
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 

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/ 

         2021 就活BOOK  

No.2019-238 

各タイトルの詳細は次ページをご覧ください。 

同時1アクセス（本体）￥58,575  同時3アクセス（本体）￥164,010 

15点セット価格   

2019年5月 
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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。 

        就活BOOK  

  全15巻各タイトル 詳細 

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 

■マイナビ2021就活BOOK 全15巻セット   2019   ¥58,575  ¥164,010  1030517496 

内定獲得のメソッド  
就職活動がまるごと分かる本 いつ？ どこで？ なにをする？  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969646 ¥4,290  ¥12,012  1030517497 

内定獲得のメソッド 就活ノートの作り方  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969622 ¥4,224  ¥11,827  1030517498 

内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

マイナビ出版 
編集部 

2019 9784839969639 ¥3,960  ¥11,088  1030517499 

内定獲得のメソッド  
インターンシップ 仕事のホントを知る！ 見る！ 考える！  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969547 ¥4,290  ¥12,012  1030517500 

内定獲得のメソッド 自己分析 適職へ導く書き込み式ワークシート 
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969608 ¥4,290  ¥12,012  1030517501 

内定獲得のメソッド エントリーシート 完全突破塾  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

岡 茂信 2019 9784839969578 ¥4,290  ¥12,012  1030517502 

内定獲得のメソッド 一般常識 即戦力 問題集  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

日本キャリア 
サポートセンター 

2019 9784839969554 ¥3,960  ¥11,088  1030517503 

内定獲得のメソッド SPI 解法の極意  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

日本キャリア 
サポートセンター 

2019 9784839969592 ¥4,290  ¥12,012  1030517504 

内定獲得のメソッド 面接 自己PR 志望動機  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969615 ¥4,290  ¥12,012  1030517505 

内定獲得のメソッド 面接担当者の質問の意図  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969561 ¥3,960  ¥11,088  1030517506 

でるとこだけのSPI （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 
日本キャリア 
サポートセンター 

2019 9784839969585 ¥3,795  ¥10,626  1030517507 

要点マスター！ 就活マナー  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

美土路 雅子 2019 9784839969653 ¥3,234  ¥9,055  1030517508 

要点マスター！ SPI （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 
日本キャリア 
サポートセンター 

2019 9784839969684 ¥3,234  ¥9,055  1030517509 

要点マスター！ 一般常識 （マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 
日本キャリア 
サポートセンター 

2019 9784839969677 ¥3,234  ¥9,055  1030517510 

要点マスター！ 面接＆エントリーシート  
（マイナビオフィシャル就活BOOK 2021） 

才木 弓加 2019 9784839969660 ¥3,234  ¥9,055  1030517511 

マイナビ2022以降も配信予定！ 
継続注文も承ります！ 

スマホやPCで就活対策を！ 
Maruzen eBook Libraryではその他就活本も沢山取り揃えております！ 
ぜひお問い合わせください！ 

2019年5月 
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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5月 

ゼロから始める超入門はじめてのプログ
ラミング （マイナビムック special） 

同時1アクセス（本体） ¥4,345 

同時3アクセス（本体） ¥10,862 

冊子版ISBN 9784839964399  

著編者名 マイナビ出版 発行年 2017 商品コード 1027575758 

本書は、プログラミングのことは全くわからないという初心者をターゲットとし、いちから「プログラミングとは何か」「なぜプロ
グラミングが必要なのか」「どのような言語があり、なぜSwiftなのか」といった、"プログラミング以前"もしっかりと解説したう
えで、「実際にSwiftで書いてみること（簡単なiPhoneアプリ制作）」を学べる1冊です。 

