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購入ﾊﾟﾀｰﾝ □1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) □2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF)

の選択 □3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) □4.電子のみ単体選書

著編者名 本多 健一 
底本ISBN 9784642029155 購入済

冊子を購入または発
注の場合は、上記冊
子購入確認にチェッ
クをお願いします。

購入

底本発行年 2013年10月 商品コード □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記4パターンから、購入方法をお選びください。

□この注文書をもって当社に書
籍をご注文の場合はチェックを
お願いします。

②全点購入以外の場合は、各書籍毎に冊子体・電子書籍の購入欄にチェックを付けてください。

中近世京都の祭礼と空間構造
出版社 吉川弘文館 電子書籍

電子書籍価格 ¥27,500(＋税) □
冊子定価 ¥10,000(＋税) 冊子購入確認

中近世京都の御霊祭・今宮祭・六斎念仏の実態と変遷を明らかにし、これらを取り巻く当時の都市空
間や地域社会との関係に迫る。歴史地理学の研究手法も用いて諸資料を分析し、歴史的・地域的に
重層性を有した祭礼の空間構造を探究。未着手だった上京や西陣、都市郊外の祭礼とその空間構造
に光をあてることで、京都祭礼文化史の全体像を構築する。

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記4つの購入パターンをお選びいただけます。

●「新刊ハイブリッドモデル」とは
　年間を通じて継続的に「書籍（冊子）」と「電子書籍」をセットでご提供するサービスです。

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

　「電子書籍版」のお届けは、カタログ掲載から ２～３ヶ月後を予定しています。

●「電子書籍」価格設定について

１．冊子＋電子セット全点購入 

２．冊子選書＋電子全点購入 

３．冊子選書＋電子選書購入 

４．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

冊子＋ 

新刊電子販売価格 を 30%OFFでご提供いたします 

  新刊電子販売価格 

４つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「４.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

              購入   ・・・・  この注文書にてご注文の場合 

✔ 

✔ ✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

2016年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

進化する遺伝子概念
みすず書房 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジャン・ドゥーシュ著,佐藤直樹訳
9784622079149

受精・遺伝・発生・繁殖をめぐる古代・中世のとらえ方から、「場」や環境に支配される動的な生命システムという
最先端のDNA観まで、遺伝子のエポック・メーキングな研究をたどる。環境と相互作用をくりかえす動的な生命シ
ステムがもつ情報は、DNAのデジタル情報だけではないと著者は主張する。生物は開放系であり、コンピュータ
と違って偶然と選択との産物なのである。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名
リチャード・Ａ・スクーズ著,
岡元彩子訳,馬場謙一訳

9784622079385

『ヒステリー研究』において提示された「症例アンナ・Ｏ」の治療は本当に失敗だったのか？　本書はブロイアーの
治療記録、アンナの入院先の医師による記録、関係者の書簡、追跡研究などの膨大な資料を再検証し、その治
療結果の真実に迫るものである。精神分析学の始まりとなった症例の謎が、いま解き明かされる。

みすず書房 電子書籍
フロイトとアンナ・Ｏ 最初の精神分析は失敗
したのか

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥18,200(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  3  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

民法学とは何か、何をしようとしているのか─民法学の意義・役割が見出しがたくなっている現在、平成の歩みと
ともに研究を進めてきた二人の学者が、四半世紀にわたる日本の民法学の展開と将来展望を、自身の研究を
素材に、書簡を往復して縦横に語りあう。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

民法学を語る
有斐閣

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名 大村敦志著,小粥太郎著
9784641137240

電子書籍
トピックからはじめる統治制度 憲法を考える
（※）

行政法（※）

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

9784641131880

何の話かわかりにくいから難解に感じる統治のしくみを、写真や表、身近な話題などから説き起こして解説。自
分にとって身近な問題として捉えることで、それぞれのテーマについて関心をもって主体的に考えられる、これか
ら統治を学ぶ人に最適な１冊。

笹田栄司著,原田一明著,
山崎友也著,遠藤美奈著

著編者名

有斐閣

有斐閣

¥8,400(＋税) □

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥3,800(＋税)

9784641131811

行政法をわかりやすく学ぶ人へ最適のテキスト。初学者でも自然に読み進めることができるよう、基本的な事項
を中心に説明。行政救済法を中心に、行政組織法と行政作用法の関連事項にしぼることでメリハリをつけた叙
述に成功！

高木光著著編者名

動きの著しい行政組織法・公務員法を中心に、立法や判例、実務の動向など、前版以来の変化と進展を詳述。
内容も一層充実した最新版。法学部のみならず法科大学院や公共政策大学院、行政や法曹実務にも好適の
書。

民法論集　第十巻
有斐閣

¥39,600(＋税)

¥12,000(＋税)

¥8,600(＋税)

¥3,900(＋税)

著編者名 宇賀克也著
9784641131903

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 星野英一著
9784641136830

民法論集第９巻以降のご講演・ご論攷を収録。先生が中国・韓国との学術交流に力を注いでおられた頃であり、
また司法制度改革のスタート、日本民法典施行100年・フランス民法典200年という節目を迎えた時期である。い
ま改めて慧眼に触れる。

行政法概説Ⅲ〔第4版〕 行政組織法／公務
員法／公物法（※）

有斐閣

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  4  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年5月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年2月 商品コード □ □

読解　民事訴訟法（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 勅使川原和彦著
9784641136892

民訴法を学習していく上で学生がつまずきがちなテーマを中心に、一般的な教科書の体系を超えて、横断的な
整理を試み、新たな角度から分析することで、理解を深めていくテキスト。ひととおり基礎知識は修得したはず、
でもなぜだか使いこなせないという学生に。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

平成26年会社法改正 会社実務における影
響と判例の読み方 (ジュリストブックス)

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩原紳作編,神田秀樹編,野村修也編
9784641137141

