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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 
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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。 

スティーブ・ジョブズ  
―青春の光と影― 

同時1アクセス（本体） ¥6,400 

同時3アクセス（本体） ¥9,600 

冊子版ISBN 9784501552800  

発行年 2014年 商品コード 1018512846 

アップル創設メンバーのスティーブ・ジョブズが生まれ育った時代とは? 彼の誕生から幼少年時代、
アップル社の創設、そしてその再編までを、人間関係や時代背景とともに詳細に記述する。 

スティーブ・ジョブズ （2） 

同時1アクセス（本体） ¥6,400 

同時3アクセス（本体） ¥9,600 

冊子版ISBN 9784501555306  

発行年 2017年 商品コード 1027769134 

既刊『スティーブ・ジョブズ－青春の光と影』の続編。アップルIIがビジカルクの出現で非常な人気を
呼んだ時期から、アップルIII、リサの失敗を経て、マッキントッシュの開発にとりかかり始めた時期
までを扱う。当時の人間関係や技術を詳細に記述。 

スティーブ・ジョブズ （3） 

同時1アクセス（本体） ¥6,400 

同時3アクセス（本体） ¥9,600 

冊子版ISBN 9784501555405  

発行年 2017年 商品コード 1027769135 

既刊『スティーブ・ジョブズII』の続編。マッキントッシュの本格的な開発から、マッキントッシュの売上
低下によるスティーブ・ジョブズの追放までを描いている。当時の人間関係や技術を詳細に記述。 

スティーブ・ジョブズ （4） 

同時1アクセス（本体） ¥7,500 

同時3アクセス（本体） ¥11,200 

冊子版ISBN 9784501556303  

発行年 2018年 商品コード 1027769136 

既刊『スティーブ・ジョブズ』の第4巻。スティーブ・ジョブズがアップル・コンピュータ社から追放され
た後、ネクスト（NeXT）社の設立から、ピクサー（Pixar）社の買収、そして同社のウォルト・ディズ
ニーへの売却に至るまでを、当時の人間関係や技術的背景・変遷も含め詳細に記述。 

2018年６月 

No.2018-292 

スティーブ・ジョブズ(２)～(４) 販売開始 

著編者名：脇 英世 スティーブ・ジョブズ 4冊揃価格 
 

 同時1アクセス（本体） ¥26,700 
同時3アクセス（本体） ¥40,000 

 

既刊『スティーブ・ジョブズ－青春の光と
影』の続刊3冊が登場。アップル社再編
以後のジョブズの生涯を、時代・技術的
背景も含め、詳細に描く。 

  

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


● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

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 

学生力を高めるeポートフォリオ ―成功への再始動
― 

松葉 龍一 2018 9784501631307 ¥5,400 ¥8,100 1027769162 

Inventorによる3D CAD入門 村木 正芳 2018 9784501420109 ¥5,700 ¥8,500 1027769164 

詳解電力系統工学 加藤 政一 2017 9784501117702 ¥8,500 ¥12,700 1027769137 

面心の代数幾何学 硲 文夫 2017 9784501630607 ¥8,200 ¥12,300 1027769138 

たのしくできるIntel Edison電子工作 牧野 浩二 2017 9784501332204 ¥6,400 ¥9,600 1027769139 

たのしくできる光と音のブレッドボード電子工作 西田 和明 2017 9784501332303 ¥4,700 ¥7,000 1027769140 

くすりと薬理 （臨床工学テキスト） 海本 浩一 2017 9784501332402 ¥7,000 ¥10,400 1027769141 

社会シミュレーション ―世界を「見える化」する―（横
幹<知の統合>シリーズ） 

遠藤 薫 2017 9784501630706 ¥4,700 ¥7,000 1027769142 

特許を取ろう! ―技術者・研究者へ贈るコツとテク
ニック― 

宮保 憲治 2017 9784501630805 ¥5,200 ¥7,700 1027769144 

学生のためのPython 本郷 健 2017 9784501555702 ¥6,400 ¥9,600 1027769145 

理工学系 新規タイトルも続々配信開始！ 



● 表示価格は税抜きです。 2018年6月 

微分の問題集 （大学数学基礎
力養成） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,400 

冊子版ISBN 9784501630904  

著編者名 丸井 洋子 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769146 

微分の要点に的を絞り問題を厳選。問題の解答については解法過程を省かず掲載。また、問題の難
易度を☆印で分類し、自らのレベルに合った学習が可能。授業の予習復習および定期試験対策とし
て最適な一冊。 

