研究
日本経済評論社 電子書籍

¥10,725(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平田清明著
9784818825376

フィジオクラシーの思想的基礎。小農経営と危機的な再生産＝蓄積。英国古典派に拮抗するもう一つの古典経
済学。著者初期の苦闘の跡を遺す、未公刊学位論文。

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

平田清明著作 解題と目録
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 平田清明記念出版委員会編
9784818825383

記念碑的な『経済科学の創造』にはじまる著書12点の解題は、初出との比較、および反響も記載。著作目録は
小文を含めた完全版。

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。

近代日本の戦傷病者と戦争体験
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 松田英里著
9784818825444

「戦争の惨禍」や国家・社会の矛盾の象徴とされる一方、待遇改善の声をあげ、戦時は総力戦体制に組込まれ
た「癈兵」。日露戦争から日中戦争までの軌跡と戦場・戦争体験の固有性を明らかにする。

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。

  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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533244 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533245 □ □

同性愛文学の系譜 日本近現代文学におけ
るLGBT以前／以後

勉誠出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤氏貴著
9784585291916

「同性愛文学」の系譜を辿る―。近代以降、同性愛は文学の中でどのように表現されてきたのだろうか？BL、
百合という文脈で語られると共に、一方でLGBTQを考えるための文学としても着目されている同性愛文学。森
鷗外、三島由紀夫、田村俊子、吉屋信子ら近代文学の作家から、松浦理英子、吉田修一、山崎ナオコーラ、村
田沙耶香、綿矢りさら現在進行形の作家まで紹介し、明治から平成までの文学史の一側面に光を当てた一
冊。

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

老年こそ創造の時代 「人生百年」の新しい
指針

勉誠出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中英道著
9784585230762

老熟を活かそう。経験、知識は若者の数倍もある。葛飾北斎90歳、ミケランジェロ89歳。大芸術家たちの「人生100年」論。現代の
「人生100年時代」という言葉には、テクノロジーの進歩や健康医学の進展、薬品の開発によって寿命が否応なく伸びやっかいな問
題を新たに抱えた、というネガティブなニュアンスが大いにある。しかし、経験と知見を積み重ねた「人生100年」は古来ずっと存在
し、人類が考え続けてきたテーマであることは、長く生き、素晴らしい創造性を持った人々が少なくなく存在し、同時に彼らもまた老
人の人生を語ってきたことで証明されている。大局的な視点に立ち、国内外の先人に学ぶことで、現代を生きる老人たちの新しい
生き方を模索する。

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。

□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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031533246 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533247 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533248 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533249 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533250 □ □

人種と歴史／人種と文化
みすず書房 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
クロード・レヴィ=ストロース著.
M・イザール序文,渡辺公三訳,

三保元訳,福田素子訳

9784622088509

世界で読まれるコンパクトな名著を、第一人者・渡辺公三の新訳で。文化の多様性をふたたび断固擁護した
「人種と文化」併収。新序文。

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

みんなにお金を配ったら ベーシックインカム
は世界でどう議論されているか？

みすず書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アニー・ローリー著,

上原裕美子訳

9784622088448

シリコンバレーからケニアの農村までグローバルな取材で最先端の現状を報告。「最良の研究だ」 ローレンス・
サマーズ。

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

霧中の読書
みすず書房 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒川洋治著
9784622088455

揺れ動く社会のなかでぶれない著者が、風景と時間、言葉と文学、表現と形態など、書物から得る発見と喜び
を生き生きと伝える最新文集。

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

中国くいしんぼう辞典
みすず書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 崔岱遠著,李楊樺画,川浩二訳
9784622088271

多様な風土にさまざまな文化が混在する中国で、おいしいものを追い求めるくいしんぼうたちの胃袋をとらえた
垂涎必至の絶品エッセイ！

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

分析心理学セミナー 1925年、チューリッヒ
みすず書房 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カール・グスタフ・ユング著,ソヌ・シャムダサーニ編,

ウィリアム・マガイアー編,横山博監訳,
大塚紳一郎訳,河合麻衣子訳,小林泰斗訳

9784622088431

ユング自らが生き生きと語るフロイトとの交流と決別、赤の書、タイプ論。広大な思想の手引となるユング心理
学誕生のドキュメンタリ。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  15  -

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



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031533251 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533252 □ □

なぜならそれは言葉にできるから 証言する
ことと正義について

みすず書房 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カロリン・エムケ著,

浅井晶子訳

9784622088530

暴力をうけた人はそれを話すことができるだろうか。語ること、聞くこと、伝えることをめぐる、温かく深みのある
エッセイ。

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

74歳の日記
みすず書房 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
メイ・サートン著,

幾島幸子訳

9784622088523

軽い脳梗塞を患い、気づいたこと――「健康な人には分からないことがある」。どこまでも人生の探検者であり
つづけ、元気になるまで。

冊子を購入または
発注の場合は、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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1031533253 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533254 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533255 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533256 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533257 □ □

信託課税研究の道標
有斐閣 電子書籍

¥20,460(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中里実編著,渕圭吾編著,吉村政穂編著,

増井良啓著,浅妻章如著,藤谷武史著,神山弘行著

9784641227705

信託法理の生成といった過去を振り返るとともに、信託の有する財産権の転換機能（柔軟な受益権設定、時間
を超える利益調整）に伴って生じる課税上の諸問題および租税法理論の新たな可能性を広く考察する本書は、
信託課税の理論的発展の道標となる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。

電子書籍

¥3,740(＋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。

アメリカから見た日本法（※）
有斐閣

著編者名
ジョン・マーク・ラムザイヤー著,

長谷部恭男著,宇賀克也著,中里実著,川出敏裕著,
大村敦志著,神田秀樹著,松下淳一著,荒木尚志著,白石忠志著

9784641125919

著名かつ学習上重要な事件を素材にして、事件の背景や裁判所の判断を紹介し、解説。ラムザイヤー教授が
英語で事案・判旨・解説・自身の見解を示したのち、それぞれの判例につき各分野の第一人者によるコメントを
付した。

電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

レポートの書き方やテーマの探し方、ゼミでの発表や議論のポイント、法情報の調べ方や分析・引用の方法な
ど、法学部での学びの基礎を具体例を交えて解説。法学を学ぶ意義や将来への役立て方までわかる、魅力
たっぷりの1冊。法律討論会の章が加わりパワーアップ！

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

憲法1　人権〔第7版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渋谷秀樹著,赤坂正浩著
9784641221277

法律学に慣れない初学者にも配慮したスタンダード・テキスト。図表や例を織り込み、わかりやすく叙述。第1巻
は、個別の人権、なかでもイメージしやすい人身の自由から入り、人権の意義・通則を後で学ぶ特徴的な構成
で、抽象的な議論もスムーズに理解できる。

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。

□

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田髙寛貴著,

秋山靖浩著,原田昌和著

9784641126114

リーガル・リサーチ＆リポート〔第2版〕 法学
部の学び方（※）

有斐閣

初学者でも抽象的な議論につまづくことなく理解し、考える力がつくよう、工夫を凝らしたスタンダードなテキス
ト。第2巻では、立法・行政・司法という統治機構の仕組みを理解してから、統治の基本原理へ進み、全体の最
後に憲法の意義と歴史を学ぶ。

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

□

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渋谷秀樹著,赤坂正浩著
9784641221284

憲法2　統治〔第7版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,840(＋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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533258 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533259 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533260 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533261 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533262 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533263 □ □

家族法〔第4版〕 民法を学ぶ（※）
有斐閣 電子書籍

¥9,460(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 窪田充見著
9784641138186

2018年の相続法大改正に加え、成年年齢・特別養子・子の引渡し等に関する法改正を受けて全面改訂。とき
にユーモラスな筆致は読みやすく、客観的・具体的かつ丁寧で独習用としても最適。「法的ルールとしての家族
法」の理解形成を目指す、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。

民法　親族・相続〔第6版〕 (アルマＢ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松川正毅著
9784641221406

判例・通説の立場からわかりやすく解説しつつ、現代的な家族の問題にも言及する。また、コラムでは、フラン
スの考え方や家族の様子などを紹介する。平成30年の相続法や、令和元年の親子法（特別養子）の改正に対
応するとともに、全体を見直した最新版。

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。

新基本民法4　債権編〔第2版〕 契約債権の
法（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641138209

