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18冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥178,860 ¥268,290 

2019年9月 

現代民事判例研究会 編 

各判例集に掲載されたすべての民事判例を対象として、 
裁判例の動向と注目裁判例の注釈を行う。 

民事判例シリーズ 
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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 

民事判例 1 : 2010年前期 2010 9784535002296 ¥10,560  ¥15,840  1030884522 

民事判例 2 : 2010年後期 2011 9784535002302 ¥10,560  ¥15,840  1030884523 

民事判例 3 : 2011年前期 2011 9784535002319 ¥11,550  ¥17,325  1030884524 

民事判例 4 : 2011年後期 2012 9784535002326 ¥11,550  ¥17,325  1030884525 

民事判例 5 : 2012年前期 2012 9784535002333 ¥11,880  ¥17,820  1030884526 

民事判例 6 : 2012年後期 2013 9784535002340 ¥11,880  ¥17,820  1030884527 

民事判例 7 : 2013年前期 2013 9784535002357 ¥9,240  ¥13,860  1030884528 

民事判例 8 : 2013年後期 2014 9784535002364 ¥9,240  ¥13,860  1030884529 

民事判例 9 : 2014年前期 2014 9784535002371 ¥9,240  ¥13,860  1030884530 

民事判例 10 : 2014年後期 2015 9784535002388 ¥9,240  ¥13,860  1030884531 

民事判例 11 : 2015年前期 2015 9784535002395 ¥9,240  ¥13,860  1030884532 

民事判例 12 : 2015年後期 2016 9784535002401 ¥9,240  ¥13,860  1030884533 

民事判例 13 : 2016年前期 2016 9784535002418 ¥9,240  ¥13,860  1030884534 

民事判例 14 : 2016年後期 2017 9784535002425 ¥9,240  ¥13,860  1030884535 

民事判例 15 : 2017年前期 2017 9784535002432 ¥9,240  ¥13,860  1030884536 

民事判例 16 : 2017年後期 2018 9784535002449 ¥9,240  ¥13,860  1030884537 

民事判例 17 : 2018年前期 2018 9784535002456 ¥9,240  ¥13,860  1030884538 

民事判例 18 : 2018年後期 2019 9784535002463 ¥9,240  ¥13,860  1030884539 
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民事判例シリーズ 



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。 

シリーズ 現代の天文学 

7冊揃価格 

同時１アクセス(本体) ： ¥62,370 同時3アクセス(本体) ： ¥93,555 

天文学を最新の理論や観測、物理学など多角的な視点から解析し紹介する 
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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 

人類の住む宇宙 第2版（第1巻） 岡村 定矩 2017 9784535607514 ¥8,910  ¥13,365  1029684261 

宇宙論 Ⅱ 宇宙の進化 第2版（第3巻） 二間瀬 敏史 2019 9784535607538 ¥8,580  ¥12,870  1030884520 

銀河 Ⅰ 銀河と宇宙の階層構造 第2版（第4巻） 谷口 義明 2018 9784535607545 ¥9,240  ¥13,860  1029684262 

銀河 Ⅱ 銀河系 第2版（第5巻） 祖父江 義明 2018 9784535607552 ¥9,240  ¥13,860  1029684263 

太陽 第2版（第10巻） 桜井 隆 2018 9784535607606 ¥9,240  ¥13,860  1029684264 

天体の位置と運動 第2版（第13巻） 福島 登志夫 2017 9784535607637 ¥8,250  ¥12,375  1029684265 

宇宙の観測 Ⅰ 光・赤外天文学 第2版（第15巻） 家 正則 2017 9784535607651 ¥8,910  ¥13,365  1029684266 
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シリーズ 現代の天文学 
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人類の住む宇宙 第2版（第1巻） 

著編者名 岡村 定矩 発行年 2017 冊子版ISBN 9784535607514  

同時1アクセス（本体） ¥8,910 同時3アクセス（本体） ¥13,365 商品コード 1029684261 

シリーズの入門的な役割と共に天文学を広く「宇宙―地球―人間」の科学と捉え、概観する。第2版は進展著しい太陽系外惑星を
詳述した。 

宇宙論 Ⅱ 宇宙の進化 第2版（第3巻） 

著編者名 二間瀬 敏史 発行年 2019 冊子版ISBN 9784535607538  

同時1アクセス（本体） ¥8,580 同時3アクセス（本体） ¥12,870 商品コード 1030884520 

宇宙の誕生から最初の銀河が生まれるまでを、観測を通じて解き明かしていく。第2版では、プランク衛星の結果をもとに大幅改訂。 

銀河 Ⅰ 第2版（第4巻） 

著編者名 谷口 義明 発行年 2018 冊子版ISBN 9784535607545  

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥13,860 商品コード 1029684262 

宇宙にある1000億個の銀河は、百億年以上をかけ銀河団や宇宙の大規模構造を作りつつ進化してきた。その描像から銀河の物
理を探る。 

銀河 Ⅰ 銀河と宇宙の階層構造 第2版（第4巻） 

著編者名 祖父江 義明 発行年 2018 冊子版ISBN 9784535607552  

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥13,860 商品コード 1029684263 

私たちがいる天の川銀河がテーマ。巨大ブラックホールの銀河中心や星間物質・恒星系など、ここ10年の進展を反映して第2版化。 

太陽 第2版（第10巻） 

著編者名 桜井 隆 発行年 2018 冊子版ISBN 9784535607606  

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥13,860 商品コード 1029684264 

われわれにもっとも身近な恒星である太陽。その素顔に、ひので衛星以降の最新の観測結果から迫る第2版。 

天体の位置と運動 第2版（第13巻） 

著編者名 福島 登志夫 発行年 2017 冊子版ISBN 9784535607637  

同時1アクセス（本体） ¥8,250 同時3アクセス（本体） ¥12,375 商品コード 1029684265 

天体の観測に必要な、位置と時刻の測定および天体力学の基礎を学ぶ。第2版では、光時計に代表される最新装置を紹介した。 

宇宙の観測 Ⅰ 光・赤外天文学 第2版（第15巻） 

著編者名 家 正則 発行年 2017 冊子版ISBN 9784535607651  

同時1アクセス（本体） ¥8,910 同時3アクセス（本体） ¥13,365 商品コード 1029684266 

すばる望遠鏡に代表される光・赤外線の天体観測で、躍動的な宇宙を目にするようになった。旧版より10年を経た進展を盛り込む。 
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同時１アクセス(本体) ： ¥9,900  