ちゃんと使える力を身につける
JavaScriptのきほんのきほん 

同時1アクセス（本体） ¥6,820 

同時3アクセス（本体） ¥17,050 

冊子版ISBN 9784839961626  

著編者名 大澤 文孝 発行年 2017 商品コード 1028352524 

JavaScriptは、Webブラウザで実行するプログラムを書くために生まれたプログラミング言語です。ウィンドウを開いたり、ク
リックするとページの一部が変わったりするギミックを実現するのに欠かせません。本書では、これからJavaScriptを学ぶ方
や、またはJavaScriptを書いたことはあるけれど、いまひとつよく理解できない点がある方を対象に、ゼロからJavaScriptを
解説します。 

ブロックチェーンアプリケーション開発の教科
書 ―作って学ぶ、暗号通貨とスマートコントラクトの

理論と実践― 

同時1アクセス（本体） ¥9,047 

同時3アクセス（本体） ¥22,619 

冊子版ISBN 9784839965136  

著編者名 加嵜 長門 発行年 2018 商品コード 1028352525 

仕組みから実践までわかる、エンジニアのための「ブロックチェーン」解説書。本書は、知識と実践スキルをバランス良く学
べるよう、ブロックチェーン界隈の最新情報はもちろん、理解の前提となる暗号学や分散コンピューティングに加え、フレー
ムワーク紹介や実践的なサンプルなどを盛り込み、さらに必要となる経済やビジネスの話題にも深く踏み込んで解説しまし
た。 

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 

PHP7+MariaDB/MySQLマスターブック  
―環境構築から実践的なシステム作成まで完全習得!― 

永田 順伸 2018 9784839962340 ¥7,810 ¥19,525 1028352520 

Excelからはじめるビッグデータ分析  
―実践で学ぶ、ビッグデータ活用の基本から分析方法まで― 

針原 森夫 2018 9784839964115 ¥8,250 ¥20,625 1028352517 

Googleサービス完全ガイド ―Googleの無料サービスを活用すればス
マホ・タブレット・パソコンがもっと便利になる!―（マイナビムック） 

マイナビ出版 2018 9784839964382 ¥2,695 ¥6,737 1027575759 

C# 画像処理・数値プログラミング プレミアムブックス版 石立 喬 2018  9784839965372 ¥8,800 ¥22,000 1028352516 

完全理解!macOS High Sierra （マイナビムック special） 中村朝美 2017 9784839964917 ¥4,070 ¥10,175 1027575761 

はじめてのマック 2018  
―Windowsとは違うMacのキホン―（マイナビムック special） 

栗原 亮 2017 9784839965143 ¥3,795 ¥9,487 1027575763 

macOS High Sierraマスターブック ―基本からさまざまな連携までマッ
クOSハイシエラを網羅―（MacFan BOOKS） 

小山 香織 2017 9784839964702 ¥5,445 ¥13,612 1028352519 

MacBookマスターブック  
―macOS High Sierra対応版―（MacFan BOOKS） 

松山 茂 2017 9784839964719 ¥4,620 ¥11,550 1028352518 

やさしく学ぶ機械学習を理解するための数学のきほん  
―アヤノ&ミオと一緒に学ぶ機械学習の理論と数学、実装まで― 

立石 賢吾 2017 9784839963521 ¥7,095 ¥17,737 1028352527 

iPhone 8/8 Plus入門・活用ガイド ―au docomo SoftBank : iPhone 
8/8 Plusを使いこなそう!―（マイナビムック special） 

松山 茂 2017 9784839964962 ¥2,420 ¥6,050 1027575760 

iPhone X完全ガイド  
―iPhone Xを徹底的に使いこなそう!―（マイナビムック special） 

松山 茂 2017 9784839965044 ¥2,420 ¥6,050 1027575762 

作って学ぶiPhoneアプリの教科書 ―Swift4&Xcode9対応― 森 巧尚 2017 9784839964900 ¥7,920 ¥19,800 1028352532 

iPad入門・活用ガイド （マイナビムック） 松山 茂 2017 9784839964375 ¥2,695 ¥6,737 1027575757 

IT関連タイトル 

マイナビ出版の好評配信中タイトル！ 
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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。 