債権総論を「契約債権の法」ととらえ、契約によって成立した債権の実現に関して我々の社会がいかなる法をも
つべきかを考える。初版は法案段階で改正対応を行っていたが、施行を前に対応を完成させた。2色刷で重要
ポイントがひと目でわかる。〈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。

標準 著作権法〔第4版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高林龍著
9784641243316

複雑な条文構成のため、全体像を把握して学ぶことが難しい著作権法。その基本をおさえられるよう、わかりや
すく一貫した叙述を心がけた。著者ならではの実務的な視点からの解説も特長。第４版では、平成30年改正等
に対応し、注目される判例も多数取り入れた。

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

米国と戦後東アジア秩序 中国大国化構想
の挫折

有斐閣 電子書籍

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋慶吉著
9784641149342

アメリカが重視すべきなのは、中国か日本か。中国をパートナーに東アジアの秩序管理を行うことを考えていた
アメリカは、第二次世界大戦後、日本重視の路線へと、その東アジア政策を転換する。その過程を実証的に分
析し、現代アメリカの東アジア政策の起源に迫る。

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。

ミクロ経済学って大体こんな感じです（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内健蔵著
9784641165557

読者が途中で投げ出すことがないように「わかりやすさ」を最優先にした新しい入門書。ミクロ経済学の全貌を
最初に大づかみできる構成や、消費者行動と生産者行動の両理論の対称性を明確にすることで効率的に学べ
る解説など、初学者のための工夫が盛りだくさん！

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。

-  18  -

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



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533264 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533265 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533266 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533267 □ □

入門・証券投資論 (有斐閣ブックス)（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,480(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岸本直樹著,池田昌幸著
9784641184473

実例に近い例をふんだんに用い、重要な概念や計算方法を、経済学を前提とせずにやさしく説明するよう工夫
されている。数学や統計学の入門から取引の仕組みと分析ツールの利用までしっかり学ぶことができる。Web
付録も充実。文系学生、ビジネスパースンにお薦め。

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

新しい人事労務管理〔第6版〕 (アルマＳ)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
佐藤博樹著,

藤村博之著,八代充史著

9784641221444

日本企業の実態を踏まえて人事労務管理を解説する好評定番テキスト。労働法制の改正に加え、働き方改革
等、多様な人材が活躍できる職場づくりへの対応など、雇用環境が大きく変化しつつある中、今後を展望する
ためにも必須となる基礎的な理解を得られる一冊。

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

社会福祉をつかむ〔第3版〕 (テキストブック
ス［つかむ］)（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 稲沢公一著,岩崎晋也著
9784641177277

なぜ人は人を助けるのか。「援助すること」をめぐる実践的な問いから、それを支える理念・政策までを、短いユ
ニット単位でわかりやすく解説した入門テキスト。地域包括ケア法、障害者基本法改正、社会福祉法改革など
の動向や統計データを反映した最新版。

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。

やさしい教育心理学〔第5版〕 (アルマＩ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鎌原雅彦著,竹綱誠一郎著
9784641221468

ロングセラーの定番書が第5版化。各種統計データの刷新のほか、いじめ問題や発達障害のアセスメントの記
述を加筆。コラムにもコンサルテーションや不登校の話題を追加し、従来どおりのコンパクトさで教職課程に加
えて公認心理師カリキュラムにも対応。

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

-  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。



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533268 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533269 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533270 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533271 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533272 □ □

近代皇室の社会史 側室・育児・恋愛
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森暢平著
9784642038928

側室制や乳人制度など伝統的な婚姻・子育ての形を色濃く残していた皇室が、なぜ「近代家族」化の道を辿る
ことになったのか。一夫一婦制への転換、「御手許」養育の変遷、恋愛結婚の実態など、明治中期から戦後を
対象とし、皇室内部の史料と新聞雑誌メディアをもとに検討。大衆化する社会情勢と連関させて考察し、時代に
順応していく皇室の姿に迫る。

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。

戦国末期の足利将軍権力
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水野嶺著
9784642029629

織田信長の陰で看過されがちであった足利義輝・義昭ら戦国期の将軍や幕府。近年多くの論考が発表され深
化した研究成果を整理し、信長発給の禁制や将軍御内書などから義昭と信長の関係を再検討する。儀礼や故
実を司り、栄典や諸免許の授与などを行う戦国・織豊期の将軍権力の実像に迫り、やがて消失するまでの過程
を足利将軍の視点から解き明かす。

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

鎌倉浄土教の先駆者　法然 (歴史文化ライ
ブラリー 494)

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 中井真孝著
9784642058940

ひたすら念仏を唱えることで、誰もが往生できると説いた法然。貴族的な平安浄土教と訣別し、信望と誹謗を受
けながら庶民救済への道を開き、鎌倉時代の仏教に大きな影響を与えた。近年発見された法語集「浄土宗見
聞」や著作『選択(せんちゃく)本願念仏集』などから生涯を辿り、その思想と教えの特徴を読み解く。仏教史上画
期となった浄土宗開祖の等身大の姿に迫る。

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。

大地の古代史 土地の生命力を信じた人び
と (歴史文化ライブラリー 493)

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 三谷芳幸著
9784642058933

古代の人びとは大地といかに関わり、どのような意識を形成していたのか。国魂・開発・所有と売買・禁忌・天皇
という五つの視点から、地方と都の人たちの大地をめぐる豊かな営みや、土地に対するユニークな信仰を追究
する。大地の神霊を畏怖する「未開」な心性と「文明化」との葛藤の過程をたどり、日本人の宗教的心性のひと
つの根源を探り出す。

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。

室町・戦国期の土倉と酒屋
吉川弘文館 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒匂由紀子著
9784642029612

従来、京都上層の民衆集団である「町衆」の代表的存在で、都市経済を支える金融業者と位置づけられてきた
土倉・酒屋。この定説を検証し、『蜷川家文書』『八瀬童子会文書』などの史料から土倉・酒屋とみなされてきた
者たちの本来の身分を見出し、権力とのつながりを解き明かす。応仁・文明の乱前後の実態分析から、京都の
社会構造を再検討する

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

□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。



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533273 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533274 □ □

交通・情報となりわい 甲斐がつないだ道と
馬 (新しい古代史へ 3)

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
9784642068444

列島各地に網羅された水陸の道。要所に置かれた駅や津は、人びとや物資が行き交う交通の拠点であった。
物資運搬や軍事に重要な役割を果たした馬や自然環境と生業を通して、多民族・多文化共生の豊かな古代社
会を描く。

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

武蔵の武士団 その成立と故地を探る (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 安田元久著
9784642071130

源頼朝による武家政権創設の鍵となったのが、武蔵武士の動向だった。彼らの支持を得て幕府の拠点を鎌倉
に据え、その主力が平家を滅亡させた。畠山重忠、熊谷直実ら代表的な武士の実像を解明し、鎌倉幕府の原
風景を探る。

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。

-  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。



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1031533275 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533276 □ □

徒然草の誕生──中世文学表現史序説
岩波書店 電子書籍

¥29,700(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中野貴文著
9784000014106

後世において「随筆」と呼ばれるジャンルを先取りするかのような独得の文章表現を達成した徒然草。その内容
と文体は、いかにして獲得されたものであったのか。消息文や楽書、教訓書など、先行する様々なテクストとの
格闘を通して、書記行為の可能性を広げていった徒然草の姿を、時代のなかに浮かび上がらせる。

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。

19世紀後半以降のメディアの発達は、あらゆる情報が氾濫する現代社会の成り立ちにどのような影響を与えて
きたのか。国民国家形成の歴史のなかに、出版・新聞・映画・ラジオ・テレビといった各領域の発展を位置付
け、英米独日の各国を時系列的に比較する画期的なメディア史。98年の刊行以来読み継がれてきたロングセ
ラー、待望の新版。

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。

岩波テキストブックス　現代メディア史　新版
（※）

岩波書店 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤卓己著
9784000289207

□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 

-  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。



人文社会編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031433999 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031340500 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340501 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340502 □ □

スクールソーシャルワークにおけるスーパー
ビジョン実践モデルの生成――参加型評価
を活用したエンパワメントに着目して（※）

学文社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大友秀治著
9784762029400

スクールソーシャルワーカー（SSWer）をエンパワメントし事業体制を変革するスーパービジョン（SV）を明らかに
し、現場に活用できるSV実践モデルを生成することを試みる。困難性を有するスクールソーシャルワーク(SSW)
実践を機能させるためには、教育と福祉をバックグラウンドに持つ者同士が強みを発揮して協働し合う体制に
活用事業そのものを変革していくことが重要である。