同時３アクセス(本体) ： ¥14,850  

冊子版ISBN ： 9784535558441 

商品コード ： 1030541302 

伊藤 元重 著 / 2018年発行 

現在もっともわかりやすく、かつ標準的な

内容をもったテキストとして評価を確立した

伊藤ミクロの改訂版。豊富な事例、見やす

いカラー図版の使用によってわかりやすさ

は倍加した。教科書としても自習書としても

最適。 

  
 

   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

ミクロ経済学 第3版 
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日評ベーシック・シリーズ 

社会・福祉・教育・文化・歴史関連テーマのシリーズ 
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23冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥158,400 ¥237,600 

2019年9月 
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日評ベーシック・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 

物権法 第2版 秋山 靖浩 2019 9784535806832 ¥5,610  ¥8,415  1030541296 

担保物権法 第2版 田高 寛貴 2019 9784535806870 ¥5,610  ¥8,415  1030541297 

労働法 第2版 和田 肇 2019 9784535806856 ¥6,270  ¥9,405  1030541299 

家族法 第2版（日評ベーシック・シリーズ） 本山 敦 2019 9784535806818 ¥5,940 ¥8,910 1030541298 

ゲーム理論  土橋 俊寛 2018 9784535806122 ¥7,260  ¥10,890  1030541300 

ミクロ経済学 ―需要供給分析からの入門― 上田 薫 2018 9784535806115 ¥6,270  ¥9,405  1030541301 

行政法  下山 憲治 2017 9784535806788 ¥5,940  ¥8,910  1024512989 

青年期精神療法入門  篠原 道夫 2017 9784535806603 ¥7,260  ¥10,890  1024512997 

解析力学  十河 清 2017 9784535806399 ¥7,920  ¥11,880  1024896512 

力学  御領 潤 2017 9784535806382 ¥7,920  ¥11,880  1025056267 

代数学入門 ―先につながる群,環,体の入門― 川口 周 2017 9784535806351 ¥7,590  ¥11,385  1025731180 

相対性理論  小林 努 2017 9784535806405 ¥7,260  ¥10,890  1026546437 

量子力学  畠山 温 2017 9784535806412 ¥7,260  ¥10,890  1026725164 

経済学入門  奥野 正寛 2017 9784535806092 ¥6,600  ¥9,900  1027212499 

財政学  小西 砂千夫 2017 9784535806085 ¥6,600  ¥9,900  1027212500 

民事訴訟法  渡部 美由紀 2016 9784535806757 ¥6,270  ¥9,405  1024512990 

表現型可塑性の生物学 ―生態発生学入門― 三浦 徹 2016 9784535806573 ¥8,250  ¥12,375  1024513000 

家族法  本山 敦 2015 9784535806740 ¥5,940  ¥8,910  1024512987 

労働法  和田 肇 2015 9784535806719 ¥6,270  ¥9,405  1024512988 

老化という生存戦略 ―進化におけるトレードオフ― 近藤 祥司 2015 9784535806542 ¥7,920  ¥11,880  1024512998 

生命進化のシステムバイオロジー 
 ―進化システム生物学入門― 

田中 博 2015 9784535806566 ¥7,920  ¥11,880  1024512999 

精神科治療の覚書 新版 中井 久夫 2014 9784535806511 ¥7,920  ¥11,880  1024512993 

子どものメンタルヘルス事典  清水 將之 2014 9784535806528 ¥6,600  ¥9,900  1024512994 
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伊藤真の入門 ―講義再現版― シリーズ 

伊藤 真：資格試験予備校伊藤塾の塾長・弁護士（法学館法律事務所）・法学館憲法研究所 所長 

12冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥66,000 ¥99,000 

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 

伊藤真の法学入門 ―講義再現版― 2010 9784535517332 ¥4,950  ¥7,425  1023990722 

伊藤真の憲法入門 ―講義再現版―第5版 2014 9784535520400 ¥5,610  ¥8,415  1023990723 

伊藤真の民法入門 ―講義再現版―第5版 2014 9784535520394 ¥5,610  ¥8,415  1023990724 

伊藤真の刑法入門 ―講義再現版―第5版 2015 9784535521032 ¥5,610  ¥8,415  1023990725 

伊藤真の民事訴訟法入門 ―講義再現版―第5版 2015 9784535521643 ¥5,610  ¥8,415  1023990726 

伊藤真の刑事訴訟法入門 ―講義再現版―第5版 2016 9784535521636 ¥5,610  ¥8,415  1023990727 

伊藤真の商法入門 ―講義再現版―第5版 2015 9784535521209 ¥5,610  ¥8,415  1023990728 

伊藤真の行政法入門 ―講義再現版―第2版 2015 9784535521193 ¥5,610  ¥8,415  1023990729 

伊藤真の法学入門 ―講義再現版―補訂版 2017 9784535522596 ¥4,950  ¥7,425  1030541303 

伊藤真の憲法入門 ―講義再現版―第6版 2017 9784535523043 ¥5,610  ¥8,415  1030541304 

伊藤真の民法入門 ―講義再現版―第6版 2017 9784535523050 ¥5,610  ¥8,415  1030541305 

伊藤真の刑法入門 ―講義再現版―第6版 2017 9784535523425 ¥5,610  ¥8,415  1030541306 
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 この全集は、吉野作造・尾佐竹猛・石井研堂・宮武外骨 
その他の諸先覚が、大正13年におこした明治文化研究会の編集したもので、 

