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 2018年新規配信タイトル！ 
レポート・論文の書き方入門 第4版 著者 河野 哲也 

2018年発行 

約15年ぶりの改訂にあたり、「テキスト批評という練習法」の解説を充実させ、
注の形式に関する説明を整理・更新、参考文献とその解題も一新したほか、
著者の講義経験に基づき記述内容もアップデート。好評を博した明快な語り
口調やコンパクトにまとまった構成はそのままに、より理解しやすく使いやすくなっ
た、初心者にベストの1冊。 

冊子版ISBN 9784766425031 
同時1アクセス 

(本体) 
¥3,080 

商品コード 1028301478 
同時3アクセス 

(本体) 
¥4,620 

工学部生のための研究の進めかた ―"使いやすさ"の追究と倫理的配慮― 
著者 西山 敏樹  2018年発行  

▼人を相手にした研究の難しさとは？人に関わる工学研究は、従来のものづくり研究の進めかたと
は本質的に異なる部分がいくつもある。それら要点や注意点をコンパクトにまとめた本書は、学生に
とっても教員にとっても必要で役立つ一冊となるだろう。 

冊子版ISBN 9784766425031 
同時1アクセス 

(本体) 
¥6,160 

商品コード 1027441245 
同時3アクセス 

(本体) 
¥9,240 

迷わず書ける記者式文章術 ―プロが実践する4つのパターン― 
著者 松林 薫  2018年発行 

▼「速く」「正確に」「わかりやすく」書く技術を伝授。▼「取材」から「推敲」まで記者のテクニックの全公開。
▼社内報告書や企画書、エントリーシートまで幅広く応用できる。 元・日本経済新聞記者が、大手新
聞で標準的に使われているメソッドを分かりやすく説明。多忙なビジネスパーソンこそ是非活用してほしい
スキルが満載。 

冊子版ISBN 9784766424966 
同時1アクセス 

(本体) 
¥4,400 

商品コード 1027296192 
同時3アクセス 

(本体) 
¥6,600 

大学生のための交渉術入門 
著者 野沢 聡子  2017年発行 

▼「協調＝コラボレーション」で問題解決！大学生活で生じるさまざまな対立・衝突を、お互いが満
足するかたちで解決するにはどうすればよいのか。そのための「協調的交渉」の理論と実践を、サーク
ル、アルバイトなどの身近な事例を題材にわかりやすく解説。 

冊子版ISBN 9784766424874 
同時1アクセス 

(本体) 
¥4,950 

商品コード 1027659328 
同時3アクセス 

(本体) 
¥7,480 

累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト＆ロングセラーを、
2002年の第3版刊行以来、約15年ぶりに改訂。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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 2018年新規配信タイトル！ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス(本体) 
同時 

３アクセス(本体) 
商品コード 

帝政ロシアからソ連崩壊まで （ロシアの対日政策 上） 齋藤 元秀 2018 9784766424249 ¥14,190 ¥21,340 1027116501 

新生ロシアからプーチンまで （ロシアの対日政策 下） 齋藤 元秀 2018 9784766424256 ¥14,190 ¥21,340 1027116502 

多様化する日本人の働き方 ―非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る― 阿部 正浩 2018 9784766424942 ¥12,980 ¥19,470 1027116503 

民法総則 （新・考える民法 1） 平野 裕之 2018 9784766424751 ¥8,690 ¥13,090 1027116504 

銀河の中心に潜むもの ―ブラックホールと重力波の謎にいどむ― 岡 朋治 2018 9784766424928 ¥5,610 ¥8,470 1027116505 

ディスカッションを科学する ―人間と人工知能の共生― 長尾 確 2018 9784766424935 ¥11,110 ¥16,720 1027116506 

心理学が描くリスクの世界 ―行動的意思決定入門―第3版 広田 すみれ 2018 9784766423341 ¥7,480 ¥11,220 1027296190 

視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える 猪平 眞理 2018 9784766424973 ¥6,160 ¥9,240 1027296191 