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。

9784762029288

これまでの福祉政策の経緯を踏まえた上で、「地域福祉政策」のあり方を理論と実践の双方から論じる。現状
の「地域福祉政策」の解説書であり、今後のあるべき姿を示す。理解を深めるために、ローカル・ガバナンスや
ソーシャル・キャピタルの概念からの検討をし、また地域福祉の基本的な構成要素となるその財源論や地域福
祉計画、地域共生社会、包括的支援、地域援助技術などの考え方そしてそれらの実践や実践事例を取り上げ
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。

地域福祉政策論（※）
学文社 電子書籍

¥8,349(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新川達郎編著,川島典子編著

著編者名 和田光一著,岩川幸治著
9784762029387

社会福祉および子ども家庭福祉の入門テキスト。子ども家庭福祉の根底に流れる社会福祉の理念、構成要素
も解説。社会福祉や子ども家庭福祉を学ぶ方にとって必要な基礎的な知識を習得できるように努める。子ども
家庭福祉の理念ウェルビーイングの考えを基本に、子育て支援や健全育成についても「子どもの最善の利益」
をキーワードにして分析する。

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。

相互理解に向けた国際観光コミュニティ論。訪日中国人観光客の急増による訪問者と観光地の居住者との間
の交流の深化を、中日間の新たな国際観光コミュニティの形成と捉え、その検証を行う。

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

最新 現代社会福祉と子ども家庭福祉 (シ
リーズ社会福祉のすすめ 2)（※）

学文社 電子書籍

¥8,712(＋税) □

¥2,400(＋税)

国際観光コミュニティの形成 訪日中国人観
光客を中心として（※）

学文社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

冊子購入確認

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 馮力著,孫根志華著
9784762029417

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  23  -

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



理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1031533277 □ □

出版社

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 1031533278 □ □

出版社

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 1031533279 □ □

出版社

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 1031533280 □ □

出版社

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 1031533281 □ □

保険数理と統計的方法（理論統計学教程 
従属性の統計理論）

共立出版 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税)

位相のあたま
共立出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石川剛郎著
9784320113466

本書は気軽に読める位相の入門書である。読めば「位相のあたま」を鍛えることができる。位相の最初に（あた
まに）学ぶべき項目をしっかり押さえている。極限やエプシロン・デルタ論法や開集合などをわかりやすく解説す
る。

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

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原山美知子著

冊子購入確認

著編者名
吉田朋広編,栗木哲編,

清水泰隆著

9784320113510

古典論から現代的リスク理論までの学術的な変遷をその理論と共に概観し、また、保険数理の実学としての側
面もおろそかにせず、それらの統計的問題と対処法に対しても保険数理という文脈で一定の方法論を与えるこ
とにより、より実践に近いところまで到達できるように解説。

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。

9784320124400

本書は、コンピュータ通信技術の専門書である。スイッチの技術から、IPv6、マルチメディア通信、管理、セキュ
リティ、暗号・認証、オーバーレイネットワークまで、ネットワーク管理者・技術者として知っているべき内容を幅
広く取り上げた。コンピュータ通信技術は秀逸な仕組みやアイデアに溢れている。様々な技術がなぜそのように
なっているか、仕様の本質を理解しやすいように、多くの図とわかりやすい文章で記述した。

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。

課題解決のための情報リテラシー
共立出版 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税)

Advancedコンピュータネットワーク
共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 美濃輪正行著,谷口郁生著
9784320124455

本書の特徴は、大学の新入生を主な対象として、現実的に直面する課題を、順を追って、具体的な操作と関連
する知識を踏まえながら解決していく形式の教科書になっていることである。また、単なる操作説明のマニュア
ル本でもなく、かと言って知識偏重の専門書でもなく、できるだけ実用性が高い内容を盛り込んでいる。

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。

9784320082205

発電設備や上下水道システムなど社会のインフラを支える基盤技術であるとともに、ロケットやジェットエンジン
のような最先端工学の研究対象でもある流体機械について、初学者がその基礎から応用までを広く学ぶため
に適した教科書・参考書。

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。

流体機械―基礎理論から応用まで―
共立出版 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山本誠著,太田有著,

新関良樹著,宮川和芳著

□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 

-  24  -

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



理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年1月 商品コード 1031533282 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533283 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533284 □ □

理工系の技術文書作成ガイド（※）
コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 白井宏著
9784339078206

誰が読んでも間違いなく同じ結論に達するためには、どのように技術文書をまとめればよいか。理工系の学生
が悩む技術文書や技術論文、実験レポートの論理的な書きかたに、発表のしかたを含めて丁寧にまとめた。

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。

材料の熱力学 入門（※）
コロナ社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 正木匡彦著
9784339066487

材料工学系大学生向けの化学熱力学教科書。高校の物理と化学から大学の化学熱力学の統一した考え方
（特に相平衡、化学平衡、溶液の考え方）への移行が、スムーズに行えるように配慮した。また、考え方の図形
的イメージ化にも努めた。

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。

本書は、空間的応用一般均衡解析の内容を解説したテキストである。著者らが開発した汎用型空間的応用一
般均衡モデル（RAEM-Light）を用いた実証分析を通じて、初学者から実務者までがこの手法を利用できるよう
に解説した。

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

社会資本整備の空間経済分析 汎用型空間
的応用一般均衡モデル（RAEM-Light）によ
る実証方法

コロナ社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小池淳司著
9784339052343

  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 

-  25  -

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



理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1031434056 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434057 □ □

Windows10、Word、Excel、PowerPointの基本的な使い方とOfficeのフォトレタッチ機能をマスターできるテキス
ト。手順を追った例題と豊富な練習問題を掲載。

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。

30時間でマスター Office 2019
実教出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 実教出版企画開発部編
9784407348354

30時間アカデミック Office 2019
実教出版 電子書籍

¥3,575(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407348330

・ワープロ、表計算、プレゼンテーションなどのパソコンのリテラシーを網羅。　・例題をとおして基礎から学べる。　
・レポート・資料作成に必要な知識・操作を解説。　・情報活用基礎が身につく実習問題を節末に掲載。　・コン
ピュータやインターネットの基礎、著作権の基礎、SNSの安全な利用、レポート作成のコツ、プレゼンテーション
の基本技能なども掲載。

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。

□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 

-  26  -

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



理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031533285 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533286 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533287 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533288 □ □

金沢大学人間社会研究叢書 近代中国の食
糧事情　食糧の生産・流通・消費と農村経済

丸善出版 電子書籍

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 弁納才一著
9784621304426

近代中国農村は貧しく、農村の経済も全体として遅れていたと見なされてきた。  だが、実際には近代中国の農
村では脱農化・手工業化が進行。遠方からの穀物の移入が当たり前のように行われ、すでに農業国とは言えな
い状況にあった。そこに起こった日中戦争は、この国の食糧事情をどのように乱し、変えていったのか。本書で
は中華民国期の食糧の生産・流通・消費に膨大な統計・資料から迫り、近代中国農村経済史の全体像構築を
図る。

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

「ごみ減量の施策とその効果」「日本のプラスチック戦略」「海洋プラスチック問題」など、今日関心が高い事柄ま
で、科学的視点に立ち、それらの是非について考える。SDGsへの取組や環境問題に対する意識が世界的に高
まる中、一見してよさそうに思える取組みやキャッチコピーを単に鵜呑みにするのではなく、各人がよさとは何か
を見直し、持続可能な地域社会づくりにコミットしていくためのヒントが満載。

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

科学的に見る　SDGs時代のごみ問題
丸善出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松藤敏彦著
9784621304716

いまを生きるための倫理学（※）
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
盛永審一郎編,

松島哲久編,小出泰士編

9784621304419

現代社会ほど倫理やモラルが問われている時代はない。そのような状況において、現代人の心の中には今ま
での生き方やモラルを問い直そうとする気運も生まれてきている。本書は、生命、環境、教育から、家族に至る
まで、生きるうえで見過ごすことのできないトピックを論題に立て、「倫理学」の知見をもとに平易に解説する。各
テーマに精通する専門家が判断基準を提供する、１テーマ見開き完結の教養テキスト。

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。

日本のしきたり英語表現事典
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
亀田尚己著,中道キャサリン著,

神崎宣武編集協力

9784621304327

海外から見ると何か複雑で独特に見える日本のしきたりを、英語でうまく相手に伝えるにはどう表現したらいい
のか？興味深く、面白い日本のしきたりについて、その歴史的･文化的背景についての理解を深めながら、その
わかりやすい英語表現もマスターできるユニークな事典。経験豊かな英国人翻訳家による明快な英語表現で
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 