まさに明治の「群書類従」とも称すべき明治文化の研究には 
不可欠な史料文献である。 

初版刊行時の24巻に前２回の復刻にあたり研究会自身の手により 
増補された数巻を加え、全28巻、別巻１として刊行された復刻版の電子版です。 

明治文化全集 
― 全 2 9 巻 ―  

著編者：明治文化研究会 

＜商品コード：1013625185＞ 

※ 各巻の詳細は次項をご覧ください。 

明治維新、日本国憲法制定など激動の明治初期の日本に影響を与えた史料・文献を選定・編集した全集である。 

関東大震災を経て、明治憲政史学者である吉野作造氏が中心となり、「明治文化研究会」が貴重な資料を残すこ
とを目的として開始した。貴重書や公的な報告書・意見書・建白書などの多くの史料が揃い、明治史・日本近代史
に関わる研究者にとっては基本的文献である。 

各巻に渡り、上記のような文献に加えて研究者による文献解題、関係文献の年表構成を含む。 

また、公的な資料の掘り出しと編纂とともに、社会や文化にまつわる「民衆」の部分に触れられた資料が多いことも、
大きな特徴の一つといえる。新聞編・雑誌編・風俗編・文明開花編等から民衆の生き生きとした姿・変化が映し出
され、「大正デモクラシー」という社会の動きもまた強く感じることが出来る。 

【全29巻 揃価格】 

同時１アクセス（本体） ¥660,000 

同時３アクセス（本体） ¥990,000 

分売可 
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明 治 文 化 全 集  

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 皇室篇  復刻版 1992 9784535042414  ¥22,000  ¥33,000  1013625186 

 第2巻 正史篇(上)  復刻版 1992 9784535042421  ¥22,000  ¥33,000  1013625187 

 第3巻 正史篇(下)  復刻版 1992 9784535042438  ¥22,000  ¥33,000  1013625188 

 第4巻 憲政篇  復刻版 1992 9784535042445  ¥22,000  ¥33,000  1013625189 

 第5巻 自由民權篇(上)  復刻版 1992 9784535042452  ¥22,000  ¥33,000  1013625190 

 第6巻 自由民權篇(下)  復刻版 1992 9784535042469  ¥22,000  ¥33,000  1013625191 

 第7巻 外交篇  復刻版 1992 9784535042476  ¥22,000  ¥33,000  1013625192 

 第8巻 政治篇  復刻版 1992 9784535042483  ¥22,000  ¥33,000  1013625193 

 第9巻 法律篇  復刻版 1992 9784535042490  ¥22,000  ¥33,000  1013625194 

 第10巻 經濟篇  復刻版 1992 9784535042506  ¥22,000  ¥33,000  1013625195 

 第11巻 教育篇  復刻版 1992 9784535042513  ¥22,000  ¥33,000  1013625196 

 第12巻 宗教篇  復刻版 1992 9784535042520  ¥22,000  ¥33,000  1013625197 

 第13巻 文學藝術篇  復刻版 1992 9784535042537  ¥22,000  ¥33,000  1013625198 

 第14巻 時事小説篇  復刻版 1992 9784535042544  ¥22,000  ¥33,000  1013625169 

 第15巻 飜譯文藝篇  復刻版 1992 9784535042551  ¥22,000  ¥33,000  1013625170 

 第16巻 思想篇  復刻版 1992 9784535042568  ¥22,000  ¥33,000  1013625171 

 第17巻 外國文化篇  復刻版 1992 9784535042575  ¥22,000  ¥33,000  1013625172 

 第18巻 新聞篇  復刻版 1992 9784535042582  ¥22,000  ¥33,000  1013625173 

 第19巻 雜誌篇  復刻版 1992 9784535042599  ¥22,000  ¥33,000  1013625174 

 第20巻 風俗篇  復刻版 1992 9784535042605  ¥22,000  ¥33,000  1013625175 

 第21巻 文明開化篇  復刻版 1993 9784535042612  ¥22,000  ¥33,000  1013625176 

 第22巻 社會篇(上)  復刻版 1993 9784535042629  ¥22,000  ¥33,000  1013625177 

 第23巻 社會篇(下)  復刻版 1993 9784535042636  ¥22,000  ¥33,000  1013625178 

 第24巻 雜史篇  復刻版 1993 9784535042643  ¥22,000  ¥33,000  1013625179 

 第25巻 軍事篇・交通篇  復刻版 1993 9784535042650  ¥22,000  ¥33,000  1013625180 

 第26巻 科學篇  復刻版 1993 9784535042667  ¥22,000  ¥33,000  1013625181 

 第27巻 婦人問題篇  復刻版 1993 9784535042674  ¥22,000  ¥33,000  1013625182 

 第28巻 農工篇  復刻版 1993 9784535042681  ¥22,000  ¥33,000  1013625183 

明治事物起原  復刻版（ 別巻） 1993 9784535042698  ¥44,000  ¥66,000  1013625184 
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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。 

総合雑誌「日本評論」が  
Maruzen eBook Libraryに搭載！ 

日 本 評 論 
総合雑誌  

1926年に創刊した総合雑誌「経済往来」を引き継いで1935(昭和10)年10
月号から改題。『改造』『中央公論』に次ぐ第三の総合雑誌といわれた。
時局に翻弄されつつ、もがきながらも、最後は「大東亜戦争号」に行き着
いた過程を辿る。 

1935(昭和10)年10月号～1947(昭和22)年12月号  

全101巻揃価格 

同時１アクセス（本体） ： ¥ 859,320  

同時３アクセス（本体） ： ¥1,288,980  
※1冊単位での購入可。各巻の詳細は次項をご覧ください。 
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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。 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 書名 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

1935年10月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365864 1941年2月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365915 

1935年11月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365865 1941年3月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365916 

1936年1月号 ¥16,500  ¥24,750  1028365866 1941年4月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365917 

1936年4月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365867 1941年5月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365918 

1936年5月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365868 1941年6月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365919 

1936年6月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365869 1941年7月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365920 

1936年7月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365870 1941年8月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365921 

1936年8月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365871 1941年9月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365922 

1936年10月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365872 1941年10月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365923 

1937年1月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365873 1941年11月号 ¥8,250  ¥12,375  1028365924 

1937年1月号別冊付録 ¥6,600  ¥9,900  1028365874 1941年12月号 ¥8,250  ¥12,375  1028365925 

1937年2月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365875 1942年1月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365926 