マイナビ将棋文庫ほか 

マイナビ将棋BOOKS 

   将棋年鑑     将棋年鑑は日本将棋連盟が年に一度発行する、
１年間の将棋界がまるごと分かる一冊です。各年
度に行われたプロ棋戦、アマ主要棋戦の棋譜を合
計500局以上収録、600ページ以上におよぶ大ボ
リュームの一冊です。 

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 

将棋年鑑 平成26年版 2014 9784839951757 ¥12,650 ¥31,625 1027621483 

将棋年鑑 平成27年版 2015 9784839956134 ¥12,650 ¥31,625 1027621484 

将棋年鑑 平成28年版 2016 9784839959302 ¥12,650 ¥31,625 1027621485 

将棋年鑑 平成29年版 2017 9784839962685 ¥12,650 ¥31,625 1027621486 

日本将棋連盟 刊 

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 

振り飛車はどこに行くのか? ―プロが教える全振り飛車の定跡最先端― 門倉 啓太 2018 9784839965488 ¥4,372 ¥10,931 1028352537 

対中飛車 角道不突き左美濃  都成 竜馬 2018 9784839965266 ¥4,235 ¥10,587 1028352538 

相掛かりの新常識  中座 真 2018 9784839965150 ¥4,235 ¥10,587 1028352546 

対抗形の急所がわかる!居飛車VS振り飛車の重要テーマ 上村 亘 2018 9784839965242 ¥4,235 ¥10,587 1028352553 

将棋・序盤完全ガイド 増補改訂版（マイナビ将棋BOOKS 振り飛車編） 上野 裕和 2018 9784839964986 ¥4,235 ¥10,587 1028352514 

これが決定版!相中飛車徹底ガイド 杉本 昌隆 2017 9784839963095 ¥4,235 ¥10,587 1028352522 

三間飛車新時代 小倉 久史 2017 9784839962739 ¥4,235 ¥10,587 1028352533 

超攻撃的振り飛車 新生・角頭歩戦法  西川 和宏 2017 9784839962760 ¥4,235 ¥10,587 1028352548 

永瀬流負けない将棋 ―全戦型対応版― 永瀬 拓矢 2017 9784839965006 ¥5,060 ¥12,650 1028352544 

菅井ノート （マイナビ将棋BOOKS 相振り編） 菅井 竜也 2017 9784839964610 ¥4,235 ¥10,587 1028352541 

史上最速の攻撃戦法極限早繰り銀  
同時1アクセス（本体） ¥4,235 

同時3アクセス（本体） ¥10,587 

冊子版ISBN 9784839964207  

著編者名 佐藤 慎一 発行年 2018 商品コード 1028352535 
本書は初手▲２六歩から▲２五歩と進め、３三に上がった相手の角頭目指して一目散に早繰り銀を
仕掛ける「極限早繰り銀」について解説した初の戦術書です。単純で覚えやすく、狙いも分かりやす
い。それでいてプロでも通用するのだからアマチュアにとってこれほど良い戦法はありません。本書
を読んでそのスピード感を自分のものにし、ぜひ得意戦法の一つに加えてください。 

藤井聡太推薦!将棋が強くなる実戦
1手詰 

同時1アクセス（本体） ¥3,410 

同時3アクセス（本体） ¥8,525 

冊子版ISBN 9784839965198  

著編者名 書籍編集部 発行年 2018 商品コード 1028352550 
本書は将棋のルールや駒の動かし方などから始まり、どうやって王手をかけるのか、玉は詰んでいるかなど、
詰将棋を解く前段階から徹底的に解説しています。詰将棋問題は１手詰を200題収録。詰まし方のパターン別
基本例題50問に続いて、それらがランダムに出てくる実戦１手詰が140問。最後に卒業問題として10問の難問を
用意しました。 

