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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

　「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

●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。

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 □ □
著編者名 本多 健一 

底本ISBN 9784642029155 購入済

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7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 □ □

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 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 2016年2月 商品コード □ □

幾何学II　ホモロジー入門 (大学数学の入門
5)

東京大学出版会 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坪井俊著
9784130629553

図形を分類し、その多様性を知るための手法であり、現代の幾何学を学ぶうえでかかせないホモロジー理論。本
書はその基礎からていねいに解説する教科書である。図版も豊富に掲載し、読者の理解を助ける。また、詳細な
解答の付いた例題・問題も多数。

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。

草原生態学　生物多様性と生態系機能
東京大学出版会 電子書籍

¥11,100(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大黒俊哉著,吉原佑著,佐々木雄大著
9784130622257

世界の食料生産と環境保全において重要な生態系である草原。生物多様性と生態系機能という生態学の最前
線にふれながら、草原の保全と持続的利用をめざす草原生態学について解説する。生態学に加え、草地学や畜
産学、環境科学にかかわる読者のための必携書。

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。

フィールドサイエンティスト　地域環境学とい
う発想 (ナチュラルヒストリーシリーズ )

東京大学出版会 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤哲著
9784130601429

アフリカのマラウィ湖、石垣島白保のサンゴ礁、アメリカのコロンビア川流域など、さまざまな地域をフィールドにし
てきたひとりのフィールドサイエンティストが、多様なステークホルダーと協働して「地域環境学」という問題解決
指向の新しい学問を立ち上げていく知的探求の物語。

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。

社会科学における善と正義　ロールズ『正義
論』を超えて

東京大学出版会 電子書籍

¥16,000(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大瀧雅之編,宇野重規編,加藤晋編
9784130302067

政治哲学者ロールズが考察した社会正義の問題はますます重要性を増している。本書は、功利主義批判として
知られるロールズの「善」と「正義」の概念について功利主義に基づく経済学との親和性を問い直し、市場と倫
理、民主的意思決定の問題を発展的に論じる。政治哲学と経済学の新しい対話。

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。

思春期学
東京大学出版会 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
長谷川寿一監修,笠井清登編,

藤井直敬編,福田正人編,長谷川眞理子編

9784130111416

コミュニケーションを重視し、社会への一歩を踏み出すとともに、悩み、傷つき、抑えられない衝動に駆られるの
はなぜか？　10～20歳頃の心・からだ・脳の成長とその背景に、人文社会科学・脳科学・医学、そして体験者の
語りから多面的に光を当て、本格的な総合人間科学としての思春期学の確立を目指す。

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。

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。 

-  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7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11月 商品コード □ □

森林にかかわる人たちの暮らしについて考える林政学――東京大学農学部の名講義をわかりやすく編纂した教
科書の決定版！　林学や経済学の専門知識がなくても理解できるように解説しつつ、公共経済学や計量経済学
の知識を豊富に盛り込んでオリジナリティを高めた臨場感溢れる講義録。

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。

林政学講義
東京大学出版会

¥9,000(＋税)

¥2,900(＋税)

著編者名 永田信著
9784130720656

エウクレイデス全集 第2巻 原論VII-X (エウ
クレイデス全集)

東京大学出版会 電子書籍

¥21,500(＋税) □

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斎藤憲訳・解説
9784130653022

『原論』の二冊目にあたる本巻では、整数論（第VII―IX巻）と非共測量（通約不能量）の分類論（第X巻）を扱う。
第VII―IX巻ではこれまでの研究になかった斬新な解釈を提示。100を超える命題からなる難解な第X巻は、誰も
が理解できるよう丁寧な解説を加える。

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。

植物の描き方　自然観察の技法III
東京大学出版会 電子書籍

¥7,400(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 盛口満著
9784130633437

生き物としての植物の魅力をスケッチで語る。科学的な眼で自然に接し、観察対象の「れきし」「くらし」から「かた
ち」をひもとくという画期的な記録姿勢と長年の理科教員としての実践成果。『生き物の描き方』『昆虫の描き方』
につづく、ゲッチョ先生渾身の三部作、これにて完結！

