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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3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2月 商品コード □ □

珠玉の論攷59篇

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。

民事手続の現代的使命 伊藤眞先生古稀祝
賀論文集

有斐閣

¥92,400(＋税)

¥28,000(＋税)

著編者名
高橋宏志編,上原敏夫編,
加藤新太郎編,林道晴編,

金子宏直編,水元宏典編,垣内秀介編

9784641136861

電子書籍

環境法 (有斐閣ストゥディア)（※）

中途解除と契約の内容規制

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

9784641150195

わかりやすい言葉とビジュアルな素材を駆使し、環境法の全体像を読者に伝える。具体的事例、判例、個別の
法律などにも的確に触れる。また、コラムでは社会との関わりを意識させたり、読者が自ら考えたくなるような素
材を提供する。楽しみながら考えられる１冊。

北村喜宣著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥25,500(＋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

¥7,700(＋税)

9784641137257

長期契約とくに継続的消費者契約に関する紛争の原因としては、中途解除をめぐるものが多い。このような紛争
の解決に資する基礎的な研究として、民事法における中途解除規範や中途解除にかかわる契約の内容規制に
ついて検討する。

丸山絵美子著著編者名

憲法・民法・少年法・児童福祉法など、様々な法律が子どもに関わるルールを定めている。法の世界の「子ども」
はどのような存在なのだろうか。これを法的な細かい知識がなくても読めるように解説。子どもに関わる専門家
に、そして「子ども」に是非読んでほしい１冊。

企業統治の法と経済 比較制度分析の視点
で見るガバナンス

有斐閣

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 大村敦志著,横田光平著,久保野恵美子著
9784641125766

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 田中亘編,中林真幸編
9784641164543

当事者が事前に互いの完全な情報を得て契約を交わすことは難しい。その現実の下、企業を取り巻く利害関係
者のより良い厚生を達成するための仕組みを本書では企業統治と捉える。精鋭執筆陣が、学問の垣根を超え
て、日本の経験、理論と実証を駆使して迫る。

子ども法
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。 

-  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3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 □ □

はじめて学ぶ国際金融論 (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 永易淳著,江阪太郎著,吉田裕司著
9784641150249

経済学とファイナンスの観点から、現実の為替レートの変動を読み解くための基礎を学ぶ入門テキスト。初学者
でも直観的に理解できるように図表や数値例を多用し、また計算過程を省略することなく丁寧に解説した。基本
的な理論から変動の激しい国際金融の流れをとらえる。

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。

統計学〔改訂版〕 (New Liberal Arts
Selection)（※）

有斐閣 電子書籍

¥7,100(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
森棟公夫著,照井伸彦著,

中川満著,西埜晴久著,黒住英司著

9784641053809

初学者から独習できる丁寧な解説と、Excelを用いた実践ガイドが豊富な定番テキスト。解説・問題で使用する
データをダウンロードし、分析を追体験しながら学べる。例題・練習問題も充実。データ、Excelガイド等をアップ
デートし、最新の内容に改訂。

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。

マクロ経済学 入門の「一歩前」から応用ま
で (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 平口良司著,稲葉大著
9784641150263

マクロ経済学の理論を学び始める前に、現実の経済の仕組みから丁寧に解説します。マクロ経済学の基礎とそ
の「一歩前」をしっかりと理解した上で、基本モデル、発展的トピックスへとステップアップして学習できます。イラ
ストや写真を交えながら、楽しく学べる入門書。

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。

公共政策学の基礎〔新版〕 (有斐閣ブックス)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋吉貴雄著,伊藤修一郎著,北山俊哉著
9784641184282

広範な研究領域をもつ公共政策学について、基礎的な内容に絞ってそのアプローチの特性や研究成果を丁寧
に説明したテキストの新版。発展著しい公共政策学の最新の研究成果を反映させ、最近の事例にもふれてい
る。公共政策を学ぶ学生、公務員志望の学生に最適。

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。

国際政治学をつかむ〔新版〕 (テキストブック
[つかむ])（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
村田晃嗣著,君塚直隆著,

石川卓著,栗栖薫子著,秋山信将著

9784641177222

「歴史」「理論」「アクター」「イシュー」という４つの章から、バランスよく国際政治学を学べると好評の入門テキスト
の新版。近年の国際政治の動きをふまえて、各unitをアップデートし、さらに新unit「科学技術とエネルギー」を追
加。

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。

知的財産関係条約（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,100(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 茶園成樹著
9784641144835

同編著による好評テキストシリーズ第７弾。国境を越える知的財産の問題を調整する条約の基礎知識をコンパ
クトにまとめた。各条約を発足経緯や趣旨からわかりやすく説明し、わが国法との関係も詳述。図表やPOINT欄
等の工夫をこらした、初学者に最適の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。

-  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3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 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9月 商品コード □ □

ゼロからはじめる心理学・入門 人の心を知
る科学 (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 金沢創著,市川寛子著,作田由衣子著
9784641150225