-  27  -

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



理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533289 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533290 □ □

はじめてのLinux
森北出版 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小林真也監修,宇戸寿幸著,

黒田久泰著,遠藤慶一著,藤橋卓也著

9784627854611

Linuxの基礎を実習例を通して学べるテキスト。研究やレポート執筆に必須のアプリケーションもあわせて解説。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

身近な現象の例題からスタートするため、現象と数学のつながりや、考え方がよくわかる。確率統計を使いこな
す力も身につく。

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。

確率統計入門
森北出版 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺浩著,宮部賢志著
9784627082311

□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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031533291 □ □

超伝導　【朝倉物理学大系　22】
朝倉書店 電子書籍

¥25,080(＋税) □

¥7,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高田康民著
9784254136920

現象の基礎から理論・機構まで俯瞰する比類なき書。 〔内容〕電子フォノン複合系（断熱近似、格子力学、電子
フォノン相互作用、ポーラロン他）／超伝導研究の歴史とBCS理論／超伝導機構の微視的機構とその転移温度
の第1原理計算

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  29  -

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



理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533292 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533293 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533294 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439200 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439201 □ □

マンガでなるほど！ 親子で学ぶ プログラミ
ング教育

インプレス 電子書籍

¥4,488(＋税) □

¥1,360(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石戸菜々子監修,マルサイ画
9784295008217

プログラミング教育の最前線で活躍する「ナナコ先生」が、義務教育で必修化された目的や論理的思考力の真
意について、IT知識ゼロでもわかるやさしい言葉で解説します。さらに、親子で学ぶパソコンとの付き合い方や
おすすめパソコン、今すぐ試せるプログラミングアプリの紹介、人気のワークショップレポートなど、知りたい情報
をやさしく解説します。

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。

海外ドローン市場注目企業の最新動向2020
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
田中亘著,野々下裕子著,

春原久徳著,インプレス総合研究所著

9784295008248

本書は世界のドローン業界の最新動向について、海外注目企業28社の解説を中心にまとめたレポートです。海
外のドローン企業が提供するサービスの詳細や最新事例を掲載しています。ドローンを活用したサービスを提
供する企業や自社でドローンを活用する企業、ドローンの導入を検討しているなどが海外の先進的な活用事例
やビジネスを参考にすることで、事業戦略立案のアイデアやヒントが得られます。

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。

情報抽出・固有表現抽出のための基礎知識 
(実践・自然言語処理シリーズ 4)

近代科学社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩倉友哉著,関根聡著
9784764906105

社会の中で日々蓄積されていく電子データの多くは自然言語で書かれたテキストであり、それらをデータベース
として整理・構造化し、活用するには、拡散した情報を適切に抽出し関係づける必要がある。このプロセスを
（半）自動化する技術が「情報抽出」である。本書では、固有表現抽出技術と、固有表現間の関係を抽出する関
係抽出技術に焦点を当て、機械学習などを駆使して「情報抽出器」を作るための解説を行う。

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

水・水溶液系の物性
近代科学社 電子書籍

¥9,504(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田巻繁著,

松永茂樹著,日下部征信著

9784764960077

本書は水および電解質水溶液について、物理学的ならびに化学的な考察に基づいた微視的観点から解明する
と同時に、社会的ニーズの高い水の利用についての最新の成果を同様な観点に基づいて説明を試みたもので
ある。読者対象としては、大学理工科系の専門課程の学生、大学院の修士・博士課程の院生、若き研究者、な
らびに企業の研究員を念頭においている。

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。

統計モデリング (ISMシリーズ : 進化する統
計数理 8)

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
石黒真木夫著,三分一史和著,

種村正美著,清水悟著

9784764906099

本書は統計モデルの発想、練り上げ、検証、改良にかかわる「統計モデリング」の過程を理解し、扱えるように
なることを目的する。第1章では基礎論としてデータの関係を統計モデルの形で記述する方法を解説し、第2～4
章では時系列解析（過去と将来のデータの因果関係）、空間統計学（測定した位置とそれ以外の位置との関係
性）、医療統計（診断における統計的検定の使い方）の分野における統計モデリングの具体例を詳述する。

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。

□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 

-  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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439202 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439203 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439204 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439205 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439206 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439207 □ □

写真がもっと上手くなる ポートレートテクニッ
ク事典101＋

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
上田晃司著,大村祐里子著,

酒井貴弘著,石橋英祐著

9784295008347

「基本テク」「自然光テク」「ストロボ・人工光テク」「レンズテク」「ポーズ・構図テク」「RAW現像・レタッチテク」の6
ジャンル別に、撮影目的やシーン別のポートレート撮影テクニックを掲載。初心者でも、知りたいことから1つず
つ、上達のための要点を掴みやすくなっています。光の扱い方からポージングまで、この1冊でたっぷり学べま
す！読者DL特典「スマホで見られる早見表」付きです。

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PowerPointパーフェクトブック 困った！＆
便利ワザ大全Office 365/2019/2016/2013対応

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 井上香緒里著
9784295008439

リファレンス形式でPowerPointのテクニックが学べる解説書のOffice 2019とOffice365に対応した改訂版です。
本書では、ワザをQ&A形式にし、一部のワザには練習用ファイルを付与することで反復練習して身に付くように
徹底解説。その他、グラフや動画、アウトラインなど、前書で手薄だった情報を充実した内容となります。

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。

できるポケット Excelピボットテーブル 基本＆活
用マスターブック Office 365/2019/2016/2013
対応

インプレス 電子書籍

¥2,904(＋税) □

¥880(＋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

9784295008408

ピボットテーブルをデータの整理、分析に役立てたい人。会社や自宅でスペースをとらないピボットテーブルのリ
ファレンス書を使いたい人にお勧めの1冊です。データの集計や分析に役立つピボットテーブルの使い方がよく
分かり、新機能の解説も加え、ピポットテーブルの理解が深まります。

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

できるポケット Excelグラフ 基本＆活用マス
ターブック Office 365/2019/2016/2013対応

インプレス 電子書籍

¥3,234(＋税) □

¥980(＋税) 冊子購入確認

著編者名
きたみあきこ著,

できるシリーズ編集部著

9784295008392

グラフの作り方から選び方、見栄えの変え方まで1冊で全てを網羅。無料電話サポート付き。その他、冒頭でグ
ラフの効果について詳しく解説します。Excel2019の新グラフなども紹介。

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

徹底攻略 基本情報技術者の午後対策 
Python編

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 瀬戸美月著
9784295008378

来年の4月試験から新たに基本情報の午後試験の選択言語に追加された「Python」（参考：基本情報技術者試
験における出題を見直し）に対応した対策書です。他の選択言語の出題傾向とサンプル問題を吟味して作成す
る予想問題付き。さらに10月試験用に、4月の実際の試験の過去問題解説を6月付近にダウンロード提供しま
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。

増補改訂版 美タイピング 完全マスター練習
帳

インプレス 電子書籍

¥2,640(＋税) □

¥880(＋税) 冊子購入確認

著編者名 隅野貴裕監修
9784295008323

タイピングに苦手意識を持つ人でも、付属ソフトで実際にタイピングをしながら「楽しく」「簡単に」タイピング術を
習得できる内容となっています。前回に引き続き監修はタイピング日本一の達人、隅野貴裕氏です。CD-ROM
を利用しない人には「Web版」も提供し、ソフトのダウンロードが可能です。その他、キーボード一覧のプリントア
ウトも可能です。

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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031439208 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031439209 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439210 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439211 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031439212 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031340565 □ □

はじめての3DCGプログラミング 例題で学ぶ
POV-Ray

近代科学社 電子書籍

¥4,752(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山住富也著
9784764960060

本書は、3DCG描画フリーウェア“POV-Ray”を使ってプログラミングを学習するための、初学者向けの教科書で
す。まず、3DCGを構成する要素や3次元の座標系などの基礎を学びます。続いて、基本的な図形の描画を通し
て、3DCGプログラミングに徐々に慣れ親しみます。次に、制御や演算等のさまざまなプログラミングの要素を学
んでいき、最終的にはCGアニメーションのプログラムが作成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。