ジュリスト2014年10月号特集「会社法の改正」を、法務省による省令解説も加え、アップデート。2014年７月開催
の有斐閣セミナーもあわせて収録した、会社実務に欠かせない、改正内容、判例を読む上で必要な留意点の双
方を精確に押さえることができる１冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

民法読解　親族編
有斐閣 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641137073

旧民法、明治民法、現行民法と変遷した民法親族編。民法典の条文そのもの、起草者たちの議論、立法資料、
当時の学説等を読み解くことから出発し、家族の起源、すなわち制度の趣旨を探る。立法当時の議論から見え
てくるものは？　そして新しい民法へ─。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

実践PL法〔第2版〕
有斐閣 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編
9784641136922

弁護士のあなたのもとへ「この製品で、こんな事態になってしまった」と依頼者がやってきたら、どのように対応し
ますか？　その日のために、製造物責任法の基本と最近の動向を、日ごろ消費者問題に携わる弁護士陣が、コ
ンパクトにまとめました。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

新基本民法6　不法行為編 法定債権の法
（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,800(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641137219

事務管理・不当利得・不法行為を扱う。これらは「法定債権」と総称されるが、約定と並んで法律が重要な債権発
生原因であることを意識する。また、「救済（あるいは責任）の法」としての再構成を試みる。不法行為法の全体
像と仕組みの基本をわかりやすく解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

新基本民法2　物権編 財産の帰属と変動の
法（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,800(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641137233

物権法を「財産の帰属と変動の法」と捉え、移転（物権変動）の側面に重点を置くとともに、帰属（所有権の意義
とその保護）の側面にも光を当てる。共同所有の延長線上に位置づけられる法人制度、不登法や区分所有法に
も触れ、物権法の全体像をわかりやすく解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

-  5  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

はじめてのEU法（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 庄司克宏著
9784641048164

独自の法秩序を形成するEU、その仕組みと法制度をコンパクトにまとめたテキスト。「スプラナショナル」と「トラン
スナショナル」をキーワードに、基礎知識をわかりやすく解説した。EU法を学ぶうえで欠かせないEU司法裁判所
判決も多数紹介。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

独占禁止法概説〔第5版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 根岸哲著,舟田正之著
9784641144828

独禁法の運用実態を客観的に明らかにするオーソドックスな概説書の最新版。審判制度廃止にかかる平成25
年改正に対応するとともに、数多くの審決・判決事例から重要なものを精選して、それらの位置付けを行い、各
種ガイドラインの改定にも応接している。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

労働者像の多様化と労働法・社会保障法
有斐閣 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
村中孝史編,水島郁子編,
高畠淳子編,稲森公嘉編

9784641144736

労働法・社会保障法が交錯する重要な諸問題のうち、従来よりあまり検討が行われてこなかった課題について、
それらを明らかにし、より深い考察を行い、理論上・実務上の欠缺を埋める。研究者のみならず、労働法・社会保
障法にかかわるすべての方々に必携の１冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

少年法（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川出敏裕著
9784641139121

戦後長らく改正のなかった少年法は、2000年代に入って４度の大きな改正を受けている。本書は、少年法の現
状を、実務の運用と裁判例を踏まえて描き出すとともに、少年の健全育成という基本理念に基づく少年法の体系
的な解釈を示すものである。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

刑事訴訟法（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒巻匡著
9784641139060

法学教室連載「刑事手続法を学ぶ」に大幅な加筆をし、単行本化。刑事手続の諸制度の趣旨・目的とそこから導
かれる法解釈論の筋道を丁寧に解説。透徹した視点から刑事手続の全体構造と作動過程を鮮やかに描き出
す。刑事訴訟法の正確な理解へと導く１冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

刑法各論〔第4版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中森喜彦著
9784641139138

明解な筆致とコンパクトな叙述で多くの読者を魅了してきた「中森各論」。本格的な体系書でありながら、通読し
やすい分量を保つ。他の体系書へのリファーも充実しており、学習・研究の便宜を図っている。第４版では、近年
の法改正と重要判例を織り込んだ。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

私たちと公共経済 (有斐閣ストゥディア)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寺井公子著,肥前洋一著
9784641150201

はじめて学ぶ人に向けて、数式を用いずに経済学の考え方、市場の機能と限界から、政治過程、公共政策まで
を解説。私たち有権者の目線から、経済・政治に関わる様々な人びとのインセンティブを理解し、政府の経済活
動や政策を評価する基準を身に付けられるように工夫しました。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

財政学をつかむ〔新版〕 (テキストブックス
［つかむ］)（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 畑農鋭矢著,林正義著,吉田浩著
9784641177239

経済学のアプローチで、税と社会保障の基本から貧困対策や教育等まで幅広く解説した好評テキストの新版。
unit0では新たに、日本の様々な課題をデータで提示し、本書のポイントが概観できるように工夫。そのほか税と
社会保障など最新の動向を盛り込んだ。本書の「ウェブコラム」、各unit末の「確認問題」の解答・解説などをご提
供している「サポートページ」は　→<a href=http://yuhikaku-nibu.txt-nifty.com/blog/2015/08/post-3b55.html

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

財政のエッセンス (有斐閣ストゥディア)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西村幸浩著,宮崎智視著
9784641150232

財政の理論・制度・現実をバランスよく解説した入門テキスト。重要な理論に絞ったうえで、初学者でも議論の筋
道を追いやすいように、図表や簡単な数式を用いながら懇切丁寧に解説。日本の財政問題の本質と税制・社会
保障改革の必要性を理解するために最適な１冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

入門証券市場論〔第3版補訂〕 (有斐閣ブッ
クス)（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 釜江廣志編
9784641184299