誰もがもつ素朴な疑問から読み進められる構成で、WHITEBOARDやPOINTツール等、読んで・見て・考えながら
学べる工夫が満載。基礎～応用まで広い心理学の世界を概観でき、それぞれの考え方・理論のエッセンスがつ
まったコンパクトな入門テキスト。

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。

社会福祉のトポス 社会福祉の新たな解釈
を求めて

有斐閣 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩田正美著
9784641174160

社会福祉とは何か、なぜ必要なのか。戦後の「広義の社会保障」と関連政策をいくつかの異なった事業「集合」と
して捉え、その集合の形成・解体・転形と結合のプロセスや、社会との位置関係について、厚生（労働）白書を主
な具体的素材として丹念に分析する。

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。

はじめて出会う会計学〔新版〕 (有斐閣アル
マ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
川本淳著,野口昌良著,

勝尾裕子著,山田純平著,荒田映子著

9784641220614

はじめて会計を学ぼうとする人のために、軽快な語り口で会計の考え方のエッセンスを解説した好評入門テキス
トの新版。会計情報の性質を理解し、決算書を読みこなす基礎力が身につく。最近の会計制度や国際会計基準
の動向を踏まえて、最新の内容にアップデート。

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。

新しい人事労務管理〔第5版〕 (有斐閣アル
マ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤博樹著,藤村博之著,八代充史著
9784641220621

大学生のみならず多くの実務家にも支持される、定番テキスト最新版。近年の変化や制度変更を踏まえ、記述
をアップデート。章構成もさらに整理し、仕組みの原則と実態とを結びつける思考を促す。終章は一新。「大学で
人事労務管理を学ぶ意味」を改めて示し、必読！

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3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 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 □ □

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。

落日の豊臣政権 秀吉の憂鬱、不穏な京都
(歴史文化ライブラリー418)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

戦国乱世を終結させ、泰平な時代の訪れを世につげた豊臣政権の誕生に、人びとの期待は高まった。一方で、
対外戦争・後継者問題・天変地異などによる政情不安から、京都では不穏な事件が噴出した。秀吉の権力全盛
期、絢爛豪華な桃山文化に象徴される文禄年間の治世とはいかなるものだったのか。当時の京都にくらす人び
との視線で社会の実相を描く。

吉川弘文館 電子書籍

制度と実態 (日本古代の交通・交流・情報1)

海をわたる機関車 近代日本の鉄道発展と
グローバル化

吉川弘文館

¥12,700(＋税)

¥3,900(＋税)

著編者名 中村尚史著
9784642038515

鉄道が急速に発展した明治時代、機関車はいかにして日本にもたらされたのか。イギリスの独占ではじまった機
関車輸入は、アメリカ・ドイツの参入によって多様化し、自国技術の確立に結実していく。19―20世紀転換期に出
現した第一次グローバル化の時代を背景に、世界的な機関車産業の動向と、日本鉄道業の発展の歴史を統一
的な視点で描く。

¥17,600(＋税)

¥5,500(＋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

舘野和己編,出田和久編
9784642017282

全３巻配本開始。交通・交流・情報は、いつの時代にも重要な役割を果たした。律令制下の日本では、国家権力
によって官道と駅伝制(えきでんせい)が整備され、国司・郡司や使者が中央・地方間を行き来し、東北や九州へ
兵士が移動した。また庶民も税の貢納のために上京した。古代日本の交通制度とその下で展開した交通の実態
を、中国・朝鮮諸国の制度も視野に入れながら明らかにする。

¥1,700(＋税)

著編者名 河内将芳著
9784642058186

大久保利通と東アジア 国家構想と外交戦
略 (歴史文化ライブラリー419)

吉川弘文館 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 勝田政治著
9784642058193

征韓論政変後、大久保利通は近代国際法に準拠し、華夷秩序の打破に向けた積極的な東アジア政策を展開し
た。そのなかで大久保がめざしたものとは何か。樺太問題、台湾出兵、清国との交渉、琉球併合、江華島事件、
日朝修好条規締結…。異なる秩序がぶつかる「対立・相克」の具体像と、戦争を回避した「妥協」の要因を、国家
構想との関連で描く。

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。

神々の系譜 日本神話の謎 (読みなおす日
本史)

吉川弘文館 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松前健著
9784642065979

日本神話はいくつもの伝承から成っている。それらはいつ、どこに生まれ、どのように組み込まれたのか。比較
神話学・民俗学・歴史学の成果を踏まえ、「国生み」「黄泉国」「出雲」などのテーマを多面的に分析し真相に迫
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。 
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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3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 □ □

民俗学は、19世紀以来歴史を明らかにする学問として登場し発展してきた。近年、その目的を歴史とは無関係な
学問とする主張が少なくない。しかし、歴史を認識し、豊かな歴史像を創造することが民俗学であり、21世紀には
歴史研究において新たな目標を獲得しなければならない。常に学界に問題点を指摘してきた著者が、あるべき
方向性を提示する。

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。

歴史と日本民俗学 課題と方法
吉川弘文館

¥23,100(＋税)

¥8,000(＋税)

著編者名 福田アジオ著
9784642082006

飛鳥史跡事典
吉川弘文館 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木下正史編
9784642082907

