
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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 
 

 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 

 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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。 

教育社会学事典 

著編者名 日本教育社会学会 発行年 2018 

同時1アクセス 
（本体） 

¥72,600 
同時3アクセス 

（本体） 
¥108,900 

冊子版ISBN 9784621302330  商品コード 1027184015 

戦後日本の教育研究に多くの重要な知見と政策的視座を提供してきた教育社会
学を、三部構成、全19章で解説。現代教育社会学の全体像を的確に描き出す。教
育社会学の主要なテーマを３００項目（１項目２頁ないし４頁）程度取り上げ、見開き
完結で、初学者から研究者にいたるまで、幅広い読者のニーズに応えることのでき
る中項目事典。 

インド文化事典 

著編者名 
インド文化事典編集 

委員会 
発行年 2018 

同時1アクセス 
（本体） 

¥66,000 
同時3アクセス 

（本体） 
¥99,000 

冊子版ISBN 9784621302354  商品コード 1027184016 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 近年、急成長
するインドの源流と現状と未来とは。古代神話から宗教、植民地時代の影響も残る
カースト制、ガンディー・ネルーなどの社会・政治運動、カレーなどの食、ボリウッド
などの映画、農村と都市の差やヨガやクリケットといったスポーツまで。グローバル
に跳躍するインドの根底とさまざまな側面を紹介する。 

No.2019-012 

2019年1月 

所蔵館数 上位タイトル!! 
（CiNii Books 調べ） 
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加速器ハンドブック 

著編者名 日本加速器学会 発行年 2018 

同時1アクセス 
（本体） 

¥115,500 
同時3アクセス 

（本体） 
¥173,250 

冊子版ISBN 9784621089019  商品コード 1027855699 

基礎科学の推進から、重粒子を用いたがん治療という医療への応用や産業利用
など、その応用範囲が広がり、産業用の小型なものから超大型なものまで存在す
る加速器科学。現在までの加速器科学の基礎から応用までをまとめ、本分野の発
展に資することを目的とし、分野間の交流を促進し加速器を用いた科学全体が推
進される基盤となる一冊。 

環境経済・政策学事典 

著編者名 環境経済・政策学会 発行年 2018 

同時1アクセス 
（本体） 

¥66,000 
同時3アクセス 

（本体） 
¥99,000 

冊子版ISBN 9784621302927  商品コード 1027988229 

環境問題は経済発展と隣り合わせに起こることから、経済学からの環境問題への
アプローチに加え、様々な経済活動や社会情勢を捉えコントロールすることを目的
とする政策学の研究、さらには関連する諸科学を総動員した学際的研究が求めら
れている。本事典は、環境と経済・政策の関わりについて、様々な基本項目／重要
項目を取り上げ、環境問題の解決のための視座を提供する中項目事典。 

アメリカ文化事典 

著編者名 アメリカ学会 発行年 2018 

同時1アクセス 
（本体） 

¥66,000 
同時3アクセス 

（本体） 
¥99,000 

冊子版ISBN 9784621302149  商品コード 1029342077 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 本書は、アメリカ合衆国を
研究対象とするさまざまな学問領域の研究者が、最新の研究動向を反映しながらアメリカという
国の多様な側面をわかりやすく解説し、立体的に紹介することを目的とした事典。文化事典であ
るが、いわゆる文化芸術や思想、文学などに対象を限定せず、生活習慣から政治経済、軍事外
交まで、人間の営みの多様な側面を広義の文化として定義し、それらの密接な関りを20章立て、
370以上の項目で浮き彫りにした。 

2019年1月 
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レファレンス 最新配信タイトル!! 

人口学事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303078  

著編者名 日本人口学会 発行年 2018 商品コード 1029502815 

現在の時代状況を踏まえ、初学者からでも人口について自ら調べ、考える手助けとなる、わかりやすい中項目
主義の事典。第I部では、今後10年ほど先までの見通しに立って重要なテーマを厳選しトピック形式で解説し、
第II部では、第I部のトピックをより深く理解し、人口学の基礎知識や分析手法などを体系的に紹介する。 

国際開発学事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303405  

著編者名 国際開発学会 発行年 2018 商品コード 1029502814 

火種にならない国際支援、人的支援を含む効率的な援助とは何か。現地とどのように合意形成を行うか。諸
分野にまたがる国際開発学を写真や図を交えながらそれぞれの専門家が1項目2pで解説。経済学・政治学・
社会学・人類学・医学・教育学・経営学・農学・工学・法学などにまたがる国際開発学の全貌を概観できる。終
章ではSDGs後の将来も検討。 

ルネサンスの多面体百科 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621303115  

著編者名 デヴィッド・ウェイド 発行年 2018 商品コード 1028506666 

本書ではルネサンス時代に描かれたユニークで著名な多面体のすべてをそれぞれの周辺の歴史的な流れと
ともに解説したものである。著名な多面体を網羅した類書はないため、数学者のみならず、美術・インテリアデ
ザイン・建築分野の関係者にとってもデザイン発想のヒントを与えてくれる。 