リーマン・ショックやユーロ圏の経済危機などは、遠い世界の出来事ではなく、金融・証券市場を伝って私たちの
生活にも影響する。だからこそ、証券市場の仕組みや成立ちを知っておくことはとても重要だ。簡潔明解、初学
者でも手にとりやすい入門テキストを補訂。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

政治学の第一歩 (有斐閣ストゥディア)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 砂原庸介著,稗田健志著,多湖淳著
9784641150256

自己の利益の最大化をめざす個人が寄り集まってできている社会。こうした社会で、安定した秩序をつくるため
にはどうすればよいのか。そのためのルール作りとそれを守っていくしくみを説明する。明快な語り口で学ぶ、新
しい政治学の入門テキスト。２色刷。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

崩壊国家と国際安全保障 ソマリアにいる新
たな国家像の誕生

有斐閣 電子書籍

¥13,600(＋税) □

¥4,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 遠藤貢著
9784641149137

中央政府は存在せず、「崩壊国家」と呼ばれながらも、国内外のさまざまな作用によって、機能しているソマリ
ア。その実態を、歴史的背景、国内の論理、そして国際社会の関与といった多様な視点から明らかにするととも
に、今後の国家のあり方を再考する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

イタリア・アカデミックな歩きかた 都市をめぐ
る教養散策

有斐閣 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丹野義彦著
9784641174184

イタリアが大学発祥の地だと、ご存知でしたか？ 旅行ガイドブックには載っていない、ひと味違う「知のテーマ
パーク」として主要都市をめぐるイタリア・ツアーへご案内します。本書は『書斎の窓』の好評連載をもとに大幅に
書き換え、写真や地図と一緒に加筆したものです。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

基礎から学ぶ認知心理学 (有斐閣ストゥディ
ア)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 服部雅史著,小島治幸著,北神慎司著
9784641150270

私たちは本当に自分自身を正しく認識しているだろうか。毎日目にしていても思い出せないことがあるのはなぜ
か。記憶や感覚、思考といった認識のしくみの科学であり、「人間の賢さと愚かさ」に迫る認知心理学の魅力を発
見しながら考えながら学べる体験型入門テキスト。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

幸福（しあわせ）の構造 持続する幸福感と
幸せな社会づくり

有斐閣 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島井哲志著
9784641174146

幸せを「感じる」とはどういう事か？　人によって感じ方が異なるのはなぜか？　個人の「時間軸 」という切り口か
らみえた幸福感の構造とは？　心理学研究の実証データを基に幸福感の諸側面を整理し、私たちは自分や周
囲の人の幸福をどう実現できるのかまでを指し示す。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

小売企業の基盤強化 流通パワーシフトにお
ける関係と組織の再編

有斐閣 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高嶋克義著
9784641164628

小売企業が力をもってきている現象を指す流通パワーシフトについて、初めて本格的にその姿を検証する待望
作。小売企業がいかに仕入先との関係を構築・管理し、組織体制を強化しているかを解明して、その基盤強化が
小売企業へのパワーシフトを促している実態を追究する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

伊達氏と戦国争乱 (東北の中世史　４)
吉川弘文館

¥8,000(＋税)

戦国期の東北は一時の停戦・和睦を除き、常に戦争が繰り広げられていた。伊達氏の登場から奥羽仕置まで、
陸奥・出羽の大名・領主らの動向と各地の争乱を描き、その居城や領地、民衆の生活まで東北の戦国社会が甦
る。

吉川弘文館 電子書籍
タネをまく縄文人 (歴史文化ライブラリー
416)

神と死者の考古学 (歴史文化ライブラリー
417)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 笹生衛著
9784642058179

５世紀、日本列島の自然環境と関係する神祭りの原形が古墳祭祀と関連しつつ形成され、そこには災害も大きく
関係していた。この時代の祭りや古墳との関係はどのようなものだったのか。また、祀った神や古墳の被葬者は
いかに考えられ、かつ歴史的な意味を持ち、現代の文化・信仰に影響を与えているのか。最新研究成果を加え、
新視点から実態に迫る。

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

小畑弘己著
9784642058162

狩猟採集や漁撈で生活していたとされる縄文人。だが、粘土をこねて土器を成形する際に紛れ込んだダイズや
貯蔵食物害虫のコクゾウムシがその常識を打ち破った。土器表面や断面の痕跡の新しい分析法から、イネやダ
イズの栽培開始時期を特定。土器粘土の中に眠っていた考古資料「タネ」「ムシ」が指し示す、多様で豊かな縄
文時代の実像に迫る。

¥2,400(＋税)

著編者名 遠藤ゆり子編
9784642064958

明治国家形成と華族
吉川弘文館 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 久保正明著
9784642038508

明治２年、公卿・諸侯の称を廃して生まれた華族は、近代日本の特権階層へとどのようにして変貌を遂げたの
か。明治国家の「貴族」を作り上げようとする政府と華族会館の活動を通じて「皇室の藩屏」としての道を模索す
る華族の姿を追究する。華族に対する「天皇の意思」を軸に据え、明治政府と華族の動向を解き明かす新機軸
を打ち出した注目の書。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

地理から見た信長・秀吉・家康の戦略 (読み
なおす日本史)

吉川弘文館 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 足利健亮著
9784642065962

琵琶湖畔安土に壮大な天主を建てた信長。京都に聚楽第・お土居を築き、伏見城を構えた秀吉。関東に入部す
ると迷わず江戸に本拠を移した家康。彼らはなぜその地を選んだのか。地図や地形から検討し、戦略を読み解
く。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

古代・中世の文書・記録は、「変体漢文」という独特な文章で綴られており、これを読解することが日本史研究の
第一歩となる。しかし、これまでは口承で教授されるにとどまり、そのための入門書は存在しなかった。史料の品
詞や語法を正確に解釈するための、はじめてのガイドブック。豊富な文例に訓読と現代語訳を配置。理解を深め
る演習問題も付す。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法
吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 日本史史料研究会監修、苅米一志著
9784642082730