「日本国」の誕生と古代“文明開化”の舞台、飛鳥・藤原の地。『日本書紀』『万葉集』にみえる宮殿や邸宅、寺
院、庭園、陵墓が地中に眠り、それらにちなむ地名が今なお残るなど、多くの人々を魅了する。多様な史跡など
約170項目を収め、歴史的事件や関連人物とともに解説。史跡巡りのコースや展示施設も紹介するなど、歴史探
訪に必携のハンドブック。

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3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8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11月 商品コード □ □

展望台のある島

電子書籍

¥5,000(＋税)
実地調査入門 社会調査の第一歩 (アカデ
ミック・スキルズ)

慶應義塾大学出版会

著編者名
慶應義塾大学教養研究センター監修,
西山敏樹著,常盤拓司著,鈴木亮子著

9784766422566

2012年に出版された『アカデミック・スキルズ―大学生のための知的技法入門　第2版』のシリーズの一冊であ
り、アカデミック・スキルズ『データ収集・分析入門―社会を効果的に読み解く方法』の姉妹編です。基礎編である
本書は「学部の1年生から2年生くらいのレポートでの調査・分析」がテーマで、社会調査の基礎的な準備・実施
からデータ収集・分析までの一連の手続きを説明した導入書になっています。

¥9,300(＋税)

¥3,000(＋税)

慶應義塾大学出版会

¥1,600(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍
医療介護の一体改革と財政 再分配政策の
政治経済学Ⅵ

年金、民主主義、経済学 再分配政策の政
治経済学Ⅶ

慶應義塾大学出版会

¥14,200(＋税)

¥4,600(＋税)

著編者名 権丈善一著
9784766421965

年金破綻論など社会に蔓延する謬論を正し、年金経済学者らによる制度・歴史の軽視を鋭く批判してきた著者
が、この10年に及ぶ混迷の原因と民主主義が内包する問題とを明快に指摘。そして、公的年金保険の意義と役
割、一連の改革の内容を詳しく解説しつつ、喫緊に取り組むべき課題を提示する。

¥14,200(＋税)

¥4,600(＋税)

著編者名 権丈善一著
9784766421958

「医療介護の一体改革」の言葉を生んだ制度改革のキーパーソンが、一連の改革過程をたどりながら、社会保
障の意義と役割、制度の仕組みと改革の概要、さらに医療と政治経済との関わりを平易に解説。そして、誰もが
安心して暮らせる地域社会づくりに向け、喫緊に取り組むべき課題を提示する。

□

著編者名 大西広著
9784766422481

新古典派経済学とマルクス経済学を接合し、現代経済学の中にマルクス経済学を位置付け直すことで、今日の
経済現象を把握し、諸課題に取り組むための有効な思考・分析枠組みとして再構成した、新たなスタンダードテ
キスト。第2版では、『資本論』第2・第3巻に対応する内容を解説する1章を新たに追加、著者が3年間の講義で使
う間に見出した改善点、ピケティを含めた学会の動向の反映など、解説の改良や追加を大幅に行っている。

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。

マルクス経済学 第2版
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山川方夫著,坂上弘編
9784766422733

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。

空襲の激しくなった昭和19年、14歳の時に日本画家の父が急逝し、終戦後の混乱の時代に青少年期を過ごした
山川方夫。芥川賞と直木賞のふたつの賞の候補になりながら、受賞にいたらぬまま34歳で交通事故のため急逝
した山川方夫。没後50年にして、山川方夫のショートショートと純文学作品は新生する。

□

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。

□

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。

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3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 2016年1月 商品コード □ □

ジャーナリズムの国籍 途上国におけるメ
ディアの公共性を問う

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥11,800(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山本信人監修,

慶應義塾大学メディアコミュニケーション研究所編,
NHK放送文化研究所編

9784766422832

グローバル化と新自由主義政策の荒波のなか、途上国ではメディアは民主主義への道を切り拓くのか？ 急速
に変貌を遂げるメディア状況のなか、ジャーナリズムの国籍性とメディアの公共性は変質を余儀なくされた。本書
は10の途上国を取りあげることで、ジャーナリズムの苦悩と挑戦をえぐり出し、これからのわたしたちのジャーナ
リズム観・市民観を再考する試みである。

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。

冊子購入確認

電子書籍

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 霞信彦著
9784766422948

明治初期のわが国刑事裁判体制「伺・指令裁判体制」とは？　各府県・各府県裁判所において刑事裁判の実決
を担当した者と司法省との間で交わされた伺・指令を基軸としておこなわれた、明治初期のわが国刑事裁判体
制。著者はこれを「伺・指令裁判体制」と呼称することとし、今日残された史料の解明を通じて、萌芽期の刑事裁
判の実態を、制度的・人的側面から明らかにする。

これまでの戦後国際政治史における「アメリカ中心の視点」を相対化し、冷戦期の四つの分断国家（ドイツ・中
国・朝鮮半島・インドシナ）の誕生、脱植民地化以降のアジア・ヨーロッパ諸国の水平的な関係への移行、そして
多極化・地域統合から地域間関係への萌芽、という変化を読み解く試み。