1937年2月号別冊付録 ¥3,300  ¥4,950  1028365876 1942年2月号 ¥8,250  ¥12,375  1028365927 

1937年3月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365877 1942年3月号 ¥8,250  ¥12,375  1028365928 

1937年4月号 ¥13,860  ¥20,790  1028365878 1942年4月号 ¥8,250  ¥12,375  1028365929 

1937年5月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365879 1942年5月号 ¥6,600  ¥9,900  1028365930 

1937年6月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365880 1942年6月号 ¥6,600  ¥9,900  1028365931 

1937年7月号 ¥13,860  ¥20,790  1028365881 1942年7月号 ¥6,600  ¥9,900  1028365932 

1937年8月号 ¥11,550  ¥17,325  1028365882 1942年8月号 ¥6,600  ¥9,900  1028365933 

1937年臨時増刊号 ¥9,900  ¥14,850  1028365883 1942年10月号 ¥6,600  ¥9,900  1028365934 

1937年11月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365884 1942年11月号 ¥6,600  ¥9,900  1028365935 

1937年12月号 ¥11,550  ¥17,325  1028365885 1943年2月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365936 

1937年12月号別冊付録 ¥6,600  ¥9,900  1028365886 1943年4月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365937 

1937年第2臨時増刊号 ¥9,900  ¥14,850  1028365887 1943年5月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365938 

1938年1月号別冊付録 ¥6,600  ¥9,900  1028365888 1943年7月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365939 

1938年3月号別冊付録 ¥8,250  ¥12,375  1028365889 1943年8月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365940 

1938年4月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365890 1943年9月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365941 

1938年5月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365891 1943年10月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365942 

1938年7月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365892 1943年11月号 ¥4,950  ¥7,425  1028365943 

1938年9月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365893 1943年12月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365944 

1938年10月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365894 1944年2月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365945 

1938年11月号 ¥11,550  ¥17,325  1028365895 1944年3月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365946 

1938年11月号別冊付録 ¥6,600  ¥9,900  1028365896 1944年5月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365947 

1938年12月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365897 1944年9月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365948 

1939年2月号別冊付録 ¥6,600  ¥9,900  1028365898 1944年10月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365949 

1939年4月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365899 1944年11月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365950 

1939年7月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365900 1946年1月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365951 

1939年9月号 ¥13,200  ¥19,800  1028365901 1946年3月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365952 

1939年12月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365902 1946年4月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365953 

1940年1月号別冊付録 ¥9,900  ¥14,850  1028365903 1946年5月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365954 

1940年2月号 ¥11,550  ¥17,325  1028365904 1946年6月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365955 

1940年3月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365905 1946年8・9月合併号 ¥3,300  ¥4,950  1028365956 

1940年5月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365906 1946年11月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365957 

1940年5月号別冊付録 ¥8,250  ¥12,375  1028365907 1946年12月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365958 

1940年6月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365908 1947年2月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365959 

1940年6月号別冊付録 ¥4,950  ¥7,425  1028365909 1947年5・6月合併号 ¥3,300  ¥4,950  1028365960 

1940年7月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365910 1947年7月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365961 

1940年8月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365911 1947年8月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365962 

1940年9月臨時号 ¥9,900  ¥14,850  1028365912 1947年10・11月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365963 

1940年10月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365913 1947年12月号 ¥3,300  ¥4,950  1028365965 

1940年11月号 ¥9,900  ¥14,850  1028365914 

日  本  評  論  
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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。 

全39冊揃価格 

同時１アクセス（本体） ： ¥479,600   

同時３アクセス（本体） ： ¥719,400  

巻 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 巻 

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 ¥10,230  ¥15,345  1028515348 第21巻 ¥11,330  ¥16,995  1028515368 

第2巻 ¥12,210  ¥18,315  1028515349 第22巻 ¥11,770  ¥17,655  1028515369 

第3巻 ¥11,000  ¥16,500  1028515350 第23巻 ¥10,450  ¥15,675  1028515370 

第4巻 ¥10,670  ¥16,005  1028515351 第24巻 ¥11,440  ¥17,160  1028515371 

第5巻 ¥11,000  ¥16,500  1028515352 第25巻 ¥13,970  ¥20,955  1028515372 

第6巻 ¥11,660  ¥17,490  1028515353 第26巻 ¥13,530  ¥20,295  1028515373 

第7巻 ¥10,890  ¥16,335  1028515354 第27巻 ¥12,980  ¥19,470  1028515374 

第8巻 ¥11,660  ¥17,490  1028515355 第28巻 ¥11,770  ¥17,655  1028515375 

第9巻 ¥10,230  ¥15,345  1028515356 第29巻 ¥13,860  ¥20,790  1028515376 

第10巻 ¥9,900  ¥14,850  1028515357 第30巻 ¥13,310  ¥19,965  1028515377 

第11巻 ¥10,230  ¥15,345  1028515358 第31巻 ¥13,530  ¥20,295  1028515378 

第12巻 ¥11,330  ¥16,995  1028515359 第32巻 ¥14,300  ¥21,450  1028515379 

第13巻 ¥11,770  ¥17,655  1028515360 第33巻 ¥14,300  ¥21,450  1028515380 

第14巻 ¥11,330  ¥16,995  1028515361 第34巻 ¥14,850  ¥22,275  1028515381 

第15巻 ¥11,330  ¥16,995  1028515362 第35巻 ¥13,530  ¥20,295  1028515382 

第16巻 ¥12,100  ¥18,150  1028515363 第36巻 ¥14,300  ¥21,450  1028515383 

第17巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515364 第37巻 ¥14,960  ¥22,440  1028515384 

第18巻 ¥11,220  ¥16,830  1028515365 第38巻 ¥14,300  ¥21,450  1028515385 

第19巻 ¥10,890  ¥16,335  1028515366 第39巻 ¥18,370  ¥27,555  1028515386 

第20巻 ¥10,780  ¥16,170  1028515367 

編集代表である末弘厳太郎(東大法学部教授)の学問、法律、
社会に対する思想の集約的結実といえる企画。 
「法律の社会化」「法科大学の開放」というスローガンを掲げ、
1928(昭和3)～1931(昭和6)年に全39巻を刊行した。 