微分の教科書 （大学数学基礎
力養成） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,900 

冊子版ISBN 9784501631000  

著編者名 丸井 洋子 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769147 

微分の要点に的を絞り、わかりやすく解説。理工学系の専門科目を学ぶ上で必要な微分の知識が習
得可能。例題の解答を穴埋め形式にし、解き方を一つずつ理解しながら解き進めることで理解が深
まるよう配慮。また、すべての練習問題に対して、解法過程を省かず掲載した。 

積分の問題集 （大学数学基礎
力養成） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,400 

冊子版ISBN 9784501631109  

著編者名 丸井 洋子 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769148 

積分の要点に的を絞り問題を厳選。問題の解答については解法過程を省かず掲載。また、問題の難
易度を☆印で分類し、自らのレベルに合った学習が可能。授業の予習復習および定期試験対策とし
て最適な一冊。 

積分の教科書 （大学数学基礎
力養成） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,900 

冊子版ISBN 9784501631208  

著編者名 丸井 洋子 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769149 

積分の要点に的を絞り、わかりやすく解説。理工学系の専門科目を学ぶ上で必要な積分の知識が習
得可能。例題の解答を穴埋め形式にし、解き方を一つずつ理解しながら解き進めることで理解が深
まるよう配慮。また、すべての練習問題に対して、解法過程を省かず掲載した。 

大学数学基礎力養成シリーズ新規配信！ 



● 表示価格は税抜きです。 

電気法規と電気施設管理 （平成30年度版） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,800 

冊子版ISBN 9784501117801  

著編者名 竹野 正二 発行年 2018年 
商品
コード 

1027769161 

平成29年中に行われた改正や、その他の法改正の内容を盛り込む。電気関係の法令に重点を置き、工業高
校の学生から大学生、電気関係の初学者向けにやさしく解説。また、電気施設管理については、高専や短大
の学生及び第2～第3種電験受験者が習得しておかねばならない基本的な事項をまとめてある。おもに、電
気施設管理の最新データへの更新や最近の動向について内容を見直し改訂した。 

電験三種理論 （合格マスター 平成30年度版） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,000 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,400 

冊子版ISBN 9784501215606  

著編者名 東京電機大学電験研究会 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769150 

過去の出題傾向を分析し、重要事項を中心として解説。1テーマの重要事項と例題を見開き2ペー
ジで解説。受験者の学習の整理に役立つ。平成29年度の試験問題と答、また過去10年間の出題
傾向の分析を掲載。 

電験三種電力 （合格マスター 平成30年度版） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,600 

冊子版ISBN 9784501215705  

著編者名 東京電機大学電験研究会 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769151 

過去の出題傾向を分析し、重要事項を中心として解説。1テーマの重要事項と例題を見開き2ペー
ジで解説。受験者の学習の整理に役立つ。平成29年度の試験問題と答、また過去10年間の出題
傾向の分析を掲載。 

電験三種機械 （合格マスター 平成30年度版） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,800 

冊子版ISBN 9784501215804  

著編者名 東京電機大学電験研究会 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769152 

過去の出題傾向を分析し、重要事項を中心として解説。1テーマの重要事項と例題を見開き2ペー
ジで解説。受験者の学習の整理に役立つ。平成29年度の試験問題と答、また過去10年間の出題
傾向の分析を掲載。 

電験三種法規 （合格マスター 平成30年度版） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,900 

冊子版ISBN 9784501215903  

著編者名 東京電機大学電験研究会 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769153 

過去の出題傾向を分析し、重要事項を中心として解説。1テーマの重要事項と例題を見開き2ペー
ジで解説。受験者の学習の整理に役立つ。平成29年度の試験問題と答、また過去10年間の出題
傾向の分析を掲載。 