-  10  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

アカデミック・スキルズ 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

レポート、論文、そして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」を身につける！　大学
生が直面する「レポート」や「論文」の執筆では、高校生までとは異なる「テキストを読む」レベルが求められてい
ます。そのときに「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」、「何を論じたらいいのか分から
ない」という大学生がぶつかる悩みに、人文系の例題を使って答える一冊。

叡知の詩学　小林秀雄と井筒俊彦
慶應義塾大学出版会

著編者名 若松英輔著
9784766422696

哲学者は詩人たり得るか？日本古典の思想性を「詩」の言葉で論じた小林秀雄――。古今・新古今の歌に日本
の哲学を見出した井筒俊彦――。二人の巨人を交差させ、詩と哲学の不可分性に光をあてる、清廉な一冊。

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

慶應義塾大学出版会

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 慶應義塾大学教養研究センター監修,大出敦著
9784766422740

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

人文・社会科学のための研究倫理ガイド
ブック

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,400(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 眞嶋俊造編著,奥田太郎編著,河野哲也編著
9784766422559

「つい」「うっかり」「知らずに」「間違って」「勘違いで」ではすまされない！学生や研究者の皆さんが研究の過程で
遭遇する、研究倫理を問われる多様な場面を想定し、何が問題になるかを知り、それについてどう考えるか自問
し、実践につなげていくための、ディスカッションにも使える、人文・社会科学系向けとしては初のガイドブック。ま
た「健全な」研究倫理教育・啓発制度を考えるためのヒントと提案も満載。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥6,200(＋税) □

慶應義塾大学出版会 電子書籍学校の先生にも知ってほしい　アレルギー
の子どもの学校生活 (子どものこころと体シ
リーズ)

森林資源の環境経済史 近代日本の産業化
と木材

慶應義塾大学出版会

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋税)

著編者名 山口明日香著
9784766422429

木材から近代日本の産業化を問い直す！日本の産業化に不可欠な資材・原料であった森林資源。膨大な一次
史料にもとづいて鉄道・電信・炭鉱・製紙業における木材利用と森林破壊との関係を分析し、新たな日本の産業
化像を描き出す。環境経済史の新たな扉を開く野心的労作！

¥5,700(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 西間三馨編著
9784766422375

小児アレルギーの最新知識と、学校生活での留意点を網羅！　今、アレルギーをよく知ることは教員にとって必
須となっています。喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギーへの学校対応について、第一
線の専門医が具体的に説明します。文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」も解説。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  11  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

熱狂と動員 一九二〇年代中国の労働運動
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥21,600(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 衛藤安奈著
9784766422856

「熱狂や暴力」はなぜ「大衆動員」に結びつきやすいのか？国民党による近代国家建設前夜の1920年代、開港
都市として急激な経済成長をとげた広東・上海・武漢の三都市を舞台に、中国共産党と国民党がそれぞれの思
惑から労働運動を動員に利用していく過程を描き、その後に続く「熱狂と動員」のメカニズムの起源を解き明か
す。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

ルーマンが「近代社会は機能分化社会である」と言うとき、〈機能分化していない近代社会〉として想定していたも
のは〈全体主義〉であった。シュミットによって批判され、一度は葬り去られた市民的自由主義をルーマンはどの
ようにたどりなおし、継承したのか。〈全体主義〉と〈機能分化〉の対抗関係から浮かび上がる近代社会のあり方。

市民的自由主義の復権 シュミットからルー
マンへ

勁草書房

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋税)

著編者名 小山裕著
9784326602858

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥17,100(＋税)

¥5,500(＋税)

著編者名 横山尊著
9784326602841

近現代日本における優生学運動や優生政策を、ファシズム論や優生法の系譜論に基づくのでなく、雑誌メディア
を中心とした科学啓蒙、アカデミズム、科学運動、政策化の構造と時代ごとのあり方から検討する。生殖をめぐる
政治がアカデミズムとメディアを中心とした科学啓蒙、科学運動のなかでどのように形成されていくのかを描く一
書。

戦後日本の教育委員会 指揮監督権はどこ
にあったのか

勁草書房

¥18,000(＋税)

¥5,800(＋税)

□

著編者名 大畠菜穂子著
9784326251148

教育委員会は2015年４月から、教育行政の第一義的責任者を教育長とする新制度が採用されることとなった。
権限と責任を一人に集中させるという方法以外に、組織の権限と責任を明確にすることは可能なのだろうか。本
書は多様な合議制執行機関を比較しつつ、従来顧みられることのなかった指揮監督権に着目して、教育委員会
制度の権限と責任の所在を分析する。

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥3,200(＋税)

著編者名 赤林朗編,児玉聡編
9784326102501

新興感染症や生活習慣病リスクに対し公衆衛生的介入の必要性が現れてきた近年、従来の自己決定権重視型
の生命・医療倫理学ではうまく議論できない状況が生じている。本書は英米圏の動向や日本の歴史を参考にし
つつ、公衆衛生活動や政策が固有に持つ倫理的・思想的諸問題を明確に示し、新たな理論的枠組みを提示す
るものである。

勁草書房 電子書籍
日本が優生社会になるまで 科学啓蒙、メ
ディア、生殖の政治

国際関係理論 第2版（※）
勁草書房

¥10,500(＋税)

¥3,300(＋税)

著編者名 吉川直人編,野口和彦編
9784326302444

本書は、国際関係論の主要な理論をわかりやすく紹介した定評あるテキストの第２版。新たに「定量的研究方法
への道案内」の章が加わり、各章では近年の動向を踏まえて内容をアップデートし、さらに文章表現も見直した。
初めて学ぶ人のためのやさしい用語解説、もっと学びたい人のための詳細な文献ガイドつき。