現代法學全集 全39巻 

＜各巻詳細抜粋＞ 

現代法学全集 第1巻 法学入門・1-16頁／大日本帝国憲法講義・1-11頁／行政法・1-30頁／民法総則・1-132頁／労働法・1-95頁／法律講話・1-20頁／法学問答・1-31頁 

現代法学全集 第6巻 債権総論・67‐134頁／手形法・1‐162頁／少年法・1-70頁／山林法・1-89頁（完）／判例小話・29-40頁 

現代法学全集 第13巻 会社法・1-255頁／契約各論・189-229頁／戸籍法及寄留法・1-92頁（完）／判例小話・101-111頁 

現代法学全集 第21巻 物権法・85‐135頁／保険契約法・1-207頁／健康保険法・1－130頁 

現代法学全集 第29巻 法律講話・55-142頁／社会行政・25-147頁（完）／著作権法・1-36頁／農業法・35-73頁／行政法総論・581-728頁（完）／物権法・181-225頁 

現代法学全集 第34巻 法律学概論・203-292頁／相続法・99-132頁／特許法・91-171頁（完）／新聞紙法・1-50頁（完）／債権法・1-80頁／国際私法・189-267頁／漁業法・121-203頁 

現代法学全集 第39巻 強制執行法・167‐261頁（完）／国際私法・345‐465頁（完）／総索引・1－440頁 
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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。 

社會經濟體系 全20巻 

巻 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 巻 

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 ¥12,320  ¥18,480  1028515388 第11巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515398 

第2巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515389 第12巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515399 

第3巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515390 第13巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515400 

第4巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515391 第14巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515401 

第5巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515392 第15巻 ¥13,530  ¥20,295  1028515402 

第6巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515393 第16巻 ¥13,310  ¥19,965  1028515403 

第7巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515394 第17巻 ¥13,310  ¥19,965  1028515404 

第8巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515395 第18巻 ¥12,760  ¥19,140  1028515405 

第9巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515396 第19巻 ¥9,130  ¥13,695  1028515406 

第10巻 ¥12,320  ¥18,480  1028515397 第20巻 ¥18,480  ¥27,720  1028515407 

全20冊揃価格 

同時１アクセス（本体） ： ¥253,000   

同時３アクセス（本体） ： ¥379,500  

東大経済学部に迎えられた少壮の学者河合栄治郎によって
企画された。広告文には「最新社会科学の一大エンサイクロ
ペディア」と謳われ、1926(大正15)～1928(昭和3)年に全20
巻を刊行した。 

＜各巻詳細抜粋＞ 

社会経済体系 第1巻 一家一言/洞窟の内と外・福田徳三 - 1/社會經濟學・土方成美 - 1/日本經濟學史・瀧本誠一 - 27/英國經濟史・本位田祥男 - 45/日本經濟史・本庄榮治郎 - 67/
物價問題・河津暹 - 93/石油・内藤久寛 - 107/資本主義の本質及形成(完結)・林癸未夫 - 123/末期の資本主義(完結)・高橋龜吉 - 157/社會哲學・土田杏村 - 195/
國家主義・高畠素之 - 215/社會政策・永井亨 - 237/リカアド派社會主義・堀經夫 - 255/社會主義史・石川三四郎 - 277/勞働組合運動 

社会経済体系 第6巻 一家一言/政海に於ける面舵取舵・吉野作造/農村に於ける特殊の家筋(完結)・小野武夫 - 1/資本主義の觀念(完結)・田邊忠男 - 31/各國勞働黨(第一回、未完)・
藤井悌 - 81/浪漫主義(完結)・岸本誠二郎 - 101/明治維新時代經濟史(完結)・猪谷善一 - 141/農民組合論(完結)・杉山元治郎 - 191/新カント派社會主義(第三回、
完結)・波多野鼎 - 245/信託(完結)・米山梅吉 - 271/水産業(完結)・村上隆吉 - 319/鐵道(完結)・中川正左 - 365/正統派經濟學(第一回、未 

社会経済体系 第12巻 一家一言/大衆に媚ぶるもの・那須皓/經濟學(第一回、未完)・高田保馬 - 1/商業政策(完)・河津暹 - 39/日本海運政策(完)・寺島成信 - 73/取引所論(完)・長滿欽司 
- 131/社會事業(第一回、未完)・矢慶輝 - 175/陸運政策(第二回、完)・増井幸雄 - 201/社會主義ウヴェート共和國同盟の現勢(第二回、完)・山川均 - 243/法律哲學
(第二回、未完)・高柳賢三 - 287/英國派社會主義(第四回、未完)・河合榮治郎 - 319/國家原論(第二回、完)・河村又介 - 381/日本の勞 

社会経済体系 第16巻 一家一言/見れども見えず・阿部次郎/マルクス經濟學(第一回、未完)・向坂逸郎 - 1/ドイツ經濟史(第三回、完)・小林良正 - 23/經濟統計(第一回、未完)・猪間驥一 
- 59/株式會社經濟論(第二回、完)・上田貞次郎 - 83/管理經濟(完)・神田孝一 - 111/貸借對照表論(完)・増地庸治郎 - 139/造船(完)・今岡純一郎 - 165/鐵鋼(完)・河
村驍 - 213/海運論(完)・村田省藏 - 259/宗教の本質(完)・佐野勝也 - 295/農村問題概論(完)・那須晧 - 339/外國爲替(完 

社会経済体系 第20巻 一家一言/司法と政治・高柳賢三/ファッシズム(完)・藤井悌 - 1/歴史哲學(第二回、完)・三木清 - 77/自由主義(完)・河合榮治郎 - 107/マルクス經濟學(第三回、完)・
向坂逸郎 - 213/辯證法的唯物論および唯物史觀(第二回、完)・大森義太郎 - 251/歐洲資本主義の發展(第三回、完)・本位田祥男 - 341/明治外交史の一節 岩倉
大使日米條約改正談判始末(完)・吉野作造 - 397/日本社會史殊に過渡期の社會(完)・三浦周行 - 449/歐洲政治史(第三回、完)・今井登志喜 - 485/ 
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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。 