明治初期伺・指令裁判体制の一掬
慶應義塾大学出版会

¥18,500(＋税)

¥6,000(＋税)

戦後アジア・ヨーロッパ関係史 冷戦・脱植民
地化・地域主義 (慶應義塾大学東アジア研
究所叢書)

慶應義塾大学出版会

¥12,400(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名 細谷雄一編著
9784766422894

□
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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3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 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 □ □

現在の日本社会で、学歴の階層差はなぜ生まれるのか。日本の選抜システムの特徴や進路選択を行う行為者
の視点を重視しながら、さまざまな調査データを用いて詳細に検討し、単純な経済還元論とも階級文化論とも異
なる観点から、学歴の階層差を生み出すメカニズムに対して、新たな理解の可能性を提示する。

学歴の階層差はなぜ生まれるのか
勁草書房

¥11,900(＋税)

¥4,300(＋税)

著編者名 荒牧草平著
9784326602872

□

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

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。

9784326349050

本書は、近代日本の政治思想を通じて、近代中国史とりわけその国家建設を考え直す一方、近代中国の政治変
革を利用し、近代日本における中国と代議制に関する思想（一部でありながら）を読み直す。こうした思想の追跡
を通して、代議制という近代から普遍的な政治モデルと見られてきた制度について新しい思考が現れてくると考
えている。

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。

政道と政体
勁草書房

¥13,800(＋税)

¥5,000(＋税)

¥19,300(＋税)

¥7,000(＋税)

著編者名 利根川樹美子著
9784326000418

なぜ大学図書館専門職員の設置・教育が日本では進まなかったのか。戦後の歴史的経緯を明らかにしつつ、根
本的要因とその構成要素を文献調査によって詳細に解明する。さらにその結果をふまえて、法令および教育の
問題点を明らかにし、「専門職化」の観点から大学図書館専門職員の設置・教育に関する今後の施策のあり方
を考察する。

勁草書房 電子書籍

大学図書館専門職員の歴史

日中連関構造の経済分析
勁草書房

¥7,500(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名 王在喆著,宮川幸三著,山田光男著
9784326504190

1987年改革開放以降経済発展をとげてきた中国に対し、1991年バブル崩壊以降長期間にわたって経済の低迷
が続く日本は、海外生産比率を高め貿易構造も変化した。本書は、2011年にわが国経済産業省と中国国家統
計局の共同事業により作成・公表された2007年日中国際産業連関表を共通のツールとして、日中間の貿易を通
じた両者の関係を経済相互依存に焦点をあて分析を行う。

戦略的リスク管理入門
勁草書房

¥17,600(＋税)

¥6,000(＋税)

著編者名
ジェームズ・ラム著,

林康史監訳,茶野努監訳

9784326504176

リスク管理の主な目的は規制遵守ではなく事業業績の向上にある。そしてその態勢は全社的なリスクに基づく意
思決定を包含するべきであり、事業管理レベルでのリスクベースでの製品のプライシング、企業経営レベルでの
戦略的リスク管理、取締役会レベルでのリスクベースの配当政策を含んでいる。リスク管理について学ぼうとし
ている経験のない実務家、企業のコンプラ担当者に最適。

□

著編者名 何鵬挙著

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3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 □ □

共存の模索

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 佐橋亮著
9784326302468

台湾に逃げ込んだ後も大陸反攻を諦めない蔣介石。砲撃と動員で台湾への圧力を強める中国共産党。同盟国
の信頼を勝ち取りたい一方で無用の戦争を避けたい超大国アメリカは、この「二つの中国」にいかに向かい合っ
たのか？　米中国交正常化までの流れを一貫した視点で描き出す。

¥11,600(＋税)

¥4,200(＋税)

勁草書房

オーラルヒストリー電気通信事業法
勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林秀弥著,武智健二著
9784326403097

電気通信事業法は、現在までの約30回にわたる改正の中で、内容を大きく変更し、拡充してきている。本書は同
法の成立過程において、政策的諸課題の解決をどのように試みたかを明らかにするため、制定に直接に携わっ
た官僚にインタビューを行い、同法の法体系理念と、その後の法運用までの実務的道程を歴史学的営為として
後世に示す。

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。

地域包括ケアと地域医療連携
勁草書房 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二木立著
9784326700875

団塊の世代が後期高齢者となる2025年以降、医療需要と認知症高齢者のさらなる増加に備え推進される地域
包括ケアの展望を問う。前著『安倍政権の医療・社会保障改革』以降2年弱の医療・社会保障制度改革の動向を
歴史的な視点から包括的・複眼的・実証的に分析、地域包括ケアと地域医療連携を統一的に検討する。

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。

日本社会事業思想小史
勁草書房 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
吉田久一著,長谷川匡俊編,
永岡正己編,宇都榮子編

9784326700882

社会事業史と近代仏教史の二つの学問領域を歴史研究の立場から先導し、斯界の第一人者として大きな影響
を与えた吉田久一。2005年の逝去まで、『社会事業の成立と挫折』というタイトルで完成させる予定で書きためら
れていた遺稿を補訂・編集し刊行する。社会福祉学とは何かを追究し続けた著者の体験と研究の集大成。