「茨の国」の言語 ―マダガスカル南部タンルイ語の記述― 西本 希呼 2018 9784766424508 ¥14,850 ¥22,330 1027296193 

少子高齢時代の女性と家族 ―パネルデータから分かる日本のジェンダーと親子
関係の変容― 

津谷 典子 2018 9784766424980 ¥13,860 ¥20,790 1027296194 

格差社会と労働市場 ―貧困の固定化をどう回避するか― 樋口 美雄 2018 9784766425079 ¥11,110 ¥16,720 1027441246 

グレアム・グリーンある映画的人生 佐藤 元状 2018 9784766425109 ¥8,690 ¥13,090 1027441247 

日本文学全集の時代 ―戦後出版文化史を読む― 田坂 憲二 2018 9784766425116 ¥7,480 ¥11,220 1027441248 

デザイン科学概論 ―多空間デザインモデルの理論と実践― 加藤 健郎 2018 9784766425024 ¥7,480 ¥11,220 1027441249 

外国判決の承認 芳賀 雅顯 2018 9784766425062 ¥23,100 ¥34,650 1027441250 

ルールなき省察 ―経済学方法論と現代科学論― D.ウェイド・ハンズ 2018 9784766425086 ¥18,480 ¥27,720 1027441251 

中国「強国復権」の条件 ―「一帯一路」の大望とリスク― 柯 隆 2018 9784766425093 ¥6,160 ¥9,240 1027659329 

どれがほんと? ―万太郎俳句の虚と実― 高柳 克弘 2018 9784766425130 ¥4,950 ¥7,480 1027659330 

収縮経済下の公共政策 四方 理人 2018 9784766425017 ¥12,980 ¥19,470 1027882433 

中国現地法人の労務管理Q&A 尹 秀鍾 2018 9784766425215 ¥9,240 ¥13,860 1027882434 

インドネシアのイスラーム改革主義運動 ―アラブ人コミュニティの教育活動と社
会統合― 

山口 元樹 2018 9784766425178 ¥19,800 ¥29,700 1027882435 

アメリカのナボコフ ―塗りかえられた自画像― 秋草 俊一郎 2018 9784766425222 ¥8,690 ¥13,090 1027882436 

現代中国の政治制度 ―時間の政治と共産党支配―（慶應義塾大学東アジア研
究所叢書） 

加茂 具樹 2018 9784766425055 ¥12,320 ¥18,480 1028063224 

朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道 朴 敬珉 2018 9784766425208 ¥15,400 ¥23,100 1028063225 

歴史は実験できるのか ―自然実験が解き明かす人類史― ジャレド・ダイアモンド 2018 9784766425192 ¥8,690 ¥13,090 1028063226 

アジア都市の成長戦略 ―「国の経済発展」の概念を変えるダイナミズム― 後藤 康浩 2018 9784766425246 ¥7,700 ¥11,550 1028063227 

選挙干渉と立憲政治 末木 孝典 2018 9784766425307 ¥21,560 ¥32,340 1028301473 

私は自由なのかもしれない ―<責任という自由>の形而上学― 斎藤 慶典 2018 9784766425284 ¥8,690 ¥13,090 1028301474 

スペイン語の世界 岡本 信照 2018 9784766425338 ¥4,950 ¥7,480 1028301475 

万葉の史的世界 川崎 晃 2018 9784766425291 ¥26,180 ¥39,270 1028301476 

災害復興法学 （2） 岡本 正 2018 9784766425369 ¥8,690 ¥13,090 1028301477 

なぜ科学はストーリーを必要としているのか ―ハリウッドに学んだ伝える技術― ランディ・オルソン 2018 9784766425239 ¥8,690 ¥13,090 1028301479 