271号-278号（2011－2013）  
バックナンバー 

難解になりがちな医学知識をわかりやすく、正確に読者に提供する医学教養誌。医学の
細分化にともない、見失いがちな全体像をEBMの観点に立ち解説。 

（2013年6月 278号をもって休刊中） 

書名 著編者 発行年 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

機能からみた運動器疾患のすべて （271） 井原 秀俊 2011 ¥5,656 ¥8,484 1016907123 

子どもの発育・発達と病気 （272） 五十嵐 隆 2012 ¥6,600 ¥9,900 1016907124 

関節リウマチの最新治療 （273） 川合 眞一 2012 ¥5,029 ¥7,543 1016907125 

婦人科がんの最新医学 （274） 瀧澤 憲 2012 ¥5,656 ¥8,484 1016907126 

ホルモン (内分泌) の病気 （275） 石橋 みゆき 2012 ¥5,656 ¥8,484 1016907127 

身近な感染症とその治療・対策 （276） 柴 孝也 2013 ¥6,600 ¥9,900 1016907128 

乳がんのすべて （277） 中村 清吾 2013 ¥5,656 ¥8,484 1016907129 

アルツハイマー病の最新知識 （278） 山田 正仁 2013 ¥6,600 ¥9,900 1016907130 

8冊（271-278号） 
揃価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥47,453 ¥71,179 
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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。 

心理学・精神医学の分野をリードする隔月刊誌。誌面の多くを占める「特別企画」におい
て「こころ」の問題を深く解説。臨床・実践に基づいた高度な情報・知識をできるだけわか
りやすく読者に提供する。 

162号-173号（2012－2013）  
174号-179号（2014－2015）  

各 バックナンバー 

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 

子どものうつ （162） 青木 省三 2012 9784535140622 ¥4,085 ¥6,128 1016907140 

特別支援教育はいま （163） 田中 康雄 2012 9784535140639 ¥3,771 ¥5,658 1016907141 

誤診 （164） 宮岡 等 2012 9784535140646 ¥4,085 ¥6,128 1016907142 

トラウマ （165） 加藤 寛 2012 9784535140653 ¥3,771 ¥5,658 1016907143 

赤ちゃんの精神保健 ―地域ではぐくむ乳幼児のこころ―（166） 渡辺 久子 2012 9784535140660 ¥4,398 ¥6,597 1016907144 

身体表現性障害 ―体にあらわれるこころの病気―（167） 宮岡 等 2013 9784535140677 ¥4,085 ¥6,128 1016907145 

精神疾患は軽症化しているのか （168） 福田 正人 2013 9784535140684 ¥4,715 ¥7,073 1016907146 

職場のうつ （169） 井上 幸紀 2013 9784535140691 ¥4,085 ¥6,128 1016907147 

いじめ再考 （170） 滝川 一広 2013 9784535140707 ¥4,085 ¥6,128 1016907148 

成人期の発達障害 （171） 青木 省三 2013 9784535140714 ¥4,398 ¥6,597 1016907149 

暴力の心理 （172） 斎藤 環 2013 9784535140721 ¥4,398 ¥6,597 1016907150 

精神科クリニック ―現状とこれから―（173） 細田 真司 2014 9784535140738 ¥4,085 ¥6,128 1016907151 

「特別企画」自閉症スペクトラム （174） 本田 秀夫 2014 9784535140745 ¥4,398 ¥6,597 1023891557 

「特別企画」思春期の"悩み以上、病気未満" （175） 山登 敬之 2014 9784535140752 ¥4,059 ¥6,088 1023891558 

「特別企画」家族療法とブリーフセラピー （176） 東 豊 2014 9784535140769 ¥4,059 ¥6,088 1023891559 

「特別企画」うつの心理療法 ―その真実―（177） 黒木 俊秀 2014 9784535140776 ¥4,059 ¥6,088 1023891560 

「特別企画」治療のゆきづまり ―"次の一手"を工夫する―（178） 原田 誠一 2014 9784535140783 ¥4,059 ¥6,088 1023891561 

「特別企画」不眠症 （179） 仙波 純一 2015 9784535140790 ¥4,059 ¥6,088 1023891562 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

こころの科学【162号～179号】 揃価格 ¥74,654 ¥111,985 

18 

2019年9月 



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。 

数理物理学方法序説  
 ＜数学・物理学・理学系学生に向けた人気シリーズ！＞ 

保江 邦夫 著編 

全9冊揃価格 

同時１アクセス(本体) ：¥44,220 同時3アクセス(本体) ：¥66,330 

＜商品コード：1015392888＞ 

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 

複素関数論 （1） 2000 9784535608818 ¥4,840  ¥7,260  1015392879 

ヒルベルト空間論 （2） 2000 9784535608825 ¥4,840  ¥7,260  1015392880 

量子力学 （3） 2001 9784535608832 ¥4,840  ¥7,260  1015392881 

確率論 （4） 2001 9784535608849 ¥4,840  ¥7,260  1015392882 

変分学 （5） 2001 9784535608856 ¥4,840  ¥7,260  1015392883 

解析力学 （6） 2000 9784535608863 ¥4,840  ¥7,260  1015392884 

連続群論 （7） 2001 9784535608870 ¥4,840  ¥7,260  1015392885 

微分幾何学 （8） 2000 9784535608887 ¥4,840  ¥7,260  1015392886 

物理数学における微分方程式 （別巻） 2002 9784535608894 ¥5,500  ¥8,250  1015392887 
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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。 

量子力学 （3） 

発行年 2001 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608832 

商品コード 1015392881 

対称核フレンドホルム
積分作用素、物理量
と超準完全連続自己
共役作用素、確率力
学と確率過程、相対
論的量子力学など、
現代科学の基礎を与
え、自然科学の中で
最も美しい理論である
量子力学について解
説。 

複素関数論 （1） 

発行年 2000 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608818 

商品コード 1015392879 

高校から大学初年級
程度の読者を想定。
多くの学生が数学の
美しさに感動する場面
を提供しつづけてきた
複素関数論を、著者
のユニークな視点か
らわかりやすく解説す
る。 