日本伝統文化の英語表現事典 
 = The quick guide to traditional Japanese 
arts and handicrafts 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621302972  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2018 商品コード 1028301503 

海外から日本にやってくる人たちの興味関心が、和食からさらに伝統文化へと益々拡大してきている。では伝
統文化について英語でうまく相手に伝えるにはどう表現すればいいのか？――興味深く、楽しく伝統文化の歴
史とその英語での表現法が理解できるユニークな事典。●具体的でわかりやすい歴史的解説。●経験豊富な
英国人翻訳家による明快な英語表現。●英語説明は日本語説明の後に配置し読みやすさを重視。 

2019年1月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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華僑華人の事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621301760  

著編者名 華僑華人の事典編集委員会 発行年 2017 商品コード 1026888917 

華僑華人に関する興味深い話題を提供しながら、現代の華僑華人研究の全体像を浮き彫りにしています。 華僑
華人の歴史、経済、生活・文化について概説し、華僑華人が住む世界各地を多面的に論述。第III部では、研究対
象とみなされてこなかった事象・現象、既存の概念によって「華僑華人」に分類されなかった人々を扱う「フロンティ
ア」として構成。 厳選されたテーマ約200程度を取り上げた有益な事典。 

世界の暦文化事典 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621301920  

著編者名 中牧 弘允 発行年 2017 商品コード 1026810914 

国別の項目ごとに＜暦法とカレンダー＞＜祝祭日と行事・儀礼＞＜暦と生活文化＞の３つの共通テーマおよび＜
トピック＞を設けました。生業やお祭りなどと人々の生活との関係をわかりやすく解説しています。ビジネス、観光、
学術などの実用目的に、あるいは世界各地の季節感、記念行事、お祭りでの過ごし方を知るために必読の書。農
暦、旧暦、風暦、カレンダーを必要としない地域の紹介も行い、各国の時間の感覚を楽しめる事典。 

和算百科 
同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621301746  

著編者名 和算研究所 発行年 2017 商品コード 1026634695 

江戸時代に一大ブームとなった和算。近年再び，日本独自の数学文化として和算への関心が高まってきています。
本書では，我が国唯一の和算研究機関である和算研究所が編集母体となり，和算の黎明期から誕生，確立，円
熟，発展の各過程における，興味深い数々のトピックスを4pまたは6pでまとめ上げました。和算の全体像が興味深
いエピソードを通して理解できるユニークな百科。 

数と図形のパズル百科 
同時1アクセス（本体） ¥22,440 

同時3アクセス（本体） ¥33,660 

冊子版ISBN 9784621301814  

著編者名 David Wells 発行年 2017 商品コード 1026634694 

数と図形に関する古今東西の有名なパズルについて，歴史的な流れに沿って，それぞれのルーツを明示しながら
列挙します。だまし絵，錯覚，手品，一筆書き，虫食い算，魔方陣，タングラム，継子立てなど，さまざまなパズルを，
身近な日常生活や歴史的事件に具体的に関係させて、わかりやすい解法つきで収録。一風変わった数学史を見
せるように、アルキメデスやディオファントスなど歴史上著名な数学者も数多く登場します。 

社会学理論応用事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621300749  

著編者名 日本社会学会 発行年 2017 商品コード 1025599594 

社会学理論とは、世の中で起こるさまざまな社会現象を分析・解釈し、理解するために使われる理論的な枠組み
であり、社会学研究の根幹をなすものです。本事典は、社会学の諸理論320余を取り上げ、「理論の生まれた背
景」「理論の内容解説」「理論の適用・応用事例」といった三段構成を基本方針として、初学者から研究者まで幅広
いニーズに応える事典を目指して作られています。 
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日英ことわざ文化事典 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301661  

著編者名 山田 雅重 発行年 2017 商品コード 1025376246 

本書では、日本語と英語でよく知られていることわざ、故事成語・成句、慣用句などを、計600項目取り上げ、日本
語のことわざに対応する英語表現と英語のことわざに対応する日本語の表現を紹介しています。表現に含まれる
単語や語句の歴史、その成立過程などにも触れ、英語圏の歴史や文化、考え方などについても広く学ぶことがで
きます。 

自然科学のためのはかる百科 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621300480  

著編者名 渥美 茂明 発行年 2016 商品コード 1024014977 

物理・化学・生物・地学・生活分野の「はかる」ことに特化したトピックスごとの読切りの事典。理科4教科を統合した
初めての試み。 

和食の英語表現事典 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621300664  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2016 商品コード 1023846031 

世界でますます人気上昇中の和食。日本の伝統的な食文化に言及しながら、和食全般について、相手に正しく伝
わる英語表現を紹介。英語説明は日本語説明の後に併記する。シーン別・和食のマナーQ&A、料理方法の種類
等も収録。 