入門・医療倫理 Ⅲ 公衆衛生倫理（※）
勁草書房

¥9,900(＋税)

勁草書房 

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名
井深雄二編著,大橋基博編著,
中嶋哲彦編著,川口洋誉編著

9784326251070

しなやかな教育実践に挑むために、教育行政学の基礎を押さえ、『教育と教育行政』（1992年刊）、『資料で読む
教育と教育行政』（2002年刊）を全面改訂し、2006年の教育基本法改正以降の新たな教育動向を解説する。ま
た、教育関係の国際条約に注目しつつ、進行している教育改革やそれに伴う教育と教育行政の諸現象をコラム
で取り上げる。

テキスト教育と教育行政（※）
勁草書房

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

2015年12月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

パワーシェアリング
多民族国家マレーシアの経験

東京大学出版会 電子書籍

¥17,900(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村正志著
9784130362566

エスニシティにもとづく亀裂を抱える社会において、多数派民族の専制をどうすれば回避できるのか？　ウクライ
ナやイラクなど、分裂の危険性を孕む国が増加する現在、この問題を解く鍵として注目される「パワーシェアリン
グ」に焦点を当て、安定の条件を理論的に探り、マレーシアを事例に分析。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

中国鎮魂演劇研究
東京大学出版会

¥82,500(＋税)

¥30,000(＋税)

9784130860499

中国農村社会から広まった鎮魂祭祀のための演劇である「目連戯」に注目し、歴史的・地理的関連からその成
立と展開を詳細に分析する。中国全土で12世紀以降、変遷しながら現在に伝承され伝播してきたテキストや上
演記録を、長年にわたるフィールドワークによって収拾して体系化した一連の中国演劇史研究の集大成。写真
430点。

著編者名 田仲一成著

東京大学出版会 

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年2月号 

2016年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年8月 商品コード □ □

2015年11月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年7月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

はじめて学ぶ有機化学
化学同人

著編者名 高橋秀依著,須貝威著,夏苅英昭著
9784759818079

視覚から理解できるようにイラストを配し、イメージでとらえられるように配慮された半期用テキスト。有機化学に
必要な基礎項目を初学者向けにていねいに解説。理論は必要最小限にとどめた。高校の化学と大学での本格
的な有機化学の学習をつなぐ。社会生活全般に有機化学が役立っていることがわかる。理工系だけでなく、文系
や共通教育、看護および医療系学生のための入門書としても最適。学び直しにもおすすめ。

医薬品の合成戦略
医薬中間体から原薬まで

化学同人 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174

世界を代表する医薬品のうち109の化合物についてその製法と合成における重要な医薬中間体の合成法を解
説。それぞれの医薬品と類似薬の概略も示した。効率性・経済性を極限まで追求した医薬品の実際の合成ス
キームを探ることで、実学としての有機化学を身につけることができる。創薬化学やプロセス化学に興味をもつ
大学生・大学院生、製薬メーカーや中間体製造メーカーの研究者にとって有機合成のための戦略を練るうえで
有用な成書である。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

はじめての研究生活マニュアル
解消します！理系大学生の疑問と不安

化学同人 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979

この本は、はじめて卒業研究をする人のためのものです。研究室の一員になると、最初は初めてのことばかり
で、頭を悩ますことも多いでしょう。先輩や先生に聞きづらいこともあります。この本では、すぐに実行できる初歩
的なコツから、ワンランク上を目指すための心構えまでを紹介しています。イラストやマンガを交え、気軽に読み
やすい工夫も満載です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  16  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2014年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2014年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2014年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2014年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2014年10月 商品コード □ □

計算物理学 ―コンピューターで解く凝縮系
の物理― (フロー式物理演習シリーズ 21)

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,坂井徹著
9784320035201

最近のコンピューター技術の急速な進歩に伴って、物理の数式を手で解くのではなく、計算機を使って解く研究
が発展してきた。このような研究は計算物理学と呼ばれ、実験物理学・理論物理学と並ぶ新しい物理学の柱と
なっている。本書は、この計算物理学の初歩的な手法を紹介するとともに、最先端の研究につながる計算機実
験への入門を目的とする。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

マーケティング・データ分析の基礎 (シリー
ズ　Useful R 3)

共立出版 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

不完全性定理
共立出版 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菊池誠著
9784320110960

不完全性定理をとりまく数学基礎論の世界。本書は、専門的な予備知識は仮定せずに完全性定理や計算可能
性から論じ、第一および第二不完全性定理、Rosserの定理、Hilbertのプログラム、Godelの加速定理、算術の超
準モデル、Kolmogorov複雑性などを紹介して、不完全性定理の数学的意義と、その根源にある哲学的問題を説
く。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 猪平栄一著,重松保弘著

冊子購入確認

著編者名 金明哲編,里村卓也著
9784320123663

本書は、マーケティング分野でのデータ分析を、Rを用いて行いたい人を対象に、統計的分析手法の解説だけで
なく、データの準備や操作方法までを含めて解説を行うものである。本書が想定する読者は、Rを利用すること
で、これら一連の作業を行えるようになることを目指す人である。各種の統計的手法の数学的記述については、
必要最小限にしてある。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784320123809

現在、大型コンピュータ、パソコン、タブレット端末、スマートフォン、組み込み家電、身の回りに着用するウェアラ
ブル端末など多くのIT製品で、マルチプロセス・マルチタスクに対応した高度なオペレーティングシステム(OS)が
使用されている。これらのOS上では複数のプログラムが並行して動作する。本書では、LinuxをベースとしたOS
の概念を解説し、演習によって並行プログラミングの感覚を体得することを目標としている。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

待ち行列理論の基礎と応用 (未来へつなぐ
デジタルシリーズ 29)

共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

Linuxによる並行プログラミング入門
共立出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
川島幸之助監修,塩田茂雄著,