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3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 □ □

2016年2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 2016年1月 商品コード □ □

中国鎮魂演劇研究
東京大学出版会 電子書籍

¥82,500(＋税) □

¥30,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田仲一成著
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。

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。

アヘンと香港　1845-1943
東京大学出版会

¥17,100(＋税)

¥6,200(＋税)

9784130261517

麻薬類への批判が高まる国際社会で、なぜ香港ではイギリス帝国下、さらに日本軍政下にいたるまでアヘン小
売販売制度が継続されたのか、アヘンとのかかわりでとらえる香港の近代像。「万能薬」ともされたアヘンが非合
法化される、19世紀半ばから20世紀中葉までの時間軸でとらえるアジア・太平洋地域の国際関係史。

著編者名 古泉達矢著

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。 

-  12  -

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3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 □ □

2016年2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 □ □

フロイトとアンナ・Ｏ 最初の精神分析は失敗
したのか

みすず書房 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

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。

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 中村隆文著
9784622079620

利益、罰、自由……私たちがあたりまえに合理的な価値基準に基づいていると考えている物事は、本当に合理
的なのだろうか？　また、「合理的だからこそわかり合えない」ということはありえないのだろうか？　デイヴィッド・
ヒュームの理性批判を縦軸に、心理学や行動経済学の知見を加え、自由や平等など身近な哲学的トピックを再
検証する。社会はいかに「不合理さ」を基盤に成り立っているのか――読者とともに考え、哲学する一冊。

みすず書房 電子書籍
不合理性の哲学 利己的なわれわれはなぜ
協調できるのか

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。

¥11,400(＋税) □

¥3,800(＋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。 

-  13  -

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3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 2014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 2014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 2014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 2014年12月 商品コード □ □

Rのパッケージおよびツールの作成と応用
(シリーズ Useful R 10)

共立出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
金明哲編,石田基広著,神田善伸著,

樋口耕一著,永井達大著,鈴木了太著

9784320123731

Rをより有効に利用するためには、Rのパッケージを作成するか開発したツールからRを効率よく利用することな
どが必要な場合がある。本書では、Rパッケージの作成、Rコマンダーのカスタマイズおよびプラグインパッケージ
の作成、作成したツールおよびその利用などについて、パッケージやツール開発の経験者が分担執筆。

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。

インターネット工学 (シリーズ 知能機械工学
5)

共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

C言語 (未来へつなぐ デジタルシリーズ  30)
共立出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
白鳥則郎監修,今野将編著,
杉浦茂樹著,久保田稔著,

打矢隆弘著,河口信夫著,佐藤文明著

9784320123502

近年、様々なプログラミング言語が世に出ているが、本書で扱うC言語はその中でも最も古い言語の１つである。
そのため、今では最前線の環境で利用されることは少ないかもしれないが、現在主流となっている様々なプログ
ラミング言語に多くの影響を与えている言語であり、今なおその重要性は失われていない。本書では、このような
C言語について特に電気工学、電子工学、情報工学の各分野で必要とされる基礎的な内容について解説。

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。

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村滋著,室井和男著

冊子購入確認

著編者名 原山美知子著
9784320081819

今日、インターネットは生活と仕事に欠かせない存在である。本書はインターネットの仕組みと原理を理解するた
め、TCP/IPと各種プロトコルおよび周辺通信技術をすべて図解によりわかりやすく述べた。情報ネットワークの
基盤技術であるコンピュータネットワークの全体像を理解するためのテキスト。

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。

9784320110953

人類文明のエッセンスであり、最古の学問である数学の歴史を、人類文明史の流れの中で通観。最近大きく変
わってきている数学史を、可能な限り最新の情報によってまとめ、高校や大学の教室でも使えるように、学校数
学に現れる分野についての歴史を「ルーツをたどる」というコラムにまとめ、また最新の数学史の情報を「コラム」
にまとめる。最後のコラムでは、古典的な定理の見事な新証明をいくつかまとめて紹介。

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。

量子力学基礎
共立出版 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税)

数学史 ―数学5000年の歩み―
共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 松居哲生著
9784320035911

量子力学は、力学・電磁気学・統計力学などと並ぶ物理学の主要分野のひとつで、ニュートン力学に代表される
古典物理学にとって代わる現代物理学の中心的分野である。さらに近年のナノテクノロジーの発展、量子コン
ピュータなどの量子情報理論の発展等でますますその重要性を増している。本書は、より多くの人が量子力学を
理解できるよう、取り上げる題材を厳選し、量子力学の物理的内容・数学的構造の概略を把握できるよう配慮し
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。

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。 

-  14  -

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3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2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 □ □

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 小坂学著
9784339008760

「わかる編」では物理法則を実感できるよう電気を水の流れで捉え、電気回路の解析方法と設計方法を説明す
る。「ナットク編」では高校数学の知識で電気回路の理論的裏付けをし、「役立つ編」では身の回りで役に立って
いる電気回路の実例を学ぶ。