23の先端事例がつなぐ計算科学のフロン
ティア 計算で物事を理解する予測する

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
中村振一郎監修,牧野内昭武監修,

安達泰治監修,杉本学監修,
理化学研究所中村特別研究室編

9784764906082

主に産業界の各分野において計算科学が重要な役割を果たしている研究事例と成果を紹介する。単なる読み
物・紹介記事ではなく、当該専門領域で実際に使われている計算や数式を織り交ぜながら展開する。具体的に
は、各分野において計算科学がどう使われているか、その現状の解説から入り、いま何が求められているか
（解決すべき課題は何か？）を明らかにし、新しい計算アプローチ（計算式等）と今後の展望を示す。

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。

離散幾何学フロンティア タイル・メーカー定
理と分解回転合同

近代科学社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋山仁著
9784764906075

離散幾何学は、グラフ理論、組合せ論などの計算科学をはじめ、広い応用があることで知られている。本書は、
ここ十数年の間の著者の業績をまとめたものである。タイル張りや変身図形の設計技術を様々な数学的アイデ
アによって展開し、新しい理論（定理とその証明）が作られていくプロセスや、具体的な応用を示している。独自
に考案・発見した多数の離散幾何学の定理を、約1,000点におよぶ図版を用いて詳細に述べている。

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。

新 企業の研究者をめざす皆さんへ
近代科学社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸山宏著
9784764906068

2009年発売の『企業の研究者をめざす皆さんへ』の新版。前書から十年の間に著者が得た新たな知見を加え
て、内容をさらに充実させた。研究の方法、論文の作法、キャリア、マネジメント、知財問題など研究職を希望す
る学部生や修士・博士課程の学生にとって興味を引く情報が揃い、現役の企業研究者・技術者にとっても読み
ごたえのある一冊となっている。

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。

Python基礎＆実践プログラミング ［プロへ
のスキルアップ+プロジェクトサンプル］

インプレス 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Magnus Lie Hetland著,

武舎広幸他訳,松浦健一郎他監修

9784295008385

文法や構文といった基本事項のほか、データベースプログラミング、ネットワークプログラミング、Webプログラミ
ングなど目的別の手法を説明します。さらに8個の開発プロジェクトの実践例を各章1サンプル、全8章で解説し
ます。Pythonプログラミングの各テーマを包括的に捉えることができ、入門レベルを終了した人や他言語プログ
ラマーのPython入門に適した一冊です。

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。

¥1,880(＋税) 冊子購入確認

9784295008286

できるポケット Web制作必携 HTML&CSS全
事典 改訂版 HTML Living Standard & 
CSS3/4対応

インプレス

¥5,874(＋税) □

著編者名
小川裕子著,加藤善規著,
できるシリーズ編集部著

HTML/CSS を記述・修正する立場の人、Web 制作の基本を1からしっかり学びたい人、学び直したい人。手頃
なリファレンスがほしい人向けに、最新の仕様で紹介。使用頻度マーク（POPULAR・USEFUL・SPECIFIC・RARE 
の 4 段階）をすべての要素・プロパティに掲示し、解り易く解説。

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

電子書籍
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理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031340567 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340568 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031340569 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340570 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031274427 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031274437 □ □

動画広告“打ち手”大全 ネット広告の新時
代を勝ち抜く施策設計 最強の戦略80

インプレス 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木雄翔著,高橋俊輔著
9784295008040

鍵を握るのは「スマホ動画」！ 広告施策の設計から制作、運用、施策の目的や成果指標の設定、配信メディア
と広告フォーマットの理解、動画広告の構成、ブランド忌避を避け成果を最大化する運用ノウハウ、制作フロー
とクリエイターへの発注のコツなどなど……運用型広告×動画の先駆者である著者が、現場での豊富な経験を
踏まえて解説します。

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。

インバウンド調査報告書 2020
インプレス 電子書籍

¥297,000(＋税) □

¥100,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 訪日ラボ著
9784295008170

急拡大するインバウンド市場。2018年の訪日外国人数は3119万人(前年比8.7%増)、旅行消費額は4兆5189億
(8.7%増)。ビザの発給要件緩和やLCCの普及、クルーズ船寄港等を背景に急増が続いています。主体事業者
と、その事業をサポートするサービサーの数も増えています。本書はインバウンド業界を俯瞰し、トレンドを見渡
せる調査報告書となります。

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。

電子書籍
MicrosoftOffice2019を使った情報リテラシー
の基礎

近代科学社

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
切田節子著,新聖子著,

山岡英孝著,乙名健著,長山恵子著

9784764906013

本書は、プロジェクトサイクル（PDCA）を題材に情報リテラシーを学ぶための教科書である。Officeソフトを使っ
たレポートの書き方、発表の仕方、情報分析手順、情報倫理を具体的に解説する。また、地域と共に行うプロ
ジェクトを想定し、現在注目されているプロジェクト学習のイメージを初学年次から体験できるように工夫してい
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。

三宅真著
9784764960053

高齢者のためのユーザインタフェースデザ
イン ユニバーサルデザインを目指して

近代科学社 電子書籍

¥23,760(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Jeff Johnson著,Kate Finn著,

榊原直樹訳

9784764905566

高齢者の身体的・認知的特性について解説し、それらに対応するための具体的なデザイン事例を紹介。また、
実在しない典型的な高齢者6名を設定し、身体上の問題点やデザイン上の要望を語らせて、高齢者向けユーザ
ビリティのあるべき姿を読者に明示する。（原著：Designing User Interfaces for an Aging Population ― Towards 
Universal Design）

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

これから情報通信技術を学ぼうとしている読者や、手早く全体像を知りたいと考えている読者のための概説書。
情報通信技術の進化を追いながら、主要なポイントをQ&A方式で学ぶことができる。数式は極力使用せず、平
易な説明を心がけた。情報通信システム、情報通信ネットワーク、情報通信機器、情報通信技術がどのように
働いているのかに加えて、それらが何を目指して、なぜ発明されたのかについても、丁寧に解説する。

AI事典 第3版
近代科学社 電子書籍

¥29,700(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中島秀之編著,橋田浩一編著,

松原仁編著,浅田稔編著,
山川宏編著,栗原聡編著,松尾豊編著

9784764906044

人工知能（AI）研究を牽引する代表的な研究者が編・著を務め、各研究カテゴリーの最前線で活躍する100余名
の気鋭の研究者が執筆を手掛けた事典。コンセプトは「執筆者の主観を軸に、読者が興味を持って面白く読め
る内容にすること」。従来の主要テーマのほか、ディープラーニング、AIにおける論争、汎用人工知能など、いま
外せないトピックスを幅広く解説する。

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。

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

Q&Aで読み解く情報通信技術の進化
近代科学社 電子書籍

¥6,864(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
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理工学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031274439 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274440 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274441 □ □

松原幸行著
9784764906037

本書は、前著『実践UXデザイン』の続編として、UXデザインを推進するための「発想法」に特化して解説してい
る。UXデザインの実践活動を踏まえながら、あらためて「発想法」をひも解き、手法に加えて発想のためのツー
ルや発想ワークのプロセスも集約し、使いやすくまとめた。著者の企業における豊富な実務・現場経験に基づい
て、具体的に詳説している。

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。

ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識
インプレス 電子書籍

¥5,544(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日比海里著
9784295008101

資料作成のキモは「原則」「作例」「操作」！　本書によって資料作成の原則をしっかり理解しつつ、実際に
PowerPointを操作して、作例をつくりながら、ひと目で伝わる資料を完成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。

Pythonと複雑ネットワーク分析 関係性デー
タからのアプローチ (ネットワーク科学の道
具箱 2)

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
林幸雄編著,谷澤俊弘著,

鬼頭朋見著,岡本洋著

9784764906020

現代の膨大な社会データは「ネットワーク型の関係性データ」と呼ばれる。本書はまずデータ分析に役立つ
Pythonツールを解説し、経済システムの分析、コミュニティの効率的抽出、口コミ影響力の解析といった内容に
続く。複雑ネットワークはAI技術だけで解決できる分野ではなく、研究の重要性は年々上がっている。Web系の
マーケターやデータ分析エンジニア、データサイエンティストを目指す学生を読者対象に位置づける。

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

UXデザインのための発想法
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
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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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533295 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533296 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533297 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年12月 商品コード 1031533298 □ □