多面体百科 
同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621300442  

著編者名 宮崎 興二 発行年 2016 商品コード 1023846027 

多面体研究の第一人者が、おもしろくて不思議で魅力的な多面体を、自然界や人工界、芸術界や数学界など各分
野から収集。その形・歴史・性質・種類などを、豊富な図版を交えて分かりやすく解説する。 

発達障害事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621300466  

著編者名 日本LD学会 発行年 2016 商品コード 1023846026 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。  知的障害のない発達障害を中心に、理論的
な事項から実践的・応用的な事項まで各項目を見開き2ページで、図表や写真なども用いて解説する。関係法令、
諸外国での特別支援教育の現状も掲載。 
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犯罪心理学事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621089552  

著編者名 日本犯罪心理学会 発行年 2016 商品コード 1023366617 

日本最前線の犯罪心理研究のエッセンスがもれなく盛り込まれた中項目の事典。各種犯罪、捜査、犯罪被害者と
いったテーマごとに、344項目を1項目1見開き(または2見開き)の読み切り型で解説。見出語50音索引等も掲載。 

植物学の百科事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621300381  

著編者名 日本植物学会 発行年 201 商品コード 1022698667 

植物学のあらゆる分野を包括した百科事典。植物学の基礎から、最先端研究テクノロジー、分類・系統学、生態学、
生理学などの各研究分野、農業や社会との関わりにおける植物学の重要項目までを取り上げる。 

古典・新作落語事典 
同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784621300350  

著編者名 瀧口 雅仁 発行年 2016 商品コード 1022115166 

江戸・東京落語を中心に古典落語と新作落語の「あらすじ」と詳細な「解説」を約700演題収載した事典。落語の種
別、舞台、季節、登場人物など多数の索引から演題検索が可能。 

人間科学の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088302  

著編者名 日本生理人類学会 発行年 2015 商品コード 1024761519 

人間はどういう生き物で、どう暮せば健康で快適に過ごせるのか。感覚・遺伝・体の構造といった人間の「仕組み」
から、自然環境、社会・文化、社会生活の営みなどがどう体・心に影響を及ぼすのかを、生理人類学の観点から究
明する今までになかった事典です。人間科学に関連する重要な中項目約260を選定し、それらを「ヒトの遺伝」「カラ
ダの構造」「カラダの機能」「脳と心」「ヒトの感覚」「ヒトと環境」「ヒトの営み」「健康と福祉」「社会と文化」「ヒトを測
る」の10章の中で解説してます。最新の科学的成果を踏まえ、「ヒト」の機能的特性、 

顔の百科事典 

同時1アクセス（本体） ¥82,500 

同時3アクセス（本体） ¥123,750 

冊子版ISBN 9784621089583  

著編者名 日本顔学会 発行年 2015 商品コード 1022115554 

私達と切り離すことのできない「顔」の歴史的・文化的・社会的・科学的側面を中項目の事典としてまとめあげる。 
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日英ことばの文化事典 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621089804  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2015 商品コード 1020083617 

日本語と英語のことばや表現の成り立ちと発想をまとめる。単語やことわざ・格言のイメージの比較、直訳すると意
味不明のイディオム等を解説。異文化コミュニケーションの難しさや楽しさについても述べる。 

和食の常識Q&A百科 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621300060  

著編者名 堀 知佐子 発行年 2015 商品コード 1020083616 

ユネスコ無形文化遺産に登録され、今や世界中で注目をあびる和食。伝統・歴史、調理科学から健康効果まで、
「知られているようで実はよく知られていない、よく誤解されがちな話題」を中心に、和食の基本をQ&A形式で解説。 

有機合成実験法ハンドブック 
 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥95,700 

同時3アクセス（本体） ¥143,550 

冊子版ISBN 9784621089484  

著編者名 有機合成化学協会 発行年 2015 商品コード 1019748895 

本書は有機合成をはじめる際に必須の実験を解説した“基本操作”と、実験のテクニックや合成の手順など実践的
な内容の“実験法”からなる、有機合成を行う学生・研究者・技術者の方々に役立つ標準的実験書です。最新の有
機合成法を追加掲載するとともに、 汎用性をより重視して反応例を選ぶ一方、技術的に古くても現在汎用されて
いる実験法、時代や環境の変化、あるいは技術の進歩によって改めて脚光を浴びている実験法を掲載しています。
また、時代が変わっても伝承すべき装置や実験法などは前版を踏襲しました。 

多角形百科 
同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621089408  

著編者名 細矢 治夫 発行年 2015 商品コード 1019315071 

面白くて不思議で魅力的な「多角形」にまつわる形・歴史・性質・種類等を、自然界や人工界さらには芸術界や数
学界といった各分野から収集して解説。とっておきの話題を、多数の図版を交えて惜しみなく披露する。 