ヒルベルト空間論 （2） 

発行年 2000 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608825 

商品コード 1015392880 

量子力学の一般論を
展開するために必要
なヒルベルト空間論。
距離空間、ベクトル空
間、微分方程式の解
の存在定理、有界線
型作用素、完全連続
作用素、スペクトル分
解などについてやさし
く解説する。 

確率論 （4） 

発行年 2001 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608849 

商品コード 1015392882 

確率論の中から、確
率空間、確率変数の
期待値、ウィーナー過
程の見本経路、可微
分確率過程、マルコフ
過程とベルンシュタイ
ン過程など、高校から
大学初学級程度の人
を対象に解説する。 

変分学 （5） 

発行年 2001 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608856 

商品コード 1015392883 

高校から大学初年度
級程度の読者を想定
し、理論物理を記述す
るメタ理論である変分
学を述べる。著書自
身の言葉によって書
かれた文章からは、
物理的直観がどのよ
うに数学的言葉として
具現化され、昇華され
てゆくかが見える。 

解析力学 （6） 

発行年 2000 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608863 

商品コード 1015392884 

これから大学や大学
院で解析力学を学ぼ
うという人達のための
テキストブック。ラフな
文体で誰にでも読み
やすく、自己流の方法
論をまとめることの面
白さを読み取ることが
できる。 

連続群論 （7） 

発行年 2001 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608870 

商品コード 1015392885 

理論物理学のあらゆ
る分野に顔を出す群
論のうち、そのまたほ
とんど全てが連続群。
ヒルベルト空間ミニマ
ムや有界線形作用素
ミニマムから、解析ベ
クトルとユニタリー表
現まで、１８の項目に
わけてわかりやすく解
説する。 

微分幾何学 （8） 

発行年 2000 

同時1アクセス(本体) ¥4,840  

同時3アクセス(本体) ¥7,260  

冊子版ISBN 9784535608887 

商品コード 1015392886 

曲面の上の幾何学を、
曲面を平面と考えら
れるほどに狭い領域
に限定したうえで、平
面幾何学を曲面全体
に継ぎ接いでいくこと
で作り上げる数学技
法・微分幾何学を、練
習問題を交えて、「人
間くさく」講義する。 

物理数学における微分方程式 （別巻） 

発行年 2002 

同時1アクセス(本体) ¥5,500  

同時3アクセス(本体) ¥8,250  

冊子版ISBN 9784535608894 

商品コード 1015392887 

シリーズ「数理物理学
方法序説」各巻でやり
残した内容を補完す
る別巻。複素関数論、
ヒルベルト空間論、量
子力学、確率論などと
関連する微分方程式
の解法と計算を解説
する。 

数 理 物 理 学 方 法 序 説  
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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。 

労働法の基礎理論 （第1巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784535065116  商品コード 1025731181 

社会経済情勢の変化に対応して、新たな体系、機能、実効性確保等が課題となっている現代労働法の基礎理論につい
て考察する。 

労働契約の理論 （第2巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784535065123  商品コード 1025731182 

雇用形態の多様化・流動化により、労働法の規制ツールは危機に瀕している。労働契約論の論究で、その「再生」の光
を見いだす。 

労働条件論の課題 （第3巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784535065130  商品コード 1025731183 

基本的労働条件である賃金、労働時間、安全衛生に関する法制度と法理論の現代的課題を明らかにして、新たな展望
を試みる。 

人格・平等・家族責任 （第4巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784535065147  商品コード 1025731184 

労働法の未来にとって重要な人格の保護、平等の実現、家族責任の充実に向けて、課題を明らかにするとともに将来
展望を示す。 

労使関係法の理論課題 （第5巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784535065154  商品コード 1025731185 

沈滞から抜け出せない日本の労使関係を反転させ、未来に向けて再構築するための理論課題を総合的に検討する。 

労働法のフロンティア （第6巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784535065161  商品コード 1025731186 

労働政策の展開とこれまでの理論・実務を踏まえ、今後の雇用社会の将来を展望しながら、その課題と方向性を論じる。 

講座労働法の再生  

雇用社会の大きな変化に対してどう対応していくのか。 
日本労働法学会の総力企画！ 

6冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥69,300 ¥103,950 

日本労働法学会 著  2017年発行 
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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 
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● 表示価格は税抜きです。 