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。

常微分方程式 (大学数学の入門10)
東京大学出版会 電子書籍

¥10,500(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂井秀隆著
9784130629607

工学、物理学など多くの応用分野を持ち、豊富な題材を備える常微分方程式論。本書は、初学者に向けて、そ
の初等的な内容を網羅的かつ簡潔にまとめたテキストである。具体例や図も豊富に取り入れ、論理的にも直感
的にも理解しやすいよう工夫をする。

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。

-  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7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 □ □

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 □ □

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 □ □

聞こえないこと、それは「欠陥」として意識しつづけ、絶え間ない努力によって乗り越えなければならない障害で
はない。日本のろう者・ろう児の母語、日本手話で授業を行い、手話と日本語のバイリンガル／バイカルチュラル
ろう教育を実践する日本初にして唯一の学校、明晴学園から見えてくる世界を描く。

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。

手話を生きる 少数言語が多数派日本語と
出会うところで

みすず書房

¥7,800(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 斉藤道雄著
9784622079743

みすず書房 電子書籍
時間かせぎの資本主義 いつまで危機を先
送りできるか

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。

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ヴォルフガング・シュトレーク著,鈴木直訳
9784622079262

資本主義の危機を財政出動によって先延ばしする「時間かせぎ」はいまや限界に達している。ギリシャ危機とそ
の前提であるユーロ危機に象徴的に見られるように、国家と市場の民主主義的コントロールはもはや不可能な
のか。1970年代から新自由主義を経て現在にいたるまでの資本・国家・市民の力関係の変化を分析し、資本主
義の限界点での可能性を示唆する。

指紋と近代 移動する身体の管理と統治の
技法

みすず書房 電子書籍

¥11,100(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高野麻子著
9784622079675

個人の生体認証技術を考えるとき、すぐ思いつくのは指紋である。「終生不変」「万人不同」という特徴をもつ指
紋を生かした指紋法は、19世紀末イギリスの植民地インドで生まれたが、その後、日本の満州国で発展をとげ、
現在に至っている。そこには、犯罪者を含め移動する人々、ひいては全国民を管理・統治しようとする国家の狙
いがあった。実証と構想を併せてその歴史と現在を初めて描いた力作。

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。 

-  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7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 2016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 2016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 2016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 2016年3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 小畑史子著,緒方桂子著,竹内（奥野）寿著
9784641150331

日常生活との関わりを意識して読み進められるよう、事例を活用しつつ労働法の基本的な考え方を丁寧に解
説。就職後に役立つ知識等のコラムを盛り込むことで、労働法を学ぶ意義や楽しさも実感できる、初学者に最適
の１冊。初版刊行後の法改正に対応した第２版。

民事訴訟法の現代的課題 民事手続法研究
Ⅰ

有斐閣

9784641281394

わかりやすい対話形式による税法の入門書の決定版。はじめて税法を学ぶ人たちに最適。税法総論から所得
税・法人税・消費税・相続税・その他諸税等税法ほぼ全部を網羅。軽減税率等、最新の法令および統計資料、さ
らには平成28年の税制改正大綱にも対応した最新版。

三木義一編著著編者名

現行民事訴訟法の制定・施行から約20年。この間の重要な改正に関与しながら、また、その運用を見守りなが
ら、その課題について深く考察し、解明。原論攷公表後の法令改正や新判例、また、議論動向を補筆した。実務
にも有益なアクチュアルな研究書。

労働法〔第2版〕 (有斐閣ストゥディア)（※）
有斐閣

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

¥36,300(＋税)

¥11,000(＋税)

著編者名 山本和彦著
9784641137264

電子書籍

古典で読む憲法（※）

よくわかる税法入門〔第10版〕 (有斐閣選書)
（※）

¥5,500(＋税)

¥2,500(＋税)

9784641131859

憲法の基本的諸原理は、何世紀にもわたる歴史的な展開を経て生まれた。本書では、その過程で繰り返し参照
されてきた古典的テクストを手がかりとして、現代の理論や解釈を支える憲法の背景的な考え方を、思想家の紹
介も織り交ぜつつ、わかりやすく示す。

曽我部真裕編著,見平典編著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥4,700(＋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

¥2,100(＋税)