河西憲一著,豊泉洋著,会田雅樹著

9784320123496

本書は、基礎編と応用編からなる。基礎編では、待ち行列理論の考え方や公式の導き方を、基本から丁寧に説
き起こしている。また、待ち行列システムに現れる定量的特性について、理論的に説明している。これらのベース
となる知識は付録にまとめている。応用編では、経営科学、サービスサイエンス、情報通信等の分野から、典型
的な応用例を取り上げている。これらの応用例により、待ち行列理論の各種分野での使い方の一端を知ること
ができる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  17  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年4月 商品コード □ □

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

□

冊子購入確認

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

著編者名 白井宏著
9784339008777

電磁波解析手法の一つである幾何光学的回折理論の考え方、使い方について応用例を含めて解説している。
本理論は無線通信などの高周波漸近解析手法の一つで、電磁波に関する物理的な諸法則・原理と巧みな数学
的取扱いにより導かれる。

本書では、マルウェア感染に着目し、感染前、感染時、および感染後に発生するサイバー攻撃の仕組みとリスク
を解説するとともに、対策手法を紹介する。基礎から応用まで体系的に知識を学べるように構成した。

幾何光学的回折理論
コロナ社

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

コンピュータネットワークセキュリティ
コロナ社

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 八木毅著,秋山満昭著,村山純一著
9784339024951

冊子購入確認

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 遠藤靖典著
9784339079258

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

科学の対象となるあいまいさには、言葉の表現によるものと現象の生起によるものとがある。前者は論理、後者
は確率により体系化されてきた。本書では、それらの理論について、歴史的経緯を踏まえながらわかりやすく概
説する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

トピックモデルによる統計的潜在意味解析
(自然言語処理シリーズ 8)

コロナ社 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税)

あいまいさの数理 (リスク工学シリーズ 5)
コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

コンピュータ工学入門（※）
コロナ社

コンピュータの計算原理を与える論理代数、論理代数に基づく回路設計、さらにシステムソフトウェアを含むシス
テム構成・制御技術やネットワーク技術を丁寧に記述し、コンピュータの基本原理とシステム構成が理解できるよ
うにした。

著編者名 奥村学監修
9784339027587

大量のデータの背後にある潜在的な情報を抽出する技術として、トピックモデルと呼ばれる統計モデルの研究が
近年注目を集めている。本書はこれについて、言語処理という具体的な問題に対して、その理論と応用をわかり
やすく解説する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

著編者名
鏡慎吾著,佐野健太郎著,

滝沢寛之著,岡谷貴之著,小林広明著

電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

9784339024920

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

  コロナ社 

-  18  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年2月号 

2016年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年3月 商品コード □ □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
菊地進編,岩崎俊夫編,小澤康裕著,
一ノ瀬大輔著,櫻本健著,小西純著

9784407336283

・「経済系のための情報活用1」の続編。・経済・経営・会計・金融・政策関連のテーマをExcelを使って学べる。・文
書作成(MS-Word)およびプレゼンテーション(MS-PowerPoint)の基本が学べる。・統計GIS(Geographic
Information System)ソフトを使って、地図情報と統計を併用したデータ分析を解説。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

化学工学概論 (First Stageシリーズ)（※）
実教出版 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,700(＋税)

経済系のための情報活用2　Office2013対
応 (専門基礎ライブラリー)（※）

実教出版 電子書籍

¥5,000(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
小菅人慈監修,青井孝編,石川雅彦編,
岡田治編,鈴木千明編,鈴木長寿編,
種茂豊一編,豊前太平編,森安勝編

9784407337419

・冒頭で「化学工場」の具体的なイメージを持たせるように配慮し、学んでいる単位操作がどのような工程が行わ
れているか、化学工場で技術者はどのような仕事をしているのか、把握できるよう工夫して編修した。・各種の単
位操作と装置について平易に解説した。化学プラントの中核である反応装置も、図を大きく多用し、視覚的に理
解できるよう配慮した。・化学工場における「計測と制御」「管理技術」「安全対策と法規」等も取り上げた。・例題・
問・章末問題を掲載し、学習の定着が確認できる。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

-  19  -

電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年11月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年1月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

初歩からの数学 III -論理・確率とマルコフ
連鎖（※）

丸善出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Raymond A. Barnett著,

Michael R. Ziegler著, Karl E. Byleen著,
栁沼壽訳

9784621089842

数学が専門ではない学生のために、理解しやすいテキストとして編纂しました。丁寧な例題解説とビジネス・経済
学・生命科学・社会科学分野における現実のデータ・事例に即した豊富な練習問題により、社会でも役立つ数学
の知識が身につきます。III 巻の第7章では、確率に関する基礎的な事柄を示し、論理、集合、数え上げの方法
を、第8章でベイズの定理や確率変数を含む基本的な確率を論じ、第9章では、前の章で展開した概念をまとめ、
それらをマルコフ連鎖に適用しています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

初歩からの数学 II -線形方程式と線形計画
法（※）

丸善出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Raymond A. Barnett著,

Michael R. Ziegler著, Karl E. Byleen著,
栁沼壽訳

9784621089835

数学が専門ではない学生のために、理解しやすいテキストとして編纂。丁寧な例題解説とビジネス・経済学・生
命科学・社会科学分野における現実のデータ・事例に即した豊富な練習問題により、社会でも役立つ数学の知
識が身につきます。II 巻の第4章では、連立１次方程式と行列を取り上げ、行列操作とガウス・ジョルダン消去法
を使用し連立方程式の解き方と行列の逆元の見つけ方を重点的に論じています。第5章と6章では、線形計画法
について幅広く、かつ柔軟に論じ、5章では、2変数の場合におけるグラフ化の方法について解説しています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

