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アクセス 
（本体） 

同時３ 
アクセス 
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商品コード 

読みたくなる「地図」 国土編 平岡 昭利 2019 9784860993467 ¥3,520  ¥5,280  1030866944 

地図でみる京都 ―知られざる町の姿― 岩田 貢 2019 9784860993443 ¥3,520  ¥5,280  1030866937 

佐賀・酒と魚の文化地理 ―文化を核とする地域おこしへの提言― 中村 周作 2018 9784860993399 ¥5,280  ¥7,920  1030866936 

自然と人を尊重する自然史のすすめ 
 ―北東北に分布する群落からのチャレンジ― 

越前谷 康 2019 9784860993412 ¥7,130  ¥10,695  1030866942 

山、命生む母性への祈り （白洲正子と歩く琵琶湖 江北編） 大沼 芳幸 2019 9784860993405 ¥3,740  ¥5,610  1030866947 

宗教の羅針盤 ―ズバリ!!図式で考える― 西川 義光 2018 9784860993375 ¥3,055  ¥4,583  1030866938 

木材時代の到来に向けて 大熊 幹章 2018 9784860993429 ¥3,055  ¥4,583  1030866940 

集積 ―あるふぁべっとのかたちたち― 玉本 奈々 2019 9784860993474 ¥5,093  ¥7,639  1030866941 

2019年 新規配信タイトル 
地域連携活動の実践 ―大学から発信する地方創生― 

著編者名 山田 浩久 発行年 2019 冊子版ISBN 9784860993535  

同時1アクセス（本体） ¥5,093 同時3アクセス（本体） ¥7,639 商品コード 1030866943 

授業やゼミでＰＢＬ（課題解決型学習）を実践している大学教員が，大学の“第三の使命”とされてきた社会貢献について考え，公正
中立な域外他者として，地域や大学にとって真に必要な地域連携活動のあり方を提案する。 

日本有用樹木誌 ―カラー版―第2版 

著編者名 伊東 隆夫 発行年 2019 冊子版ISBN 9784860993702  

同時1アクセス（本体） ¥7,332 同時3アクセス（本体） ¥10,998 商品コード 1030866948 

“適材適所”を見て読んで楽しめる樹木誌。古来より受け継がれるわが国の「木の文化」を語るうえで欠かすことのできない約 100 
種の樹木について、その生態と、特に性質とその用途をカラー写真とともに紹介。 

絵図と映像にみる山岳信仰 

著編者名 岩鼻 通明 発行年 2019 冊子版ISBN 9784860993450  

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 商品コード 1030866946 

日本各地に聳える霊山―伯耆大山・戸隠山・出羽三山・立山・白山・比叡山・羽黒山などにかかわる山岳信仰について、古地図や
映像を用いて文化地理学・歴史地理学的視点から解説する。著者35年余の山岳信仰研究の集大成。 

朽木谷の自然と社会の変容 

著編者名 水野 一晴 発行年 2019 冊子版ISBN 9784860993320  

同時1アクセス（本体） ¥7,700 同時3アクセス（本体） ¥11,550 商品コード 1030866945 

滋賀県「朽木」地域の人々が、その特徴的な自然のなかで、どのような暮らしや社会を作り上げてきたか。13名の執筆者のユニーク
な着眼点から、京都近郊の中山間地域「朽木」の多様性と、歴史と伝統を明らかにする。 

離島研究 6 

著編者名 平岡 昭利 発行年 2018 冊子版ISBN 9784860993344  

同時1アクセス（本体） ¥8,140 同時3アクセス（本体） ¥12,210 商品コード 1030866939 

島嶼研究に新風を吹き込む論集「離島研究」シリーズ第6巻。島の一般的性格を描き出す「島のかたち」、島の経済活動に焦点を
当てた「島のなりわい」、そして「島のくらし」をテーマに離島の様相を鋭く切り取る12編の論文を収録。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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