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 

「次の一手」で覚える四間飛車定跡コレクション404 （マイナビ将棋文庫） 所司 和晴 2018 9784839964764 ¥3,685 ¥9,212 1028352513 

3手詰から始める棋力アップ詰将棋200 （マイナビ将棋文庫） 伊藤 果 2017 9784839964955 ¥3,685 ¥9,212 1028352515 

将棋・基本定跡ガイド ―全戦法対応―（マイナビ将棋文庫） 長岡 裕也 2017 9784839965273 ¥3,685 ¥9,212 1028352545 

“自然流”詰将棋 ―永世名人直伝!―完全版（将棋連盟文庫） 中原 誠 2017 9784839964658 ¥3,685 ¥9,212 1028352531 

将棋関連タイトル 

2019年5月 
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マイナビ出版の好評配信中タイトル！ 



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。 

囲碁関連タイトル 

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 

アルファ碁は何を考えていたのか? ―トップ棋士3人による
徹底解剖―（囲碁人ブックス） 

河野 臨 2017 9784839964757 ¥6,765 ¥16,912 1028352521 

誰でもカンタン!図解で分かる碁の形勢判断法 （囲碁人
ブックス） 

平田 智也 2017 9784839964801 ¥4,372 ¥10,931 1028352547 

趙治勲詰碁ハンドブック （囲碁人文庫シリーズ） 趙 治勲 2017 9784839964238 ¥3,547 ¥8,869 1028352552 

新・呉清源道場 （囲碁人文庫シリーズ 3） 呉 清源 2017 9784839964771 ¥3,547 ¥8,869 1028352539 

囲碁AIが変えた新しい布石・定石
の考え方 （囲碁人ブックス） 

同時1アクセス（本体） ¥4,372 

同時3アクセス（本体） ¥10,931 

冊子版ISBN 9784839964795  

著編者名 安斎 伸彰 発行年 2018 商品コード 1028352529 

本書は、「評価が良くなった打ち方」「評価が悪くなった打ち方」「囲碁AIの影響で評価が変わった
打ち方」「囲碁AIによって生まれた新しい打ち方」という構成で、布石・定石の今がわかりやすく解
説されています。序盤で一気に碁敵と差をつけたい、という方は是非手にとってみてください。 

三連星・中国流・小林流を極める
72の手筋 （囲碁人ブックス） 

同時1アクセス（本体） ¥4,647 

同時3アクセス（本体） ¥11,619 

冊子版ISBN 9784839965204  

著編者名 鶴山 淳志 発行年 2018 商品コード 1028352534 

本書は「三連星」「中国流」「小林流」「星とシマリ」「ミニ中国流」の5つの布石作戦を題材に、実戦
で頻出する手筋を解説した一冊です。手筋は、「石の形がよくなる」「死活に強くなる」など棋力向
上に大いに役立つ分野です。本書は、より理解しやすく実戦への応用も利くように、実際に実戦
で使う場面を想定してテーマ図を作成しています。 

一問一答で身につく囲碁AI流新し
い序盤の考え方 （囲碁人文庫シ
リーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥3,547 

同時3アクセス（本体） ¥8,869 

冊子版ISBN 9784839964948  

著編者名 山田 晋次 発行年 2017 商品コード 1028352530 

本書は、アルファ碁の棋譜を題材とした「次の一手」問題集です。「Master」から「アルファ碁自己
対戦譜」、最新の「アルファ碁Zero」まで。局面はAIの特徴がよく出ている場面から始まるので、全
ての問題で衝撃と新鮮味を感じるでしょう。また、もちろん棋力向上に役立つよう、手の意味や変
化を詳しくわかりやすく解説しています。 

2019年5月 
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マイナビ出版の好評配信中タイトル！ 



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。 

単行本タイトル 

宮内こずえの手なりで勝つ!牌効率完
全マスターBOOK  
（日本プロ麻雀連盟BOOKS） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,235 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,587 