遺伝学辞典 Robert C.King 2018 9784766425253 ¥46,200 ¥69,300 1028506628 

パーソナルファイナンス教育の理論と実証 ―大学生の消費者市民力の育成― 橋長 真紀子 2018 9784766425406 ¥21,010 ¥31,570 1028506630 
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アカデミックスキルズシリーズ 

  

学生による学生のためのダメレポート 
脱出法  

同時1アクセス(本体) ¥3,696 

同時3アクセス(本体) ¥5,544 

冊子版ISBN 9784766421774  

著編者名 慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員 発行年 2014 商品コード 1016972249 

知識ゼロからのレポート作成 “超” 入門！ 大学1、2 年生から実際に、大学の学習相談に寄せられた質問
を元に、レポート・論文執筆のポイント／学生であれば知っておきたい学習テクニックを、大学の学生相談員
が「学生の目線」から易しく解説。この一冊で、“ダメなレポート”から脱出せよ！ 

  

大学生のための知的技法入門 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784766419603  

著編者名 佐藤 望 発行年 2012 商品コード 1018720212 

大学の授業における学びの技法の基本を紹介。研究テーマの決め方、情報の探し方、レポート・論文の書
き方、プレゼンテーションの方法などをわかりやすく伝授する。各章末にテスト付き。 

  

クリティカル・リーディング入門  
―人文系のための読書レッスン― 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766422740  

著編者名 大出 敦 発行年 2015 商品コード 1019748795 

レポート、論文、試験の答案を作成するために、まず必要となる「テキストを読む力」を身につけよう。人文系
の例題を使って、「どうやって読んだらいいのか」「感想文ではなぜ駄目なのか」といった大学生の疑問に答
える。 

  

大学で学ぶ英語の教科書 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766423105  

著編者名 奥田 暁代 発行年 2016 商品コード 1020782071 

英語力を身につけながら「大学で学ぶ」ことを学び、発見し、自ら学んでいくことを楽しむためのテキスト。ひ
とつ上のレベルのリーディング力、アカデミックな論文を書く力、フォーマルなスピーチができる力を得られる
よう解説。 

  

学びなおしEnglish 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,470 

冊子版ISBN 9784766423013  

著編者名 小宮 繁 発行年 2016 商品コード 1020782072 

英語を学びなおしたい人のために、基礎となる英文法を説明したうえで、実際の英語エッセイを題材に「英
文解釈」のポイントを解説。押さえておきたい英語の学び方や、さまざまなツールを活用した英語の学び方も
紹介します。 

  

アカデミックライティング入門  
―英語論文作成法―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784766422122  

著編者名 吉田 友子 発行年 2015 商品コード 1017973135 

日本人学習者が、英語で論文が書けるよう導くことを目的としたテキスト。論文の準備の各段階や構成の方
法など、論文を書くために必要な具体的な技術を英語と日本語で説明する。書き込み式の練習問題あり。 

３冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥12,386 ¥18,634 

2018年新規配信タイトル！ 
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かつて生物の形や機能の差異をもとに論じ