本書では、情報技術や理論の知識、情報ツールの利用技能、情報倫理や法制度を知り行動できる態度、仕組み
に対する論理的な思考など、これからの情報管理に関して重要と考えられる内容について具体例を挙げてわか
りやすく解説した。

高校数学でマスターする 電気回路 水の流
れで電気を実感（※）

コロナ社

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

情報管理学 学士力のための情報活用能力
基盤（※）

コロナ社

¥7,600(＋税)

¥2,300(＋税)

著編者名 深井裕二著
9784339024944

冊子購入確認

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 涌井伸二著
9784339077971

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。

学生達の何気ない会話を取り上げ、次に実際に彼らがおかした失敗、さらに著者自身が若手技術者時代におか
した失敗の実例を紹介。「人のふり見て我がふり直せ」というように、擬似失敗体験で実際の場面での失敗防止
に役立ててほしい。

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。

ものづくりのための創造性トレーニング 温
故創新

コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

エンジニアのための失敗マニュアル 痛快な
珍問答と失敗のてんまつ

コロナ社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

ワイドギャップ半導体パワーデバイス
コロナ社

基礎編、結晶編、デバイス編の三つの構成により、ワイドギャップ半導体パワーデバイスの優れた性能と課題を
詳細に述べた。特に結晶製造の難しさは丁寧に解説し、結晶構造の違いや結晶欠陥の形成原理とその評価法
に関しても述べた。

著編者名
渡邊嘉二郎著,城井信正著,

小林一行著,小坂洋明著,栗原陽介著

9784339046397

本書は、ものづくりに生かすためのアイデア創生方法が誰にでも身につくよう、発想方法から実践的トレーニング
までをわかりやすく解説している。特に難しいとされる「既存デバイスから新製品を展開する」方法について焦点
を当てた。

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。

冊子購入確認

著編者名 山本秀和著

電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税)

9784339008753

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 
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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3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9月 商品コード □ □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL 編集委員会監修著,粳間由幸編著,赤羽良一著,飯尾英夫著,
大島賢治著,亀山雅之著,川淵浩之著,菊地康昭著,鈴木秋弘著,

濱田泰輔著,東田卓著,藤本大輔著,前川博史著,三枝隆裕著

9784407332476

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“化学技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋が
りを意識してまとめた。

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。

材料力学 (Professional Engineer Library
シリーズ)（※）

実教出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税)

有機化学 (Professional Engineer Library
シリーズ)（※）

実教出版 電子書籍

¥7,200(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
PEL 編集委員会監修著,久池井茂編著,尾形公一郎著,

岡根正樹著,小田和広著,小林敏郎著,島名賢児著,垰克己著,
西野精一著,西村太志著,福田孝之著,松尾忠利著,三村泰成著,宮下幸雄著

9784407332827

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋がりを
意識してまとめた。

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。

化学 (Professional Engineer Library　シリー
ズ)（※）

実教出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,小林淳哉編,天内和人著,
池田博著,一森勇人著,粳間由幸著,北野健一著,

佐藤洋俊著,多田佳織著,津森展子著,福本晃造著,胸組虎胤著

9784407332551

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に
関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体
となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビやプラスアルファなどといった、学習支援と
なる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・同シリーズ内での繋がりを
意識してまとめた。

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。

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3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12月 商品コード □ □

47都道府県・温泉百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山村順次著
9784621089965

本書は北海道から沖縄県まで、代表的な350余りの温泉地を紹介。第I部の総論において、温泉の定義と湧出、
泉質と効用、温泉地の現状と課題を概説。第II部の「都道府県別・温泉地の特色」では、47都道府県別な温泉地
の立地、歴史、温泉資源や温泉地の特色、観光対象、交通をまとめた。温泉地を利用する方だけでなく、温泉地
の観光経営者、地域住民の方々にとっても、各温泉地の持続可能な発展を図る際に参考になる一冊。

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。

医学の歴史 (サイエンス・パレット)（※）
丸善出版 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
William Bynum著,

鈴木晃仁訳,鈴木実佳訳

9784621089422

医学の歴史において、古代から19世紀まではおおまかに年代順にあらわれた、臨床、書物、病院、共同体、実
験室の5つの類型を考えることができる。これらの類型は、層をなすように重なって現代の医学を形づくってい
る。本書は、それぞれの類型の成立・特徴と、20世紀以降の発展、新しい主題である疾病、患者、社会、政治に
関しても記述し、医学の歴史を簡潔に論じた医学史の入門書。人文・理系問わず教養課程の大学生に最適な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。

変分原理と物理学（※）
丸善出版 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木増雄著
9784621300091

本書は、物理科学月刊誌「パリティ」の同名連載講座を単行本化したものです。テーマである変分原理は、自然
法則の直観的な捉え方を与える「もっとも美しい形式」といえます。「最小時間の原理」といった素朴な問題から
はじまり、力学、電磁気学、場の理論など、さまざまな対象・分野に現れ、最先端の物理学にもつながっていま
す。著者の研究成果にも交えながらわかりやすく解説。物理を学ぶ方は必読の書です。