初歩からの数学 I -関数の基礎とファイナン
ス数学（※）

丸善出版 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Raymond A. Barnett著,

Michael R. Ziegler著, Karl E. Byleen著,
栁沼壽訳

9784621089828

数学が専門ではない学生のために、理解しやすいテキストとして編纂しました。丁寧な例題解説とビジネス・経済
学・生命科学・社会科学分野における現実のデータ・事例に即した豊富な練習問題により、社会でも役立つ数学
の知識が身につきます。I巻では、第1章と2章の初等関数の展開から始まり、初等関数の特性や使用方法を示し
ます。第3章では、単利と複利、および普通年金の現在価値と将来価値について詳しく論じています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

有機合成実験法ハンドブック　第2版
丸善出版 電子書籍

¥95,700(＋税) □

¥29,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 有機合成化学協会編,中井武編集代表
9784621089484

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。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

『有機化学　改訂2版』　問題の解き方（※）
丸善出版 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥山格著
9784621089767

奥山 格 監修・著「有機化学 改訂２版」のスタディガイド。テキスト内の問題の解答はもちろん、問題の考え方、
解き方も解説。有機化合物を作り上げる結合の基本原理と反応を支配する電子の流れを、問題を繰返し解くこと
によって論理的に理解し、有機化学の基礎力が身につくよう補完します。各章末にはテキストには掲載されてい
ない演習問題を収載。本書を活用してテキストをしっかり理解し、有機化学を極めて下さい。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年2月 商品コード □ □

ヒューマン・セキュリティの時代 ―電磁波、
化学物質、放射性物質の見えざる体内汚染
からどう身を守るか―

株式会社筑波出版会 (発売：丸善出版) 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩浅昌幸著,増茂正泰著
9784924753600

電磁波、化学物質、放射性物質の見えざる体内汚染からどう身を守るか。放射性物質の体内除去の仕方―味
噌とビール酵母がカギを握っていた！ ヒューマンセキュリティ(人間の安全保障)を脅かすメカニズムの解明！化
学物質・電磁波・放射性物質による体内汚染は。目視できないだけに見過ごされ、実はタチの悪い、「ヒューマ
ン・セキュリティ」に対する重大な侵害だという認識である。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

刊行年： 2014年  底本ISBN： 978-4-621-08874-6 商品コード： 1019023645 
 

販売価格（学術機関向け）： 同時1アクセス ￥495,000 （本体） 

                  →キャンペーン特価(30%off) ￥346,500（本体） 

                                同時3アクセス ￥742,500 （本体） 

              →キャンペーン特価(30%off) ￥519,800（本体） 

3.11以降の最新の情報をカバーする、原子核関連の一大レファレンス。 
 

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分冊の本格的事典です。 

●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ます。 

●第V分冊では、東日本大震災の原子力発電所事故を詳細に検討しています。 

●第VI分冊として総目次、総索引、分冊索引を掲載し、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ます。 

編集委員長：    工藤 和彦（九州大学名誉教授） 

前編集委員長： 田中 知（元東京大学大学院教授） 

副編集委員長： 上坂 充（東京大学大学院工学系研究科教授） 

                      菊池 満（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門核融合研究開発アドバイザー） 

                      藤井 靖彦（東京工業大学名誉教授） 

キャンペーン特別価格でご提供!! （2016年3月末まで） 

原子力・量子・核融合事典 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。
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理工学編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年1月 商品コード □ □

□

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

治療への反応の個人差に関する統計モデルを習得すると共に、治療効果の評価にあたっての重要性を理解す
るための書。
〔内容〕動物実験データの解析分散分析モデル／混合効果モデルの基礎／臨床試験への混合効果モデル／潜
在クラスモデル／他

¥11,900(＋税)

著編者名 三輪哲久著

冊子購入確認

著編者名 丹後俊郎著
9784254128802

実験計画法と分散分析  (統計解析スタン
ダード)

¥14,900(＋税)

朝倉書店

農学・バイオ系 英語論文ライティング
朝倉書店 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池上正人編著
9784254400229

初めて英語で論文を書こうとする農学・バイオ系の学生・研究者に向けたライティングの入門書。
〔内容〕科学論文とは／修辞法／英語論文の書き方／各分野（作物・園芸学、微生物学、食品・栄養学、畜産
学、水産学）での実際／論文の投稿

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

ベイズ計算統計学  (統計解析スタンダード)

官庁統計など経済時系列データで問題となる季節変動の調整法を変動の要因・性質等の基礎から解説。
〔内容〕季節性の要因／定常過程の性質／周期性／時系列の分解と季節調節／X12-ARMA／TRAMO-SEATS
／状態空間モデル／事例／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

経時的繰り返し測定デザイン  ―治療効果
を評価する混合効果モデルとその周辺―
(医学統計学シリーズ10)

朝倉書店
□

¥4,500(＋税)

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784254128543

有効な研究開発に必須の手法である実験計画法を体系的に解説。現実的な例題、理論的な解説、解析の実行
から構成。学習・実務の両面に役立つ決定版。
〔内容〕実験計画法／実験の配置／一元（二元）配置実験／分割法実験／直交表実験／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

冊子購入確認

著編者名

9784254128581

経済時系列と季節調整法  (統計解析スタン
ダード)

朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高岡慎著

朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

古澄英男著
9784254128567

マルコフ連鎖モンテカルロ法の解説を中心にベイズ統計の基礎から応用まで標準的内容を丁寧に解説。
〔内容〕ベイズ統計学基礎／モンテカルロ法／MCMC／ベイズモデルへの応用（線形回帰、プロビット、分位点回
帰、一般化線形ほか）／他

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2016年2月号 

2016年1月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年8月 商品コード □ □

2015年12月号　再掲

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード □ □

FileMaker Pro 開発運用講座（第2版）
オーム社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 株式会社ジェネコム監修,高岡幸生著
9784274218019