てきた進化学は、ゲノムや遺伝子解析の発

展により、いま大きく塗り替えられようとして

います。「遺伝子から探る生物進化」シリー

ズでは、こうした背景から分野のトップラン

ナーたちの取り組みとその魅力的なキャラク

ターにフォーカスしながら、遺伝子が明かす

進化の最前線へと案内します。 

プレゼンテーション、社内折衝など

での説得力のあるコミュニケーショ

ン能力が、「戦略家」（=成功者）に

なるためのカギを握る。若手ビジネ

スパースンにコミュニケーションの全

体像を示し、実践的に解説していく

新シリーズ。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス(本体) 
同時 

３アクセス(本体) 
商品コード 

戦略家への道 （1） 岩下 貢 2002 9784766409376 ¥4,224 ¥6,336 1013985144 

戦略的プレゼンテーション （2） 岩下 貢 2002 9784766409383 ¥4,224 ¥6,336 1013985145 

グループミーティングの戦略 （3） 岩下 貢 2003 9784766409390 ¥4,224 ¥6,336 1013985146 

戦略的ネゴシエーション （4） 岩下 貢 2003 9784766409406 ¥4,224 ¥6,336 1013985147 

論理的コミュニケーション戦略 （5） 岩下 貢 2004 9784766409413 ¥4,224 ¥6,336 1013985148 

ディベート戦略 （6） 岩下 貢 2004 9784766409420 ¥4,224 ¥6,336 1013985149 

戦略的マネジメント （7） 岩下 貢 2005 9784766409437 ¥4,224 ¥6,336 1013985150 

全７巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥29,568 ¥44,352 

全6巻揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥41,580  ¥62,370 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス(本体) 
同時 

３アクセス(本体) 
商品コード 

クジラの鼻から進化を覗く  岸田 拓士 2016 9784766422955 ¥6,160 ¥9,240 1020782079 

胎児期に刻まれた進化の痕跡  入江 直樹 2016 9784766422962 ¥6,160 ¥9,240 1020782080 

植物の世代交代制御因子の発見  榊原 恵子 2016 9784766422979 ¥6,820 ¥10,230 1020782081 

新たな魚類大系統 ―遺伝子で解き明かす魚類3

万種の由来と現在― 
宮 正樹 2016 9784766422986 ¥7,480 ¥11,220 1023891719 

植物はなぜ自家受精をするのか  土松 隆志 2017 9784766422993 ¥7,480 ¥11,220 1025881704 

多様な花が生まれる瞬間 奥山 雄大  2018  9784766423006 ¥7,480 ¥11,220  1028506629 

シリーズ・遺伝子から探る生物進化  

ストラテジック  コミュニケーション  
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福澤諭吉著作集 

＜商品コード  1018720197＞ 

現代的意義の高い著作を中心に収録。 
特に戦後世代に配慮し、新字体・現代かな遣いを使用。また、読みにくいと思われる語句には振りがなを施しました。 
現代では理解しにくい語句や福澤諭吉の思想を象徴するキーワードなどに語注を施し、見開き頁ごとに配しました。 
より深い本文理解のため、各巻の巻頭に口絵（８頁）を、巻末に解説、および福澤諭吉のキーワードと固有名詞を中
心とした索引を付しました。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

第1巻 西洋事情   2002 9784766408775 ¥7,920 ¥11,880 1018720199 

第2巻 世界国尽 ; 窮理図解   2002 9784766408782 ¥8,448 ¥12,672 1018720200 

第3巻 学問のすゝめ   2002 9784766408799 ¥5,280 ¥7,920 1018720201 

第4巻 文明論之概略   2002 9784766408805 ¥7,920 ¥11,880 1018720202 

第5巻 学問之独立 ; 慶應義塾之記   2002 9784766408812 ¥6,864 ¥10,296 1018720203 

第6巻 民間経済録 ; 実業論  第6 2003 9784766408829 ¥8,448 ¥12,672 1018720204 

第7巻 通俗民権論 ; 通俗国権論   2003 9784766408836 ¥6,864 ¥10,296 1018720205 

第8巻 時事小言 ; 通俗外交論   2003 9784766408843 ¥6,864 ¥10,296 1018720206 

第9巻 丁丑公論 ; 瘠我慢の説   2002 9784766408850 ¥7,920 ¥11,880 1018720207 

第10巻 日本婦人論 ; 日本男子論   2003 9784766408867 ¥6,864 ¥10,296 1018720208 

第11巻 福翁百話   2003 9784766408874 ¥8,448 ¥12,672 1018720209 

第12巻 福翁自伝 ; 福澤全集緒言   2003 9784766408881 ¥8,448 ¥12,672 1018720210 

全12巻揃価格 

同時１アクセス(本体)  ￥90,288  同時３アクセス(本体) ¥135,432 



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo
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【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&Fビル1 2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


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