世界の文字事典 

同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621088944  

著編者名 庄司 博史 発行年 2015 商品コード 1019023648 

世界のほとんどの公用語を網羅した文字事典。言語に関しほとんど予備知識のない人を対象に、ラテン文字、キリ
ル文字からアラビア文字まで86種類の文字を取り上げ、カタカナ表記/読みできる方法を解説します。 
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社会学事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621082546  

著編者名 日本社会学会 発行年 2015 商品コード 1017332993 

『社会学』とは「膨大な社会調査データに基づき，様々な社会現象の実態や，現象の起こる原因を解明するための
学問」である。産業構造や労働市場構造，社会階層構造，学歴不平等構造，環境配慮行動などの最新話題を，日
本社会学会が総力を挙げて編集する中項目事典。 

漢方薬副作用百科 
 ―事例・解説・対策・提言― 

同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784621089262  

著編者名 内藤 裕史 発行年 2014 商品コード 1024680197 

漢方薬は西洋薬に比べ副作用が少ないように思われがちですが、実際には様々な副作用の事例が報告されてい
ます。 本書は、そのような副作用がなぜ起こるのか、またそれを防ぐための対策などを、多数の事例とともにまと
めたもので、わが国で初めての副作用のレファレンスです。漢方薬を処方する医師・薬剤師はもとより、漢方薬を
飲んでいる患者の方々にも役立つ一冊です。 

イギリス文化事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088647  

著編者名 イギリス文化事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1019315070 

それぞれに独自の文化を有する、4つの地域から成るイギリスの魅力を、389の項目で余すところなく伝えるユニー
クな中項目事典。 

民俗学事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621087732  

著編者名 民俗学事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1019023647 

これからの社会変化に対して民俗学はどう関われるのか? 民俗学の始まりから基本概念、調査のあり方と現状、
そして研究最前線までを中項目(トピックス)主義でまとめた「読む事典」。 

原子力・量子・核融合事典 
 <全6巻> （分売不可） 

同時1アクセス（本体） ¥495,000 

同時3アクセス（本体） ¥742,500 

冊子版ISBN 9784621088746  

著編者名 田中 知 発行年 2014 商品コード 1019023645 

プラズマ物理・核融合、放射線医療・加速器（量子ビーム）、原子力工学など原子核関連の科学・技術を、基礎知識から最先端
の技術まで網羅的に取り上げて解説する全６分冊の本格的事典。 全編、図表を多用し、見開き２ページないし４ページ読切りの
構成で、どこからでも読むことができる。第V分冊では「東日本大震災と原子力発電所事故」を扱い、地震・津波、事故の推移・分
析から社会影響までを詳細に検討している。総目次、総索引、分冊索引を充実、大部にもかかわらず、検索しやすく使いやすい
事典となっている。 
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深海と地球の事典 
同時1アクセス（本体） ¥24,750 

同時3アクセス（本体） ¥37,125 

冊子版ISBN 9784621088876  

著編者名 深海と地球の事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1017819856 

地球最後のフロンティア、深海。深海研究の最先端にいる専門家たちが、これまで明らかになってきた深海の科学
と研究を支える技術開発、さらに研究からわかった地球の姿を、豊富なカラー図版とともに解説する。 

世界民族百科事典 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088234  

著編者名 国立民族学博物館 発行年 2014 商品コード 1016124045 

世界の民族をめぐるさまざまな事象や問題を主題的にとりあげ、人類学、民族学および周辺領域の研究者が簡明
かつ具体的に解説する。国家・ナショナリズム、紛争・戦争、宗教・信仰、歴史・神話などを収録。 

地球温暖化の事典 
同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784621086605  

著編者名 国立環境研究所地球環境研究センター 発行年 2014 商品コード 1016124039 

地球システムから、緩和策、条約・法律・インベントリまで、地球温暖化に関する基本的かつ重要な事項を網羅的
に系統立てて解説した事典。温暖化問題に関する用語の意味や基本的な概念について理解を深めることができる。 

社会福祉学事典 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088142  

著編者名 日本社会福祉学会事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1016124037 

政策・制度・運営、個人・グループ・地域への働きかけから、評価研究・調査法、社会福祉教育まで、社会福祉学全
般に亘る研究水準と課題を明示した事典。見出し語五十音・事項・人名索引付き。 

和製英語事典 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784621087633  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2014 商品コード 1015223807 

身の回りにあふれる和製英語の中からとりわけ興味深いものを取り上げ、「背景解説と正しい表現」「そのまま使っ
たらネイティブにどう伝わる」「ネイティブによるワンポイント解説」といった切り口で解説する。 
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社会調査事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621087312  

著編者名 社会調査協会 発行年 2014 商品コード 1015223806 

社会調査の方法や成果について体系的・包括的に取り上げて解説した事典。社会調査の基礎と理論、社会調査
の手法、代表的な社会調査の実例、各種官庁統計と国内外の主要な社会調査などを収録。 