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。

初歩からの数学 IV 微分積分〈上〉（※）
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

9784621089859

現実世界の問題をモデル化し、豊富な例を通して多くの経験を積むことができる書。数学を使うための計算方
法、問題の解き方ををわかりやすく解説。IV巻の第10章では、導関数について、定義を理解するために必須の極
限、連続性、および極限の特性について解説。第11章では、積・商の法則、連鎖律について紹介する前に、関数
と対数関数の導関数を修得できるようになっており、第12章では、グラフの作成と最適化を重点的に論じます。

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。

物理数学 I 複素関数・ベクトル解析（※）
丸善出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古賀昌久著
9784621089972

本書では、これまでに修得してきた実数や実関数を自然に拡張することにより複素数並びに複素数を変数にも
つ複素関数の性質を理解し、単なる便法を超えたおもしろい複素数の世界を学ぶことが出来ます。また、電磁気
学において有用なベクトル解析についても学習し、複素関数論とのつながりについても理解できます。数学的厳
密さに配慮しつつ、物理学的現象に対して実際の利用に主眼を置いて解説します。

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。

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3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 □ □

和食の常識Ｑ＆Ａ百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀知佐子著,成瀬宇平著
9784621300060

2013年ユネスコ無形文化遺産に｢和食(＝料理のみをさすのではなく、自然の中で育まれ、海外文化も採り入れ
た伝統的な社会的慣習)｣が登録されたことに伴い、世界中で｢和食｣が注目されるようになりました。和食の｢知っ
ているようで知らない常識・非常識｣｢勘違いしがちな話題｣について身近なテーマで章立てし、Q&A形式で興味
深く楽しく解説。和食全般にまつわる基本的雑学が学べます。

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。

日本語と英語の差を生じさせる社会的、文化的、また歴史的背景の違いと、その違いから生じてきたイメージや
連想するものの同質点と異質点を明らかにし、その理由を説明しています。日本語、英語双方にまたがる文化の
違いを知ることで、英語に対する知識が増え、本物の英語を学習することができるようになる内容です。日本に
おける英語教育歴の長いネイティブの解説がついており、正確な英語表現に関する知識が得られます。

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。

日英ことばの文化事典
丸善出版

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名
亀田尚己著,青柳由紀江著,

J.M.クリスチャンセン著

9784621089804
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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3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3月 商品コード □ □

□

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

幅広い分野で汎用される線形回帰分析法を徹底的に解説。医療・経済・工学・ORなど多様な分析事例を豊富に
紹介。学生はもちろん実務者の独習にも最適。
〔内容〕単純回帰モデル／重回帰モデル／定式化テスト／不均一分散／自己相関／他

¥10,600(＋税)

著編者名 椎名孝之著

冊子購入確認

著編者名 蓑谷千凰彦著
9784254128345

確率計画法  (応用最適化シリーズ 5)

¥18,200(＋税)

朝倉書店

生命科学における 分析化学
朝倉書店 電子書籍

¥21,200(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中村洋著,久保博昭著,森久和著,

大和進著,荒川秀俊著,吉村吉博著,
黒澤隆夫著,本間浩編著

9784254340211

ほとんどの分析法を網羅し、モデル・コアカリキュラムにも対応した教科書。
〔内容〕薬毒物分析法／プロテオーム解析法／遺伝子解析法／物理的診断法／蛍光Ｘ線分析法／生物学的分
析法／電気泳動法／熱分析法／原子スペクトル分析法／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。

非線形計画法  (応用最適化シリーズ 6)

ウィルコクソンの順位和検定をはじめとする種々の基礎的手法を、例示を交えつつ、ポイントを押さえて体系的に
解説する。
〔内容〕順序統計量の基礎／適合度検定／1標本検定／2標本問題／多標本検定問題／漸近相対効率／2変量
検定／付表

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。

線形回帰分析  (統計ライブラリー)
朝倉書店

□

¥5,500(＋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。

9784254117905

不確実要素を直接モデルに組み入れた本最適化手法について、理論から適用までを平易に解説した初の成
書。
〔内容〕一般定式化／確率的制約問題／多段階確立計画問題／モンテカルロ法を用いた確率計画法／リスクを
考慮した確率計画法／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

9784254128529

ノンパラメトリック法  (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 村上秀俊著

朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

山下信雄著
9784254117912

基礎的な理論の紹介から、例示しながら代表的な解法を平易に解説した教科書。
〔内容〕凸性と凸計画問題／最適性の条件／双対問題／凸2次計画問題に対する解法／制約なし最小化問題
に対する解法／非線形方程式と最小2乗問題に対する解法／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3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 □ □

誰でも作れる センサロボット
オーム社

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

カラー版 自家用電気設備の保守・管理　よ
くわかる測定実務

オーム社

電子書籍

著編者名 熊谷文宏著

六つのセンサ制御ロボットをやさしく手作り／本書は、簡単に入手できる市販部品を使い、センサ制御による手作りロボット
（光を追いかける犬型ロボット、手を近づけると逃げる兎型ロボット、音に反応して走る歩行ロボットなど6ロボット）が製作でき
ることを目標としています。ロボットの機構や電子制御のしくみが理解できるようになり、回路図を読む力もつくよう配慮して
あります。わかりにくいディジタル技術の原理と動作も実験により理解できます。