FileMaker開発者、必携の書／本書は、FileMaker Proを使って開発を行うための実用的なノウハウを、現場に即
した例を用いて解説しています。FileMaker Proでデータベースを構築・運用するにあたり必須となる基本知識を
中心に、データベース構築から、ウインドウのデザイン、レイアウトのコツ、リレーションシップの活用などについ
てを詳解。開発者に必要な情報が満載です。また、セキュリティやRDBMSとの連携運用、FileMaker Goについて
も触れています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

基礎からくわしい
パワーエレクトロニクス回路（改訂2版）

オーム社

著編者名 島村茂著
9784274505812

豊富な図から、パワエレ回路の動作を徹底解説！本書では、パワエレ回路の動作を素子のオンオフとその時々
の回路上の電圧・電流を図で示して解説しているため、入門者でも理解しやすい内容です。本書の改訂2版で
は、旧版から新たに「極性反転チョッパ回路」や「FD付きRL直列単相半波整流回路」の項目を追加するとともに、
回路動作や計算方法などの説明を補足して全体的な内容の補強を図っており、電験・エネ管試験の学習にも活
用できます。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

購入ﾊﾟﾀｰﾝ 

の選択 

□1.冊子＋電子セット全点購入(電子30%OFF) 

□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 

□この注文書をもって当社 

に冊子をご注文の場合は 

チェックをお願いします。 

  オーム社 
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電子書籍価格は、Maruzen eBook Libraryの同時アクセス１の価格、Book Looperの貸出ライセンス３の価格となります。
それ以上の同時アクセス数・ライセンス数をご要望の場合は別途お問い合わせください。

タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2016年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年6月 商品コード □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年5月 商品コード □ □

病理を手軽に学び直したい方におすすめ！矢印や丸囲みを多用しているから、特徴的な病理所見がすぐわか
る！「CTのすりガラス状陰影は病理組織では何に対応するの？」などの臨床医のギモンにも答えています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

臨床医が知っておきたい呼吸器病理の見か
たのコツ

羊土社 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河端美則編,清水禎彦編,叶内哲編
9784758117784

嚥下障害、診られますか？ 診断から治療ま
で、栄養療法や服薬指導を含め全部やさし
く教えます

羊土社 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 谷口洋編
9784758117760

誤嚥性肺炎の患者さんを「とりあえず絶食」にしていませんか？その前にできることが、実はたくさんあります！
検査・治療の基本はもちろん、チーム医療に役立つ栄養・リハビリ・服薬の知識と的確な指示のコツも解説！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

あなたと私はどうして違う？ 体質と遺伝子
のサイエンス 99.9％同じ設計図から個性や
病気が生じる秘密

羊土社 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中尾光善著
9784758120579

背が低い、太りやすい、癌になりやすい…など、「体質」をつくるものは何か？「体質」は換えられるか？SNPやエ
ピゲノムなど、医療者・研究者が知っておきたいパーソナルゲノム時代の新常識が満載の科学読本です。
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記冊子購入確認に
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救急・集中治療アドバンスト・アプローチ1
急性呼吸不全

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤野裕士編
9784521743325

急性呼吸不全に対して、集中治療の現場では速やかな対応が求められる。本書では、急性呼吸不全を引き起こ
す急性呼吸窮迫症候群、慢性閉塞性肺疾患の急性増悪、人工呼吸器関連肺傷害、人工呼吸器関連肺炎など
の病態を最新の動向を交えて説明したうえで、肺保護戦略に基づく人工呼吸管理、呼吸療法の実際を具体的に
分かりやすく解説した。特殊な人工呼吸様式やECMOについても紹介する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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中山書店 電子書籍
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著編者名 越智隆弘監修,戸山芳昭監修
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《最新整形外科学大系》で高い評価を得た精緻で美しいカラーイラストを全頁に配して構成する臨床解剖アトラ
ス。外来での患者説明にも役立つよう、運動器疾患の臨床をふまえた局所解剖のイラストを随所に収載する。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

実践！耳鼻咽喉科頭頸部外科オフィスサー
ジャリ―

中山書店 電子書籍
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著編者名 佐藤公則著
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耳鼻咽喉科・頭頸部外科で行われる外来処置・小手術にテーマを絞り、そのノウハウを伝授。耳・鼻から口腔・顔
面、咽頭・喉頭、気管・食道まで多数の疾患をとりあげ、領域ごとに記載した。具体的な手術・手技を、明解な臨
床写真や図を多用し解説。耳鼻咽喉科・頭頸部外科の手術の研鑽を積み、技術を高めるために役立つ一冊！

冊子を購入または
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ます。
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周術期のモニタリングの目的は、患者のバイタルサインをチェックすることによって適切な全身管理を行い、危険
兆候を早期に発見して、迅速な治療および対処を可能にすることである。本書では、神経、呼吸、循環、筋弛緩
などに関する各種モニターの測定原理や特性、臨床使用の実際、問題点およびコツについて詳細に解説した。
麻酔科医が各種モニターを有効に使いこなすための必携書。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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□3.冊子選書＋電子選書購入(電子10%OFF) 

□2.冊子選書＋電子全点購入(電子20%OFF) 

□4.電子のみ単体購入 
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に冊子をご注文の場合は 
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医薬品の合成戦
略  医薬中間体か
ら原薬まで

化学同人
¥10,900(＋税)
¥4,200(＋税)

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174

この本は、はじめて卒業研究をする人のためのものです。研究室の一
員になると、最初は初めてのことばかりで、頭を悩ますことも多いでしょ

世界を代表する医薬品のうち109の化合物についてその製法と合成に
おける重要な医薬中間体の合成法を解説。それぞれの医薬品と類似

はじめての研究生
活マニュアル 解消
します！理系大学

化学同人
¥3,300(＋税)
¥1,200(＋税)

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979
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