2018年6月 

電験三種対策配信開始！ 



● 表示価格は税抜きです。 

厳選問題集300題ITパスポート試
験 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,000 

冊子版ISBN 9784501555801  

著編者名 東京電機大学 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769154 

過去に出題された問題から、近年の出題傾向と重点項目をおさえて300題を厳選。限られた時間の
中で効率良く学習できるよう、見開きで問題と解答を掲載。問題は分野別に収録し、苦手分野を
チェックシートで把握。集中的に学習することが可能。 

厳選問題集400題基本情報技術者
試験午前 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,000 

冊子版ISBN 9784501555900  

著編者名 東京電機大学 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769155 

過去に出題された問題から、近年の出題傾向と重点項目をおさえて400題を厳選。限られた時間の
中で効率良く学習できるよう、見開きで問題と解答を掲載。問題は分野別に収録し、苦手分野を
チェックシートで把握。集中的に学習することが可能。 

厳選問題集400題応用情報技術者
試験午前 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,200 

冊子版ISBN 9784501556006  

著編者名 東京電機大学 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769156 

過去に出題された問題から、近年の出題傾向と重点項目をおさえて400題を厳選。限られた時間の
中で効率良く学習できるよう、見開きで問題と解答を掲載。問題は分野別に収録し、苦手分野を
チェックシートで把握。集中的に学習することが可能。 

厳選問題集400題情報処理安全確
保支援士試験午前 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,300 

冊子版ISBN 9784501556105  

著編者名 東京電機大学 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769157 

過去に出題された問題から、近年の出題傾向と重点項目をおさえて400題を厳選。限られた時間の
中で効率良く学習できるよう、見開きで問題と解答を掲載。問題は分野別に収録し、苦手分野を
チェックシートで把握。集中的に学習することが可能。 

厳選問題集300題情報セキュリティ
マネジメント試験午前 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,800 

冊子版ISBN 9784501556204  

著編者名 東京電機大学 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769158 

過去に出題された問題から、近年の出題傾向と重点項目をおさえて300題を厳選。限られた時間の
中で効率良く学習できるよう、見開きで問題と解答を掲載。問題は分野別に収録し、苦手分野を
チェックシートで把握。集中的に学習することが可能。 

2018年6月 

情報処理系資格試験対策 続々配信開始！ 



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。 2018年6月 

航空無線通信士合格精選310題
試験問題集 （第2集） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,000 

冊子版ISBN 9784501332600  

著編者名 吉川 忠久 発行年 2018年 
商品
コード 

1027769159 

最新の出題傾向を分析し、既刊の掲載問題を全面的に見直し。吉川先生による詳しい解説を載
せることで、試験合格に向けて実力を養成。英語試験対策も充実。ネイティブ・スピーカーによる
英会話問題・欧文通話のリスニングをWebで公開。 

航空無線通信士英語試験問題集
傾向と対策 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,100 

冊子版ISBN 9784501332709  

著編者名 山村 嘉雄 発行年 2018年 
商品
コード 

1027769160 

航空通の英語試験における既往問題と詳しい解説を収録。出題傾向を分析し、試験の要点と対
策を掲載するとともに、文法と発音の具体的な学習方法も紹介。英会話問題は、ネイディブ・ス
ピーカーによるリスニング（音声）をWebにて公開。繰り返し学習が可能。 

無線従事者試験のための数学基
礎 ―一総通・二総通・一陸技・二
陸技・一陸特・一アマ対応―第2
版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,500 

冊子版ISBN 9784501332501  

著編者名 加藤 昌弘 発行年 2017年 
商品
コード 

1027769143 

売上良好書の第2版！無線従事者国家試験の上級資格の計算問題を丁寧に解説。計算におい
て基礎中の基礎である四則演算から、指数、対数計算など、必要な計算を解説。第2部は過去問
題から多くの計算問題を掲載。実際の試験に役立つ。 

第一級陸上特殊無線技士試験一
陸特集中ゼミ 第3版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,000 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,900 

冊子版ISBN 9784501332808  

著編者名 吉川 忠久 発行年 2018年 
商品
コード 

1027769163 

既刊「一陸特集中ゼミ」の第3版。近年の出題傾向に合わせた内容の見直しと著者による詳しい
解説を掲載し、練習問題も刷新。 

無線通信系資格対策 新規配信開始！ 
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