化学実験の事故事例・事故防止
ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621087589  

著編者名 鈴木 仁美 発行年 2014 商品コード 1015223805 

化学に関係した事故や危険を総括するほか、安全な化学実験のために必要な基礎知識を解説。また、反応や化
合物ごとの化学実験の事故事例を、事件例・事故例・危険例・注意例に分類して掲載する。 

図書館情報学用語辞典  第4版 
同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784621087749  

著編者名 日本図書館情報学会用語辞典編集委員会 発行年 2013 商品コード 1015223803 

図書館情報学の専門用語を収録した用語辞典。基礎的な概念、図書館情報学教育、図書館運営、目録、分類・件
名、索引・情報検索、資料・メディアに関する専門用語、図書館情報学にかかわる人名・団体名などを収録。 

人の移動事典 
 ―日本からアジアへ・アジアから日本へ― 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621087190  

著編者名 吉原 和男 発行年 2013 商品コード 1014899597 

アジア太平洋地域の域内および域外から、日本及びアジアへの移民・移住など人の国際移動について、歴史学・
経済学・社会学・文化人類学、政治学など、多くの学問分野から総合的に論じる中項目事典。 

人文地理学事典 

同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621086872  

著編者名 人文地理学会 発行年 2013 商品コード 1014446540 

学会が総力を挙げて取り組んだこの分野における本邦初の中項目事典● 執筆者総勢263名、8分野・268項目の
読み応えのある中項目を収録● 各項目とも２ｐ／４ｐの見開き完結でわかりやすく記述された読み通せる事典● 
学史・理論・基本概念から新しいアプローチ、先端研究まで全貌が把握できる● 国内外の地理学の動向を踏まえ
ながら、我が国独自の研究も多数紹介● 特に関心の高いツーリズム、災害、環境に関する興味深い項目も多数
収録 
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架橋反応ハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥55,000 

同時3アクセス（本体） ¥82,500 

冊子版ISBN 9784621086865  

著編者名 中山 雍晴 発行年 2013 商品コード 1013867158 

塗料分野の成果を中心に、架橋剤の性質・反応機構・副反応・架橋結合の性質など、必要な基本的知見を体系的
にまとめ、他分野でも応用できる知識を収載。 

発達心理学事典 

同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085790  

著編者名 日本発達心理学会 発行年 2013 商品コード 1013867154 

「かたる」「ふれる」「かんがえる」など人の行動を25個の動詞でとらえ、それぞれの動詞に関わる発達心理学と関
連領域の重要な研究トピックを選び出して解説した事典。見出し語50音索引、事項索引等も収録。 

世界宗教百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085776  

著編者名 世界宗教百科事典編集委員会 発行年 2012 商品コード 1012269191 

世界の宗教現象、宗教文化を理解するための基本的知識と現代の宗教研究の成果を分かりやすくまとめた事典。
仏教、キリスト教、イスラーム等の宗教別と、地域ごとの状況を捉えた宗教文化圏別の2部構成。 

温泉の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085066  

著編者名 阿岸 祐幸 発行年 2012 商品コード 1012269190 

温泉と周辺領域の事象を約300取り上げ、自然科学、医療・保健・健康、社会・経済・観光、歴史・文化に分類して
解説。温泉にまつわるそれぞれの領域の現時点での知識、用語の定義、現代的意義がわかる。 

かたち創造の百科事典 

同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085554  

著編者名 かたち創造の百科事典編集委員会 発行年 2012 商品コード 1012109791 

人間の創る建築物、機械製品、ファッションから、自然の作る様々な生物や鉱物などのかたちは、多角形･曲線･多
面体･曲面といった様々な形の組合せで成り立っており、かたちそのものが重要な役割を担っています。本書では
科学から芸術に至るまであらゆる分野で、これからの｢新しいかたちの創造｣に欠かせないかたちの基本パターン
についての図形データ･作品例・応用例などをCGを用いて解説します。 
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機能性食品の作用と安全性百科 
同時1アクセス（本体） ¥39,600 

同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621085523  

著編者名 上野川 修一 発行年 2012 商品コード 1011227121 

機能性食品、保健機能食品、機能性成分の作用機構と、機能性食品の臓器間ネットワークを介した栄養代謝につ
いて解説。また、人間の生体調節系に作用する食品成分の作用機構や成分の有効・無効にも説明する。 

高分子劣化・長寿命化ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621084199  

著編者名 大沢 善次郎 発行年 2011 商品コード 1014446539 

高分子劣化の基礎、劣化機構、長寿命化技術、劣化試験法・評価法、寿命予測などについて、豊富な図表を用い
てやさしく解説。汎用高分子、高機能性樹脂に関する各論も収録する。 