法 律 関 連 タ イ ト ル  

スタートライン債権法 第6版 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784535520820  

著編者名 池田 真朗 発行年 2017 商品コード 1024513001 

債権法、定番教科書の新版。新項目「ルール創りの観点から」では改正法案の考え方を理解させ、新法
施行までの学習のあり方を示す。 

日本の法 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784535521131  

著編者名 緒方 桂子 発行年 2017 商品コード 1024896513 

大学１年生、他学部生、専門学校生などが対象の教養科目「法学入門」のテキスト。全体を概観、コア部
分を明確・容易に理解できる。 

刑法総論 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥10,890 

同時3アクセス(本体) ¥16,335 

冊子版ISBN 9784535522572  

著編者名 松原 芳博 発行年 2017 商品コード 1025130798 

刑法総論の基本的な考え方を丁寧に論じる体系書。初版から「刑の適用」「刑法の適用範囲」の２章を追
加し、さらに網羅性を高めた。 

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 

憲法 Ⅰ・Ⅱ NBS 新井 誠 2016 - ¥12,540  ¥18,810  1024512991 

刑法各論 松原 芳博 2016 9784535521735 ¥13,860  ¥20,790  1025130799 

刑法講話 新版 滝川 幸辰 1987 - ¥11,880  ¥17,820  1020442604 

法学入門 第2版（末弘著作集 1） 末弘 厳太郎 1980 9784535006010 ¥10,120  ¥15,180  1018691799 

イギリス救貧法史論 小山 路男 1962 9784535595996 ¥7,920  ¥11,880  1027372540 

改正株式會社法解説 鈴木 竹雄 1950 - ¥15,180  ¥22,770  1020442606 

權利侵害論 第2版（法學叢書 11） 末川 博 1949 - ¥14,520  ¥21,780  1020442605 

法の本質 美濃部 達吉 1948 - ¥5,060  ¥7,590  1018691806 

民法典序論 （法學叢書 19） ポルタリス 1947 9784535596573 ¥12,540  ¥18,810  1027372539 

離縁状と縁切寺 （法學叢書 1） 穗積 重遠 1942 - ¥11,440  ¥17,160  1018691808 

憲法讀本 16版 上杉 愼吉 1940 - ¥8,800  ¥13,200  1018691802 

公法と私法 再版（美濃部達吉論文集 第4卷） 美濃部 達吉 1939 - ¥11,440  ¥17,160  1018691804 

統制法令集 広瀬 武文 1938 - ¥28,600  ¥42,900  1018691813 

法窓雜記 末弘 嚴太郎 1936 - ¥12,760  ¥19,140  1018691816 

ケルゼン學説の批判 （美濃部達吉論文集 第3卷） 美濃部 達吉 1935 - ¥9,020  ¥13,530  1020442603 

憲法と政黨 ―國法學資料五篇― 美濃部 達吉 1934 - ¥10,120  ¥15,180  1018691807 

法窓雜話 改訂版 末弘 厳太郎 1930 - ¥14,960  ¥22,440  1018691800 

不戰條約中「人民の名に於て」の問題 美濃部 達吉 1929 - ¥5,940  ¥8,910  1018691805 
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● 表示価格は税抜きです。 

経 済 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 

入門経済学 = Introduction to economics 第4版 伊藤 元重 2015 9784535558175 ¥9,900  ¥14,850  1023990717 

最新日本経済入門 第4版 小峰 隆夫 2012 9784535556652 ¥6,600  ¥9,900  1023990721 

ミクロ経済学パーフェクトマスター 伊藤 元重 2007 9784535553910 ¥6,270  ¥9,405  1023990719 

ミクロ経済学 第2版 伊藤 元重 2003 9784535552616 ¥9,900  ¥14,850  1023990718 

人口経済学入門 加藤 久和 2001 9784535552395 ¥9,240  ¥13,860  1023990720 

日本経済思想史研究 上巻  
（大阪経済大学日本経済史研究所叢書 第2冊） 

本庄 栄治郎 1966 9784535596016 ¥16,500  ¥24,750  1027372542 

日本経済思想史研究 下巻 
 （大阪経済大学日本経済史研究所叢書 第3冊） 

本庄 栄治郎 1966 9784535596023 ¥20,460  ¥30,690  1027372543 

貧しき日本經濟 高田 保馬 1955 - ¥11,440  ¥17,160  1020442607 

堂島米市場史 須々木 庄平 1940 9784535596061 ¥28,600  ¥42,900  1027372541 

日本資本主義發達史 増補改訂版 高橋 亀吉 1929 9784535596566 ¥19,800  ¥29,700  1027372537 

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 

逐条解説國家總動員法 増補版 法律時報編輯部 1939 - ¥18,480  ¥27,720  1018691801 

フアツシズム批判 河合 栄治郎 1934 - ¥17,600  ¥26,400  1018691803 

歐洲最近の動向 河合 榮治郎 1934 - ¥16,280  ¥24,420  1018691815 

財政讀本 再版 下村 宏 1926 - ¥13,200  ¥19,800  1018691814 

政 治 関 連 タ イ ト ル  

関 東 大 震 災 関 連 タ イ ト ル  
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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 

震災日誌 染川 藍泉 1981 9784535574786 ¥10,340  ¥15,510  1018691796 

大震災經濟史 時事新報社經濟部 1924 - ¥20,240  ¥30,360  1018691817 

新東京繁昌記 
 ―附大阪繁昌記― 

水島 爾保布 1924 9784535596054 ¥7,920  ¥11,880  1027372538 

世界は日本の震災を如何に見たか 
第1輯 （世界パンフレット通信 181） 

世界思潮研究會 1923 - ¥6,600  ¥9,900  1018691798 
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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。 

理 学 関 連 タ イ ト ル  

医 学 関 連 タ イ ト ル  

人 文 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 

ビタミン 全訂 鈴木 梅太郎 1950 - ¥17,600  ¥26,400  1018691810 

雌雄淘汰 チャールズダーウィン 1926 - ¥22,000  ¥33,000  1018691809 

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 

晩年の日記 （明治文化叢書） 田中 正造 1948 - ¥11,880  ¥17,820  1020442600 

ヒットラーは何を求るか イ・オ・ロリマー 1939 - ¥7,700  ¥11,550  1020442602 

支那思想研究 再版 橘 樸 1938 - ¥17,600  ¥26,400  1018691811 

不在地主 
 （日本プロレタリア傑作選集） 

小林 多喜二 1930 - ¥8,800  ¥13,200  1020442601 

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 

精神医学ハンドブック 
 ―医学・保健・福祉の基礎知識―第7版 

山下 格 2010 9784535983335 ¥7,590  ¥11,385  1023990730 

母親の心理療法 
 ―母と水子の物語―（叢書・心理臨床の知） 

橋本 やよい 2000 9784535561571 ¥5,940  ¥8,910  1023990732 

発達障害の豊かな世界 杉山 登志郎 2000 9784535561557 ¥6,270  ¥9,405  1023990734 

ホルモン 鈴木 梅太郎 1941 - ¥14,960  ¥22,440  1018691812 

赤ちゃんの心理学 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784535563254  

著編者名 大藪 泰 発行年 2013 商品コード 1023990731 

発達心理学は、ことばのない赤ちゃんの心の世界をどこまで明らかにしているのか。著者の研究データ、
臨床経験、観察事例を織り込みながら、最新の知見をていねいに解説する。 

承認をめぐる病 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

冊子版ISBN 9784535984011  

著編者名 斎藤 環 発行年 2013 商品コード 1023990733 

他者の許しがなければ、自分を愛することすら難しい…。うつ病、ひきこもり、家庭内暴力、解離、キャラ
など多種多様な話題を取り扱い、「承認」の問題について考える。また、著者なりの“反精神医学”も記す。 
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