Hyperledger Iroha入門 ―ブロックチェーン
の導入と運営管理―（※）

オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
コネクト株式会社監修,

佐藤栄一著

9784274224737

現代は、あらゆる場面でデジタル化が瞬く間に拡大浸透するようになりました。その反面、情報の複製や改ざん
が簡単に行えるようになりました。そのため、情報の真偽のみならず、情報の正確性・原本性を担保する必要が
生じています。本書では、日本発のオープンソース ブロックチェーンフレームワーク「Hyperledger Iroha」
（2019.5.6発表）を使用して、ブロックチェーンを構築し、プログラミングやオペレーション、改ざん検知などを、実
現するものです。

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。

Python超入門 モンティと学ぶはじめてのプ
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 及川えり子著
9784274224942

プログラミング初心者の小中学生たちが絶賛！世界一わかりやすくて楽しくて思考力も使うプログラミング本、
待望の初登場！『Python（パイソン）』は、人工知能（ＡＩ）、機械学習、データ分析、Web開発などで幅広く使わ
れ、現在世界でもっとも人気のあるプログラミング言語の一つです。本書で『Python』を体感して、価値ある一歩
を踏み出してください！

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。

狙われる工場、守れ！"サプライチェーン"　
NIST SP 800-171 機密性確保のガイドライ
ン（※）

オーム社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

- 冊子購入確認

著編者名
渡辺裕之編,大津剛編,加藤剛編,中木琢夫編,

橋本直樹編,鈴木邦裕編,白鳥毅彦編,澤田利幸編

-

本書では、NIST SP 800-171にどのようにして工場を対応させ、また、『サイバー攻撃対応の工場BCP』を実現さ
せるかについて、工場の中の進め方から組織のルール制定や、社員の教育まで幅広く、初級編としてやさしく、
筆者らの会社の事例を基に紹介する次第です。調達から外れないよう、早期な対応の一助に本書がお役に立
てれば、幸甚です。
●こちらは電子版のみの刊行となっており、冊子での刊行はございません。

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

医療AIの夜明け　-AIドクターが医者を超え
る日- 【スマホ・読上】（※）

オーム社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡田正彦著
9784274224331

AIが発展すると、私たちの体を医師が診るのか、AIが診るようになるのかといった議論がわき起こっています。
すでに心電図やレントゲン、介護などの分野でAIが導入されているのです。過去から現在にかけての医療AIの
発展や、世界でどうAIが導入されているのかを知ることで、「いつAIは医者を追い越すのか？」「AIは医者より信
頼できるのか？」といった疑問が解決します。AIの発展を妨げる個人情報や電子カルテ、人の心の問題にも触
れながら医療AIについて解説します。

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。

□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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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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031340537 □ □

死を招くファッション
化学同人 電子書籍

¥9,020(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Alison Matthews David著,

安部恵子訳

9784759820140

19世紀から20世紀前半、欧米諸国の衣服や装飾品のデザインや素材には、科学技術の進歩によって革新的なものが生ま
れ、流行してきた。いつの時代も、その当時の最新技術によるファッションは、悲惨な出来事を引き起こした。本書は、それ
らを取り上げて、歴史的・社会的背景や、科学的側面とともに示す。それらの出来事に巻き込まれざるを得なかった人々の
悲劇的エピソードは、それぞれが胸に迫る。そして、同様の問題は現在も存在することが、具体的な事例とともに指摘され
る。美しい色や贅沢な装飾の服、帽子、装飾品などの写真と、それらにまつわる悲劇との対比が、たいへん印象的である。

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.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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533299 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533300 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533301 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533302 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533303 □ □

菌も病気も染め分けろ！ (グラム染色道場 
2)（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本剛著
9784784948802

「同じグラム染色所見であっても、読む人が違えばここまで見えるものが違うのだと感嘆させられる」（忽那賢志
「推薦のことば」より）　「グラム染色の見方が変わる」と大きな反響を呼んだ『グラム染色道場』の続編。様々な
検体におけるグラム染色の見方とピットフォールについて解説。感染症の診療や微生物検査に関わる方なら見
逃せない一冊です。

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。

レジデントのための循環器教室（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木達哉著,築島直紀著
9784784948758

大好評の「レジデントシリーズ」最新刊が循環器編で登場！医学部では教えてくれない、現場での動き方・考え
方を学ぶ本。症例カンファレンスを通して、循環器診療のリアルな現場を再現しました。

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。

病院建替えの教科書（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川崎淳一著
9784784957415

経営コンサルティング会社“日本経営”の専門チームが具体的な事例を踏まえ詳細に解説。地域医療構想の流
れや、2025年以降の地域状況を見据えた診療機能や規模の見直しに伴い、複数の病院の統合や再編、分割
といった大きな組織変更を視野に入れた建替えが増えてきています。最も重要な「基本構想」「基本計画」立案
検討のポイントを徹底解説。

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。

選ばれ続けるクリニックをつくる本（※）
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 濵田真理子著,奥田弘美著
9784784957460

患者さんから末永く愛され、選ばれ続けるクリニックになるために…。「選ばれ続けるクリニックであるためのコ
ンサルテーション」提供者と、医療向けのコーチング法である「メディカルサポート・コーチング」の提唱者がタッ
グを組み、理想のクリニック経営のノウハウを余すことなく紹介します。患者満足度の向上、スタッフの採用と定
着、院内コミュニケーション改善の具体策を示します。

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。

Dr.増井の神経救急セミナー 第2版（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増井伸高著
9784784962440

著者の大人気セミナーの“公式”副読本、関連ガイドライン改訂に対応し、緊急改訂！ 連動動画も増えまし
た！ 『脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2019〕』をはじめ、神経救急領域の重要事項の変化に対応。非専門
医に必要な神経救急領域のアップデートがこの一冊に！！

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。

□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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533304 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533305 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533306 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533307 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533308 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533309 □ □

高齢者の暮らしを守る在宅・感染症診療
（※）

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 高山義浩著
9784784957552

時間と資源が限られる在宅での感染症診療と感染対策について、「在宅での感染症の考え方」「症候別アプ
ローチ」「使いこなしたい薬剤」「感染対策」の4つの観点から実践的に解説！ 抗菌薬の選択についてはもちろ
ん、近年増加する介護現場で働く外国人とそれに関わる輸入感染症対策や、在宅⇔入院のタイミングまで網羅
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。

気管支鏡所見 見方・読み方・考え方（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥9,196(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 土田敬明著
9784784957507

気管支鏡の基礎の基礎をこの一冊に！ 「気管支鏡を操作していると方向感覚がわからなくなる…」という先生
は少なくありません。本書では「挿入して気管支のどこをどのように見ているのか」をイラストでわかりやすく図
説し、「気管支の見方」からじっくり解説。実際の病変画像を多数提示し、画像の読み方、確定診断のための生
検方法の選までカバーしています。

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。

長引く腰痛はこうして治せ！（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥12,584(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村上栄一編著
9784784957361

CTでもMRIでも異常はないのに、なぜか長引く、治らない腰痛…。痛みの原因を見極め、スッキリ治す診かた、
伝授します！ 原因不明の難治性腰痛に対して、仙腸関節や筋膜（fascia）など運動器を巡る最新の知見からア
プローチする診かた、治し方を解説します。整形外科医なら知っておきたい腰痛診療の最前線がこの一冊に！

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。

点眼薬の選び方 第2版（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥8,712(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石岡みさき著
9784784962419

初版刊行以降登場した複数の点眼薬を盛り込み改訂！ 鑑別診断上重要となる、全身投与薬の副作用が眼に
出た場合についても新規に執筆。眼科の基本中の基本、点眼薬の選び方・使い方を懇切丁寧に解説。市販薬
から、調剤が必要となるような処方薬までをカバー。点眼薬使用の上手な確認の仕方など、明日からの診療で
真似してみたくなる具体的な診療のコツや工夫を紹介しています。

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。

外来で診る感染症 感染症診療コツのコツ
（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 具芳明編
9784784929382

初期研修医からベテランまで外来診療を行うすべての医師へ。優れた臨床医の思考の道筋・判断の根拠がこ
こに！ 内科の診断・治療一般のエキスパートが自身の実践を踏まえて披露する「外来での感染症診療のコ
ツ」。 好評を博した『jmedmook7 見逃したらコワイ 外来で診る感染症』（2010年刊行）をベースにパワーアップし
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。

喘息バイブル 改題改訂（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥13,068(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 倉原優著
9784784957019

倉原優先生の『気管支喘息バイブル』が改題改訂！ 初版からの4年のあいだに出た数々のエビデンスを踏ま
え、なんと100ページを超える大幅追記！ 最新の臨床試験から薬剤までばっちり押さえています。「喘息は思い
入れのある呼吸器疾患であり、自身のライフワークでもあります」（著者序文より）