ドイツ近代行政法成立過程に影響を与えた「ポリツァイ法学」について、ヨハン・ホイマン著『ドイツ・ポリツァイ法
事始』を手がかりに、ドイツ公法史の研究成果を踏まえ、ポリツァイ法学の成立過程及び現代諸法への影響を国
家学体系全体の中で解析する研究書。

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。

ホイマン『ドイツ・ポリツァイ法事始』と近世末
期ドイツの諸国家学 (上智大学法学叢書
36)

有斐閣

¥16,500(＋税)

¥5,000(＋税)

著編者名 松本尚子著
9784641048157

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7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 2016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 2016年4月 商品コード □ □

酒類流通システムのダイナミズム
有斐閣 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二宮麻里著
9784641164789

在来産業の代表格である清酒業は、江戸期より市場を確立、近代化を経て今日にいたる。産業発展には、製造
者の生産力増強のみならず、消費者、および両者をつなぐ商業者による市場形成が不可欠という視点のもと、
250年にわたる酒類流通システムの変化を描出する。

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。

現代中国法入門〔第7版〕 (外国法入門双書
)（※）

有斐閣 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高見澤磨著,鈴木賢著,宇田川幸則著
9784641048171

概説入門書の決定版。人口の急速な高齢化や高度経済成長がもたらした負のコストへの対応など、中国法の
現在を正確に描いた、待望の改訂。法というパースペクティブから中国社会をみる。中国研究、渉外実務にも有
益。

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。

比較政治学の考え方 (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 久保慶一著,末近浩太著,高橋百合子著
9784641150317

ある政治現象を説明しようとするとき、どういった点に着目すればよいのか。新興国の政治現象を理解するうえ
で重要なテーマをとりあげ、これまでの研究成果を、構造、制度、アクターという３つの着眼点に分けて、体系的
に説明する。

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。

建築ものづくり論 Architecture as
"Architecture" (東京大学ものづくり経営研
究シリーズ)

有斐閣 電子書籍

¥13,600(＋税) □

¥4,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
藤本隆宏編,野城智也編,
安藤正雄編,吉田敏編

9784641164147

特殊とみられがちな建築物、建設業を、普通の「ものづくり論」「ものづくり産業」として分析。経営学、建築学の研
究者が、新しい知見を求め、幾重にも議論を重ねて実現した。日本の建設業の強みと弱みを明らかにし、展望を
示す。建築のみならず特注生産を行う産業にも示唆に富む。

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7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 2016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 2016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 2016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 2016年5月 商品コード □ □

三条実美 孤独の宰相とその一族
吉川弘文館 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 刑部芳則著
9784642082945

薩長藩閥の上に立つ存在として期待され、明治政府の最高責任者として要職を歴任した三条実(さね)美(とみ)。
だが、その評価が今なお低いのはなぜか。幕末および明治の政局内における言説や行動、宗族(そうぞく)・親族
との密接な関係、華族制度の中での華族との関わりを読み解き、続発する国政や一族の諸問題に苦悩しつつも
誠実に対応した、新たな実像に迫る戦後初の伝記。

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

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋秀樹著
9784642029315

鎌倉幕府の成立を支えた相模国随一の大豪族、三浦一族。桓武平氏出自説の検討をはじめ、「三浦介」称号の
成立事情、三浦義村や和田合戦・宝治合戦の実像、地域社会の親族ネットワークなどの諸問題を、「常識」にと
らわれず、系図類や『吾妻鏡』の史料批判と新史料をもとに追究。三浦一族を中央との関係から再検証し、地域
史研究に新視角を提示する。

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。

三浦一族の研究
吉川弘文館

吉川弘文館 電子書籍自由主義は戦争を止められるのか 芦田均・
清沢洌・石橋湛山 (歴史文化ライブラリー
426)

化粧の日本史 美意識の移りかわり (歴史文
化ライブラリー 427)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 山村博美著
9784642058278

化粧には、おしゃれ、みだしなみ目的のほかに、身分や年齢、未既婚などの立場を示す機能もあった。古代から
現代まで、地域や時代の価値観に左右される化粧の変遷を、メイクアップを中心にたどり、流行の背景となる社
会現象とともに探る。時代による美意識の変化や東西比較、メディア戦略にも触れながら、暮らしの中にある化
粧の歴史を描きだす。