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。

□

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

9784274505430

¥6,100(＋税)

電子書籍

¥7,200(＋税) □

著編者名 田沼和夫著
9784274505928

豊富な写真・図によって測定の基本を徹底理解！／自家用電気設備の保守・管理を行う電気技術者は、常に電気設備の状
態を把握しておき、不具合や異常あるいは故障の兆候が発見された場合には、適切に対応して電気の保安確保に努めなけ
ればなりません。本書では、自家用電気設備の保守・管理の現場で使用する基本的な測定器や便利な測定器をとり上げ、
その測定原理から取扱い方法、測定上の注意点などを具体的に説明しています。また、測定のポイントや注意点が理解し
やすいように、写真や図表を数多く載せています。

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。

電気設備のトラブルレスキュー
オーム社

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森下正志著
9784274505942

電気主任技術者として、50年以上、電気設備の保守管理に携わる著者が培った現場即応ノウハウを余すところなく紹介しています。／電
気設備の保守管理では、さまざまな難易度のトラブルに直面します。対応する主任技術者は、電気設備の知識はもちろん、あらゆる事故へ
の対処法をマスターしていなければなりません。これを可能にするのが、現場で培ったトラブルへの経験値です。本書は、新電気の人気連
載企画「私の現場記録」を加筆・修正し、トラブルの発生源＝電気設備ごとにまとめた保守管理のハウツー本です。原因究明から対処法、
再発防止策まで、トラブルレスキューのプロセスを詳細に解説していきます。

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

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 

-  20  -

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3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5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8月 商品コード □ □

スポーツを10倍楽しむ統計学 データで一変
するスポーツ観戦 (DOJIN選書 )

化学同人
□

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

9784759816655

電子書籍

著編者名 鳥越規央著

データを知ればスポーツ観戦がさらに面白くなる！　なぜテニスでは番狂わせが起きにくいのか、サッカーで得
点が生まれやすい時間帯とは、マラソンの記録は2時間の壁を突破できるかなど、運動オンチでも統計オンチで
も楽しめるスポーツ統計学。

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。

¥4,400(＋税)

はじめて学ぶ有機化学
化学同人 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

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。

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。



医学編 2016年3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6月 商品コード 1019588310 □ □

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3月 商品コード 1019588322 □ □

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 商品コード 1019588318 □ □

2016年2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 1019748955 □ □

精神・心理機能評価ハンドブック
中山書店 電子書籍

¥31,500(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内俊雄編,鹿島晴雄編
9784521741925

臨床や研究で用いられることの多い約200の精神・心理機能評価法につき、その概要、有用性と限界、各評価法
の施行目的、具体的な評価方法、および施行上の注意、解釈に際しての注意を的確に解説した。精神科領域、
心理領域の臨床や研究の場で、心理測定法や症状評価法を施行する際の指針となる書。

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。

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

¥29,100(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤公則著
9784521742984

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
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。

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。

運動器局所解剖アトラス
中山書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 越智隆弘監修,戸山芳昭監修
9784521743301

《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。

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２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3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7月 商品コード □ □

感染症を“見ため”で掴んで診断するコツを伝授！正しい診断に導くための炎症所見・検査所見の見かたを解
説。さらに確定診断までのアプローチもわかる！感染症の診断力を磨きたいすべての方、必携！

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。

目で見る感染症 見ためでここまで診断でき
る！感染症の画像アトラス

羊土社 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原永修作編,藤田次郎編
9784758117746

Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 人工
呼吸器設定の根拠を病態から理解し、ケー
ススタディで実践力をアップ！

羊土社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中竜馬著
9784758117562

「患者にやさしい人工呼吸管理」を行いたい方は必読！病態に応じた人工呼吸器の設定や調節、トラブルの対
処が根拠から身につきます。軽妙な語り口でスラスラ読めて、専門書では難しい…という初学者にもオススメ！

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。

バイオ画像解析 手とり足とりガイド バイオイ
メージングデータを定量して生命の形態や
動態を理解する！

羊土社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林徹也編,青木一洋編
9784758108157

代表的なソフトウェアの基本操作とともに、細胞数のカウント、シグナル強度の定量、形態による分類など、あら
ゆる用途に応用可能な実践テクニックをやさしく解説！イメージングデータを扱うすべての研究者、必読の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。

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２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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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　八王子営業部 〒192-0081 八王子市横山町1-6  八王子東京海上ビル７階 TEL: 042-642-3711　FAX: 042-642-1171

　大宮営業部 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治生命大宮吉敷町ビル４階 TEL: 048-641-7221　FAX: 048-641-7455

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&F１ビル２階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

【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 仙台市青葉区大町2-2-10   仙台青葉ウィングビルA棟５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 〒862-0975 熊本市中央区新屋敷2-17-17  アメニティ新屋敷１階 TEL: 096-375-3557　FAX: 096-375-3558

　沖縄出張所 〒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