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



医学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533310 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533311 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533312 □ □

コウノメソッドでみる急速進行型認知症（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥14,278(＋税) □

¥5,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河野和彦著
9784784945931

認知症の進行速度を初診時に見抜く！ MCI患者の予後を予測する方法を探索した意欲作！ 認知症を急速進
行型、平均進行型、緩徐進行型にタイプ分けして解説します。コウノメソッドならではの、確かな周辺症状のコン
トロール方法も開陳。実はMCI期間が長い神経原線維変化型老年期認知症（SD-NFT）であり、抗認知症薬は
不要なケースもあることを説きます。

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。

マンモグラフィによる乳がん検診の手引き 
第7版（※）

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 大内憲明編
9784784942176

NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）の公式教材改訂！ 精中機構の各種講習会を受講す
る医療者必携の一冊。マンモグラフィ検診の偽陰性、高濃度乳房問題への対応について追加し全面改訂。マン
モグラフィによる乳がん検診の指針、施設基準、検診方式、受診者への説明、撮影法、読影と診断に関する精
度管理、有効性評価、費用効果、放射線リスク、がん検診事業の推進と精度評価、乳がん検診の現状と展望
などを網羅。

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

あなたも名医！肝炎 どう診る？どう治す？ 
(jmedmook 66)（※）

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 平松直樹編
9784784966660

日々治療が進化し、非専門医が難しく感じる肝炎診療について、重要なエッセンスをわかりやすく凝縮した1冊。
どの項目でも図表を多く用い、ビジュアルに訴える形で解説。診断から治療までを体系的かつ簡潔にまとめまし
た。Q&Aでは肝癌発症や再活性化などのpitfallについて、また医療費助成の話題までも取りあげ、ジェネラリス
トに向けてすぐに役立つ実践的な知識を開陳しています。

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。
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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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533313 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533314 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533315 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533316 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533317 □ □

病院前新生児蘇生法テキスト
メディカ出版 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 細野茂春監修
9784840471916

【新生児蘇生法講習会Pコース公認テキスト】　救命救急士・救急隊・消防吏員などを対象とした新生児蘇生法
（NCPR）講習会が2020年春にスタート。医療施設外での出生を想定し、バッグ・マスクや胸骨圧迫といった標準
的な新生児蘇生処置の習得を目指す。本書はこの新たなコースの公認テキスト。出生時の呼吸・循環生理、救
急搬送時の留意点などの必須知識も収載。

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。

訪問看護師のための在宅感染予防テキスト 
オールカラー改訂2版

メディカ出版 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 NPO法人HAICS研究会PICSプロジェクト編著
9784840471954

【在宅ならではの感染予防が学べ指導にも最適】　「在宅の感染対策って、何をすればいいの？」「訪問看護師
が押さえておくべき知識を身に付けたい」というあなたのためのすぐに役立つ実践テキスト。感染予防の基本か
ら在宅ケアにおける注意点まで、誰にでもわかるように解説！指導＆説明ツールはダウンロード可なので、
サッと使える！

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。

はじめてみよう訪問看護 (カラービジュアル
で見てわかる！)

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 宮田乃有編
9784840471930

【訪問看護への不安や迷いがやる気に変わる！】　就活から、訪問看護の実際、事例まで、訪問看護新入職者
がはじめに読む本。先輩からのアドバイス、写真やイラストを多用し「一人で大丈夫かな」「緊急時対応はどうし
よう」という不安を一掃し、看護の本質が体現できる「訪問看護ならではのやりがい」が見えてくる。書類の理解
やさまざまな疑問も本書で解決できる。

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。

無名の医療者が医学書を出版するまでの道
メディカ出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

9784840471985

【「書いてみたい」がカタチになる入門書！】　コネや肩書がなくても医学書は出版できる！自分の強み（unique 
selling proposition；USP）を明確にして企画・執筆を進めれば、きっと誰かに役立つ本が書ける。企画書に必要
な要素から刊行後の販促活動まで、著者が経験をもとに、わかりやすくユーモアに満ちた筆致でセキララに語
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。

著編者名 山本基佳著

はじめての精神科看護 改訂2版 (カラービ
ジュアルで見てわかる！)

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

9784840472005

【精神科看護の知識、ワザ、マインドの決定版】　今まさに新人ナースの指導を行っているスタッフが、新人ナー
スに必要な知識や情報をまとめた、精神科看護のスタートブックとして最適な一冊！リカバリーや行動制限最
小化看護などの精神科特有の看護を加筆し、最新情報も満載。精神科病棟の3大疾患とその看護、治療、合併
症、社会的な状況まで、豊富なイラストでわかりやすい！ 
（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。

著編者名 公益財団法人浅香山病院看護部編著

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



医学編 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533318 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533319 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533320 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533321 □ □

タスク・シフト／シェアが成功する！ パス活
用術 (ナーシングビジネス 2020年春季増
刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大久保清子編著,坂本すが編著
9784840471237

【パスなしで「働き方改革」の実現なし！】　入退院支援、多職種でのタスク・シフト／シェア、超過勤務削減、す
べては「パス」で実現できる！ パス活用は記録時間の短縮にもつながり、看護管理者にとっていま必修のテー
マ。「実はよくわからない」点をつぶさに解説し、院内教育や病棟マニュアルとして活用できる。

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

地域包括ケア サクセスガイド 新版
メディカ出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中滋監修,岩名礼介編著
9784840471923

【地域包括ケアの基本と最新事情がわかる！】　高齢化がピークに達し85歳以上人口が1000万人を超える
2040年に向け、新たなフェーズに入った地域包括ケアを解説・展望する。このテーマ最強コンビを監修者・編著
者に迎え、植木鉢の図が何を意味し、何を目指しているかが120％わかる。確実な未来への解がここにある！

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。

整形外科 器械出し・外回り最強マニュアル 
下肢編  (オペナーシング 2020年春季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今田光一編
9784840469715

【下肢手術に必要な知識＆技術はこの一冊から】　整形外科の下肢手術ならではの専門知識を一冊にギュッと
まとめた保存版。手術のタイムラインに沿った器械出し・外回りのポイントを一覧表にまとめ、いつ・何を準備す
るか、どんな介助が必要か、ササッと調べられる超実践書。さらに術前術後を含めた周術期看護の要点もしっ
かりキャッチ！

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

臨床栄養ディクショナリー 改訂6版
メディカ出版 電子書籍

¥11,264(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤孝仁監修,山本みどり編著,
佐々木公子編著,大池教子編著

9784840471862

【臨床栄養指導に必要な知識を網羅的に解説！】　疾患・ライフステージ別の食事療法、栄養補給法、栄養素
の解説を収録したディクショナリーで具体的な食品や献立例を挙げてわかりやすく解説している。日本人の食
事摂取基準（2020年度版）の内容に準拠。臨床栄養指導、管理栄養士国家試験対策、臨地実習など幅広い用
途で活用できる！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533322 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533323 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533324 □ □

ABC of 医療プロフェッショナリズム
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮田靖志訳,Nicola Cooper編,
Anna Frain編,John Frain編

9784758118699

信頼される医師とは？　必要なのはスキルと知識だけではない！患者中心のケア、守秘義務、チーム医療、ま
たSNSやバーンアウトなど現代ならではの問題からプロフェッショナリズムを学べる！医学部教育や臨床研修
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。

ECMO実践ハンドブック
羊土社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
市場晋吾訳,清水敬樹訳,Alain Vuylsteke著,

Daniel Brodie著,Alain Combes著,
Jo-anne Fowles著,Giles Peek著

9784758118613

世界的なエキスパートたちが、現在のECMO管理のスタンダードをわかりやすく解説！回路の構成や患者の選
定、カニューレの挿入・抜去など、臨床で必要な事項がコンパクトにまとめられた、現場で頼りになる実践書！

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。

研究からキャリアまで悩めるポスドクを救う実践書。英国の有名研究大学で2400人超のポスドク集団を支えた
著者の経験に基づく金言満載！　原題：What Every Postdoc Needs to Know

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

ポスドクの流儀
羊土社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Liz Elvidge著,Carol Spencely著,

Emma Williams著,小谷力訳

9784758121040

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

     (電子20%OFF) 
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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 2020年3月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533325 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533326 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533327 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031533328 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533329 □ □