臨床研究のための倫理審査 
ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥18,480 

同時3アクセス（本体） ¥27,720 

冊子版ISBN 9784621083260  

著編者名 笹栗 俊之 発行年 2011 商品コード 1014446537 

倫理審査に関わる人のためのテキスト。臨床研究や倫理審査に関する基本的な理念や知識をまとめるとともに、
倫理審査の現場でそのまま使える知識や技術を紹介。国内外の主要な関連法規や倫理指針も収録する。 

交通の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621083505  

著編者名 大久保 尭夫 発行年 2011 商品コード 1010995022 

「交通」という、暮らしと社会に密着した言葉を切口として、あらゆる学問分野において現れる、交通に関した図版な
どを交えて、やさしく解説する中項目事典。 陸、海、空の交通システムの中で「豊かさと満足感」、「社会生活（集
団）」、「日常生活（個人）」、「快適性」、「安全･安心」、「精神的負担と労働衛生環境」、「身体的負担と運転効率」、
「健康や傷害対策と回復」などの8つの分類に見出し語を付しています。 

カウンセリング実践ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621083017  

著編者名 松原 達哉 発行年 2011 商品コード 1010995021 

日本カウンセリング学会の粋を集め、特にケーススタディに力点を置き、カウンセリングの理論や技法をいかに実
践するかを集大成した書籍です。実践領域を、教育カウンセリング、産業カウンセリング、医療カウンセリング、司
法・矯正カウンセリング、福祉・高齢者カウンセリングのそれぞれの領域に分け、各分野の専門家が具体的事例を
まじえてわかりやすく、事例を含めながら解説します。 
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光の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621084632  

著編者名 谷田貝 豊彦 発行年 2011 商品コード 1008954403 

光技術やそれを支える材料の開発の経緯、あるいはアメニティとしての光の利用など、身の回りのさまざまな光現象を
理解できるよう、やさしく体系的に説明する。 

食品安全ハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥77,000 

同時3アクセス（本体） ¥115,500 

冊子版ISBN 9784621081822  

著編者名 食品安全ハンドブック編集委員会 発行年 2010 商品コード 1009767740 

本書「食品安全ハンドブック」では、大きな変化に直面している食品の安全性評価や安全性対策の方法と実際を知る
ために書かれたものです。各項目とも、大学・公的機関や食品企業の研究者など各分野の専門家によって、最新の事
例・知見に基づき執筆されておりますが、理論、実務いずれにも偏らないようにバランスを考慮し、使えるハンドブック
を目指しました。 

廃棄物安全処理・リサイクル 
ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥29,700 

同時3アクセス（本体） ¥44,550 

冊子版ISBN 9784621082737  

著編者名 藤吉 秀昭 発行年 2010 商品コード 1009767739 

廃棄物の処理工程、安全管理、資源化等、廃棄物全般における安全についてまとめたレファレンスブックです。廃棄
物管理者や廃棄物処理設備設計技術者、廃棄物行政担当者が日々の業務に活かし、少しでも事故を未然に防げる
よう、また事故の拡大を防げるよう、処理工程や管理の安全について貴重な事故事例をもとに科学的に解説します。 

宗教学事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621082553  

著編者名 星野 英紀 発行年 2010 商品コード 1009499729 

本書「宗教学事典」は、教義、国家と宗教、暦、偶像崇拝、教育、芸能、宗教研究への視点など現代の宗教学の全貌
を見渡せるテーマを厳選して解説します。ここ数十年、関心の高まっている環境、医療などの新領域に関しても扱いな
がら、宗教の基幹となる概念、比較方法を整理し、宗教学の今後の方向性を考察します。 

日本まちづくり事典 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621081945  

著編者名 井上 繁 発行年 2010 商品コード 1008954408 

１００市区町村のまちづくりの実例をまとめた事典。都市計画や都市再生だけでなく、文化・芸術、産業・地域経済、環
境、景観、観光、市民活動、コミュニティビジネスなど、多彩な取り組みを紹介する。索引も充実。 

爆発物探知ハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥20,900 

同時3アクセス（本体） ¥31,350 

冊子版ISBN 9784621083314  

著編者名 火薬学会爆発物探知専門部会 発行年 2010 商品コード 1008954400 

本書「爆発物探知ハンドブック」は、火薬学会 爆発物探知専門部会編集で、テロ対策の爆薬探知を目的に、爆発物
に関する最先端の内容を解説した本邦初の書籍です。火薬学会は、爆発物の安全な利用を研究する学会として、テロ
対策のための爆発物検出の研究を組織的にリードする学会です。 
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社会心理学事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621081075  

著編者名 日本社会心理学会 発行年 2009 商品コード 1014446538 

社会の中での人の行動について研究する「社会心理学」は，政治学・経済学，文化人類学，統計学，精神医学，コミュ
ニケーション論，ネットワーク分析などの知識を援用しながら，日常生活の中で起こる人の心と行動の「不思議と仕組
み」について考察する学際的学問。本書は，様々な分野で注目され，活用されているその研究最前線を解説する中項
目事典。 