冊子版ISBN 9784839965396  

著編者名 宮内 こずえ 発行年 2018 商品コード 1028352536 
本書は史上初の女流桜花、プロクイーンの同時戴冠を達成した女流No１の実力者、宮内こずえプロによる牌効率
を極めるための１冊です。本書は手なりで打つこと、つまり牌効率に則って打つことをマスターし、体に染み込ませ
るためのもので、そのために宮内プロが300問もの何切る問題を用意してくださいました。 

世界のトッププロが使うゴルフの基本
テクニック 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,070 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,175 

冊子版ISBN 9784839964931  

著編者名 吉田 洋一郎 発行年 2017 商品コード 1028352542 
海外ゴルフ事情に精通したティーチングプロ、吉田洋一郎氏を著者としたゴルフの基本技術を紹介するレッスン書
です。デビッド・レッドベターや、ピート・コーウェンなど世界有数のプロコーチ直伝の「スイングの極意」を、著者の経
験を生かしながら、わかりやすく噛み砕いて説明しています。 

わたしたちの「掃除と片付け」  
―ずっときれいを保つコツ。人気インスタグラ
マーの整理整とん術― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,795 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,487 

冊子版ISBN 9784839964467  

著編者名 わたしたちの編集部 発行年 2017 商品コード 1028352528 
総フォロワー約50万人！人気インスタグラマーの整理整とん術を一挙大公開！「毎日５分だけやること」「月に10分
やること」などにわけて紹介しているので、生活に取り入れやすく、ルーティン化しやすいはず。また、人気のアイテ
ムを使ったお手入れ方法も紹介します。年末の掃除だけではなく、日々のおうちメンテナンスに役立つ情報がいっ
ぱい！ 

切る貼るつくる箱の本  
―BOX&NEEDLEの工夫を楽しむ箱づくり―
新版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,427 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,069 

冊子版ISBN 9784839965181  

著編者名 大西 景子 発行年 2017 商品コード 1028352540 
世界各地で選び集めてきた紙を、職人の手で一点一点手貼りした箱が人気の箱専門店『BOX&NEEDLE』による、
箱のつくり方の本。 お店で人気のワークショップで教えている内容を、初心者の方にもわかりやすく丁寧な解説で
伝えていきます。これ一冊でお気に入りの紙で自分だけの箱をつくることができます。 

たかこさんの休日の昼から飲みたい!簡単、
絶品おつまみ  
―野菜、肉、魚、卵、ご飯、小鍋、麵、デザートなど、一人でも、友
人や家族とでも、どんな場面でも活躍できる手抜きでおいしいレ
シピ124― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,630 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,075 

冊子版ISBN 9784839964085  

著編者名 稲田 多佳子 発行年 2017 商品コード 1028352523 
休日の昼からお酒を飲みながら、一日をゆったり過ごすのにぴったりな、短時間で作れるレシピを紹介。時間をか
けなくてもさっと作れ、いろいろなバリエーションが作れれば、急に友人が来る！という時にも安心してもてなせるは
ず。また、時短で作れれば、あと１品欲しい！ という普段の料理にも取り入れられて、日々使えるレシピとして重宝
すること間違いなし！ 

徹底カラー図解東京メトロのしくみ 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,372 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,931 

冊子版ISBN 9784839963842  

著編者名 マイナビ出版編集部 発行年 2017 商品コード 1028352549 
東京の地下に張り巡らされた東京メトロの各路線や駅の構造、走行中のさまざまな車両の詳細（形式図や駆動方
式、制御方式など）について写真＆イラストで詳しく紹介！また、車両工場＆基地や運行、保守のしくみについても
詳しく解説します。 路線図には乗っていない連絡線のことや、丸ノ内線に眠る幻のホーム、過去に走行した車両の
ことなど、鉄道ファン必見の情報が盛りだくさん。 
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マイナビ出版の好評配信中タイトル！ 