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

がんの症状緩和に使える！ 漢方薬ハンド
ブック 35の推薦処方とそのエビデンス

金芳堂

著編者名 遠山正彌監修
9784765318044

がん支持療法で活用される漢方診療のアプローチは、東洋医学的アプローチと西洋医学的アプローチの2つの
スタイルがあり、本書では、東西両医学のいずれのスタイルにも対応できるように工夫されています。総論では
漢方特有の理論を解説し、各論の「Ⅱ 症状別代表的漢方薬」ではがん支持療法で汎用される35 種類の推薦
処方とその関連処方を東西両医学の視点から、また、臨床・基礎データに基づき科学的に解説しています。

電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

医療情報を見る、医療情報から見る エビデ
ンスと向き合うための10のスキル

金芳堂 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青島周一著
9784765318075

学術論文の読みかたを教えてもらったことがない、統計学の考え方は混乱する、論文は難しいと思っている、そ
んな医療職や医療系学生のために論理と読解の際に陥りやすいバイアスをわかりやすく説明。また論文の読
み解き方、思考法を、統計学より手前から、実際の臨床応用での考え方までをわかりやすく解説。統計解析に
ついては多様な解析方法を説明するのではなく結果の読み方を中心とした。

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。

公認心理師のための精神医学　精神疾患と
その治療

金芳堂 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 子安増生監修
9784765318006

公認心理師として必要とされる精神疾患の知識とその治療について、第一線の執筆陣がわかりやすく解説。心
理学系学生だけでなく、精神疾患と治療については、臨床心理士や看護師といった現任者の中にも十分な知
識があるとはいえない人のための自習用テキストとしても利用できる。また授業進行に合わせて半期15回の授
業（テスト2回含む）で使用するのに適した構成となっている。

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。

超入門！すべての医療従事者のための
Rstudioではじめる医療統計

金芳堂 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笹渕祐介著
9784765318068

無料の統計解析用ソフトウェアRを用いた医療統計学の入門者向けマニュアル。フロントエンドとして世界的な
デファクトスタンダードとして知られているRstudio、データの処理はtidyverseパッケージという、今後長くRを使っ
ていこうという人には絶対におすすめの構成の使い方を中心に、分析の進め方を解説している。ビッグデータを
用いた高度な統計手法を扱うことも視野にいれるのなら必携。

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

やっくん先生のそこが知りたかった中毒診療 
～だから中毒診療はおもしろいんよ～

金芳堂 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 薬師寺泰匡著
9784765318051

中毒診療は、若手医師・研修医に苦手意識を持たれがちな分野で、各地で勉強会が行われている。本書は、
中毒診療について、どうすれば良いのか体系化された方法を、わかりやすく伝えている。また、中毒診療の実
務に役立つ“攻略本”のような書籍になることを目指し、正攻法から裏技的な方法まで紹介した。中毒診療に携
わる医師や研修医、そして、看護師、薬剤師に役立つ一冊である。

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.電子のみ単体購入   
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出版社
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冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533330 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533331 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年2月 商品コード 1031533332 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031533333 □ □

パーキンソン病200年 ―James Parkinson
の夢―

中外医学社

著編者名 山本光利編著
9784498328464

ジェームズ・パーキンソンの“An Essay on the Shaking Palsy”が刊行されてから約200年。この記念すべき節目
におくる、パーキンソン病の最新ハンドブック、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。

電子書籍

¥33,000(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

ER・ICU診療を深める 2 リアル血液浄化 
Ver.2

中外医学社 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小尾口邦彦著
9784498066854

「シンプルに考える。イージーに考えない」を信条に、血液浄化のリアルを軽妙な語り口と絶妙な例えでひもとい
た、急性期血液浄化の新スタンダード。Ver.2では、新たに血漿交換、バスキュラーアクセスなどの重要課題が
加わり、全面的に大幅改訂を行った。難解な数式が並び、決して分かりやすいとは言えない血液浄化の背景や
問題点などを理解し、本質を理解することを目指す。日々の診療・治療が劇的に変化するお薦めの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。

肺高血圧症診療ハンドブック
中外医学社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 波多野将編著
9784498136601

Beyond the Guidelines−ハンドブックでありながら、ガイドラインにも書かれていないような最新のトピックスやエ
キスパートオピニオンまで盛り込まれた一冊。日本が大きな貢献を果たしてきた肺高血圧症診療のすべてがこ
こに！「ポイント」で短時間に診断・治療方針を立てられ、ガイドラインとエキスパートたちの実際の診療アルゴ
リズムの比較で個別評価と対応が重要な現場で役立つ。研修医、レジデントから専門医まで幅広く一読して頂
きたい一冊。

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。

そのまま使える災害対策アクションカード+
はじめての病院BCP Ver．2

中外医学社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小尾口邦彦編著,吉田修著,
横田耕治著,加藤之紀著

9784498066915

今や、日本全国どこにいても災害から逃れることが出来ない本邦では、大小関わらず全ての病院が災害対策
に取り組む必要がある。そんな状況を鑑み、著者らが苦心して作成した初版は、リアルかつ汎用性があると多
くの好評を得た。本書は、BCP策定についての新章も加わった待望のVer.2である。初版同様、簡単にカスタム
できるアクションカードのテンプレートデータも収載。さらにパワーアップした頼れる災害スターターブックだ。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
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選択 
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底本ISBN 購入済 購入
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スポーツ医薬－服薬指導とその根拠　アン
チ・ドーピング 徹底解説！

中山書店 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鈴木秀典編,

赤間高雄編,亀井美和子編

9784521747934

2020年の東京オリンピック開催にむけて、アンチ・ドーピングの情報提供や啓発活動が活発になっているが、禁
止薬物が「なぜ」禁止されているのかは理解されていないことが多い。 本書ではWADA(世界アンチ・ドーピング
機構)の最新禁止物質の作用メカニズムをわかりやすく解説し、アスリートへの処方と服薬指導において医師と
薬剤師および関係者が正しい知識を共有できるようにまとめられている。

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

がん化学療法ケアガイド 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 濱口恵子編,本山清美編
9784521747705

医学的知識から実践的看護までを専門看護師らが執筆し、絶賛された初版刊行から13年、新しい薬剤やレジメ
ン、それを受け大きく変化した標準治療、副作用の最新情報を盛り込んだ第3版。 副作用対策やセルフケア支
援の解説もブラッシュアップし、AYA世代や内服抗がん薬治療に対するケアなど、新たな項目も収載。読み応え
あり、学びどころ満載の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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 
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● 表示価格は税抜きです。 

岩波書店「現代人の教養」 
Maruzen eBook Library 

サブスクリプションパッケージ 

※少年文庫は今後追加予定です。 

岩波 

科学 
ﾗｲﾌﾞﾗﾘ  ー

岩波 

現代 
文庫 

岩波 

少年 
文庫 

岩波 
新書 

岩波 
文庫 

岩波 

ｼﾞｭﾆｱ 
新書 

「図書館長が選ぶ 学生に読ませたい本300選」 など 毎年自由に選べます！ 
EPUBリフロー型コンテンツで学生用図書にも最適！更新時にタイトルの入れ替えも可能です！ 

1年間ご契約プラン 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

Aパッケージ（50冊） ¥77,000  ¥115,500  1031329092 

Bパッケージ（100冊） ¥132,000  ¥198,000  1031329093 

Cパッケージ（200冊） ¥220,000  ¥330,000  1031329094 

Dパッケージ（300冊） ¥286,000  ¥429,000  1031329095 

Eパッケージ（400冊） ¥330,000  ¥495,000  1031329096 

Fパッケージ（500冊） ¥385,000  ¥577,500  1031329097 

現代社会に必須の教養を養う、古今東西の名著が勢ぞろい！ 
学生用図書として、学習や研究の入門書として、 

500冊の中から プランに合わせて 

50・100・200・300・400・500冊を 
自由に選書していただけます！ 

一部タイトルはPDF型での配信となります。 

     

※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。 



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。 

東京大学出版会のＵＰ選書が 

アーカイブとしてリリース！ 

全275冊 価格 
(分売不可) 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

商品コード 

￥646,800 ￥1,047,200 1030939888 

期間限定特別キャンペーン！ 
 

2020年3月末までにご注文頂くとお得です！ 

1アクセスの価格で  5アクセスを設定！  

3アクセスの価格で1 0アクセスを設定！  
この機会にお申し込みを！ 

表紙は実際の商品と異なる場合があります 

1970～90年代を中心とした名著の数々が電子版で復活! 

     

タイトルの詳細はお問い合わせください。 

※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。 
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