ストレス百科事典 
 全5巻セット（分売不可） 

同時1アクセス（本体） ¥440,000 

同時3アクセス（本体） ¥660,000 

冊子版ISBN 9784621081112  

著編者名 ストレス百科事典翻訳刊行委員会 発行年 2009 商品コード 1012467710 

定評のあるリファレンス『Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ ＳＴＲＥＳＳ』全４巻を初めて翻訳。１７領域，５４５項目，３５００ページの
大著。不安神経症，うつ病，ＰＴＳＤなどのストレス関連疾患から，日常生活で生じるストレスまで幅広くカバー。免疫学，
分子生物学，薬理作用等の基礎関連領域から社会が抱える諸問題，肥満や糖尿病などの関連分野まで言及。 

濾過工学ハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥30,800 

同時3アクセス（本体） ¥46,200 

冊子版ISBN 9784621081778  

著編者名 世界濾過工学会日本会 発行年 2009 商品コード 1008954402 

濾過の基礎理論や濾過器の種類といった学術的な知識のほか、現場での実践的応用に役立つ例題を多数掲載。濾
過器メーカーの技術者やユーザーにきわめて有用な固液分離の知識、数式、データ、および装置図を豊富に提供す
る。 

ばね 第4版 
同時1アクセス（本体） ¥59,400 

同時3アクセス（本体） ¥89,100 

冊子版ISBN 9784621079652  

著編者名 日本ばね学会 発行年 2008 商品コード 1025020412 

実際のばね設計実務レベルで必要なデータを網羅しました。企業の新入社員の教育や設計実務の参考書として使え
るように、基本的理論をわかりやすく解説しています。古典的理論による“ばね設計公式の適用限界”を明らかにし、
最新のコンピュータ解析技術がどこまで進歩しているかを詳しく解説されています。ばね用材料に要求される基本的な
強度や耐久性データを幅広く掲載。鋼以外のばね用材料の最新動向を盛り込んだ構成です。 

応用倫理学事典 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621079225  

著編者名 加藤 尚武 発行年 2008 商品コード 1010995020 

「応用倫理学」の全貌が見渡せる、この分野初の中項目事典。わが国の「応用倫理学」各分野で活躍中の研究者総勢
２００名が執筆に参加。様々な身の回りのキーワードについて、哲学的・倫理学的概念を援用しながら具体的に考察
する。収録する中項目見出し語数は約３５０。巻末索引の収録語数は約３０００語で、それぞれの用語に対応する英語
も併記。 

まちづくりの百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥35,200 

同時3アクセス（本体） ¥52,800 

冊子版ISBN 9784621080047  

著編者名 似田貝 香門 発行年 2008 商品コード 1009767741 

「まちづくり」は近年とみに関心が高まってきている。まちづくり活動を、まずは歴史的経過として論じ、そこからさまざま
な影響をうけてつながってきた現状における「まちづくり」の多様な様相を俯瞰する。そしてこれらの様相が、将来の住
民生活の身近な生活環境改善の維持のあり方にどのような方向付けを与えていくことになるかを見通す書。 
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窒素酸化物の事典 
同時1アクセス（本体） ¥14,300 

同時3アクセス（本体） ¥21,450 

冊子版ISBN 9784621080481  

著編者名 鈴木 仁美 発行年 2008 商品コード 1008954406 

有機・無機に関係なく窒素酸化物、および、その周辺の化学までを総合的に解説した事典。その構成元素となる窒素
と酸素をはじめとし、窒素酸化物に関連する事項を収録する。 

有機化合物結晶作製ハンドブック 
 ―原理とノウハウ― 

同時1アクセス（本体） ¥17,600 

同時3アクセス（本体） ¥26,400 

冊子版ISBN 9784621079911  

著編者名 平山 令明 発行年 2008 商品コード 1008954399 

化学物質を精製・単離するうえで欠かすことのできない操作である結晶化について、経験豊富な研究者のノウハウを、
具体的かつ実用的にまとめる。有機化合物の結晶化を試みるすべての技術者・科学者の拠り所となる一冊。（著作権
の都合により、一部画像がないページがあります） 

呪物のかたちと謎 
 （魔よけ百科 世界編） 

同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621080269  

著編者名 岡田 保造 発行年 2008 商品コード 1008060872 

国内は北海道から沖縄まで、海外は韓国から西へメキシコまでの１５カ国を著者自ら歩き回り、初公開のものも含め、
足で集めた魔よけの数々の形と歴史の謎に迫っていく。見開き右頁に解説文、左頁にカラー写真を掲載し、各地の魔
よけの図柄の謎解きをする。５０話完結で、どこからでも気軽に読める構成となっている。待望の続編。 

人工環境デザインハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥66,000 

同時3アクセス（本体） ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621079218  

著編者名 人工環境デザインハンドブック編集委員会 発行年 2007 商品コード 1008954407 

人工環境の各種環境因子、複合環境および実環境について「生理的評価」「心理的評価」「デザイン展開」および「基
準値・標準値」を記載。幼児、高齢者、障がい者にも配慮した人工環境のデザイン指針を提示する。 

世界まちづくり事典 
同時1アクセス（本体） ¥33,000 

同時3アクセス（本体） ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621078594  

著編者名 井上 繁 発行年 2007 商品コード 1008954405 

世界２９カ国、１２０都市を網羅し、魅力的なまちをつくる発想と手法を１０のジャンルに分けて詳述する。福祉、文化、
芸術、歴史、産業など、まちづくりのヒントが満載の一冊。 

表面物性工学ハンドブック  第2版 
同時1アクセス（本体） ¥92,400 

同時3アクセス（本体） ¥138,600 

冊子版ISBN 9784621078389  

著編者名 小間 篤 発行年 2007 商品コード 1008954398 

表面物性工学を専門とする研究者、技術者の座右の書として、またこの分野のわかりやすい入門書として、基礎から
応用までを網羅したハンドブック。進展めざましいＳＰＭ手法を詳しく解説し、最先端のトピックスも収録。（著作権の都
合により、一部画像がないページがあります） 

15 



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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年1月 

レファレンス 好評タイトル!! 

かたちの謎を解く （魔よけ百科） 
同時1アクセス（本体） ¥4,180 

同時3アクセス（本体） ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621078761  

著編者名 岡田 保造 発行年 2007 商品コード 1008060870 

「魔よけ」とは人生を脅かす「魔もの」から身を守り、それらを退散させ、さらには福を招くものある。本書は、悪霊や邪
鬼を退散させて福を招く呪物の図像学である。見開き右頁に解説文、左頁にカラー写真を掲載し、各地の魔よけの図
柄の謎解きをする。５０話完結で、どこからでも気軽に読める構成となっている。 

健康食品・中毒百科 
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 9784621078402  

著編者名 内藤 裕史 発行年 2007 商品コード 1008060868 

健康食品は医薬品と違い安全で副作用がないと一般に広く信じられているが、何を安全の目安とすればよいのか？ 
学術雑誌に発表された１０００編を超す論文を引用し、健康食品の摂取による健康被害事例を紹介する。 

化学物質・プラント事故事例 
ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥61,600 

同時3アクセス（本体） ¥92,400 

冊子版ISBN 9784621076811  

著編者名 田村 昌三 発行年 2006 商品コード 1008954410 

日本での化学物質・プラント分野の爆発・火災・破裂・漏洩等の事故事例を紹介し、それらの知識と教訓をデータベー
ス化。事故事例の解析・活用編、事故事例データ編、失敗百選、用語・物質編の４部構成。 

言語科学の百科事典 
同時1アクセス（本体） ¥50,600 

同時3アクセス（本体） ¥75,900 

冊子版ISBN 9784621077337  

著編者名 鈴木 良次 発行年 2006 商品コード 1008954404 

トランスディシプリナリな取り組みが言語科学にとってますます重要になってきた現在、言語科学で使われている基本
的な概念、用語、研究の最前線の状況などを的確に把握するニーズに応える事典。 

略語大辞典  第2版 
同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621049549  

著編者名 加藤 大典 発行年 2002 商品コード 1008954401 

現代を解くキーワードである略語のデータブック。先端科学技術分野を中心に、各分野の専門家が執筆。薬学、免疫
学、宇宙・航空・軍事、コンピュータ、情報などに関わる６０００語を加えた１９９５年刊の第２版。 

セラミックス辞典 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥59,400 

同時3アクセス（本体） ¥89,100 

冊子版ISBN 9784621042984  

著編者名 日本セラミックス協会 発行年 1997 商品コード 1024118318 

セラミックスおよびその関連分野の用語を解説。抄録項目・字数を約２倍に増やした第２版。 
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ストレス科学に関するあらゆる知見を集成した事典 

2019年1月 

 定評のあるリファレンス『Encyclopedia of STRESS, Second Edition』全4 巻

（Elsevier 刊 George Fink 編集2007 年4 月）を初めて翻訳 

 17 領域、545 項目、3,500 ページの大著 

 不安神経症、うつ病、PTSD などのストレス関連疾患から、日常生活で生じる

ストレスまで幅広くカバー 

 ストレス反応に関わるサイトカインなどの免疫学、中枢神経系の分子生物学、

セロトニンの薬理作用等の基礎関連領域からテロリズムなど社会が抱える諸

問題、災害時のストレス、さらには肥満や糖尿病などの関連分野にも言及 

ストレス百科事典翻訳刊行委員会 編  日本ストレス学会 編集協力 
2009年 発行 

ストレス百科事典  
S  T  R  E  S  S  

全5巻 揃価格（分売不可） 

同時1アクセス（本体） ¥440,000 

同時3アクセス（本体） ¥660,000 

冊子版ISBN 9784621081112  

商品コード 1012467710 

全 5 巻  

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