¥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

上田美和著
9784642058261

個人の信条から政治・経済政策まで多様な意味をもつ自由主義。その二大要素である〈寛容〉と〈自律〉が対立
する戦時下に、芦田均（政治家）・清沢洌（外交評論家）・石橋湛山（経済ジャーナリスト）の自由主義者(リベラリ
スト)たちは、日中間対立をどう認識し、解決しようとしたのか。「自由主義は戦争を止められるのか」という、世界
が今なお直面する問題に迫る。

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。

日本古代の交通・交流・情報2 旅と交易
吉川弘文館

¥17,600(＋税)

古代には天皇や貴族から商人まで様々な人が旅をし、外交使節や僧侶・留学生が海を越えて交流した。同時
に、人の移動はモノを運び、情報をもたらし、交流から学問や技術・制度・文化・信仰が伝わった。多様な要因に
よって展開した交通を文学作品や記録などから探り、旅の実態を再現するとともに、国外への交通を含めて情報
の伝達・広がりを考える。

¥5,500(＋税)

著編者名 舘野和己著,出田和久編
9784642017299

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7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 2016年5月 商品コード □ □

平安中期、幼少の天皇に代わり、外戚の藤原氏が摂政・関白となって政治を行う体制が成立した。その最盛期を
迎える道長の時代に至る推移を、歴史物語「大鏡」を軸に、平易な語り言葉で述べる。文学的にも優れた入門
書。

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。

入道殿下の物語　大鏡 (読みなおす日本史)
吉川弘文館

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 益田宗著
9784642067140

現代の大都会とは異なる暗い夜、静かな音の風景(サウンドスケープ)のなか、古代の人々は研ぎ澄まされた五
感を介して何を感じていたのか。生活空間の周囲に広がる異界と人々との関わりを、巨樹・古墳・ニオイ・不思
議・人間の身体や声などのテーマを取り上げ、古代史料をもとに読み解く。今では忘れ去られた彼らの心性に迫
ることで、現代の社会や環境を見つめ直す。

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。

古代の人々の心性と環境 異界・境界・現世
吉川弘文館

¥15,400(＋税)

¥4,800(＋税)

著編者名 三宅和朗著
9784642046305
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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7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 □ □

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 □ □

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 □ □

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 □ □

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 □ □

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
エリック・ボール著,ジョセフ・リピューマ著,
國領二郎監訳,宮地恵美編訳,樺澤哲編訳,

松田一敬訳,氏家佐江子訳

9784766422924

真にビジネス実践の現場で役立つ経営学理論を再構成・体系化し、各分野で画期をなした重要文献の概要と論
点をコンパクトに整理。古典から最新研究まで幅広く渉猟し、名著・重要文献の要点を簡潔に整理した「実務に
役立つ経営学」の決定版。第2巻は「人と組織の動かし方」と「変革者」に焦点を当てた「ビジネスリーダー」必読
の1冊。

著編者名 増田健太郎編著
9784766422382

不登校をどのように理解し、どのようにかかわっていくべきか。予防と支援の視点から、不登校支援に長年携
わっている教育学・臨床心理学・精神医学の専門家が、不登校の現状を読み解き、不登校をどのように理解し、
具体的にどう対応すればよいのかを、今、不登校のことで悩んでいる保護者、学校の先生やSCの方々のため
に、わかりやすくまとめた。

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。

不登校の子どもに何が必要か (子どものこ
ころと体シリーズ )

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

慶應義塾大学出版会

¥3,600(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

井上輝夫詩論集　詩心をつなぐ

抵抗の文学 国民革命軍将校阿ろうの文学
と生涯

慶應義塾大学出版会

¥18,500(＋税)

¥6,000(＋税)

著編者名 関根謙著
9784766423136

「南京陥落」を中国人としてはじめて長篇小説に書きあげた幻の作家・阿壠の獄死はなにを意味するか。中華人
民共和国の政治権力闘争のはざまで歴史から抹消され、獄死後の1980年に名誉回復となった文学者・阿壠研
究の礎となる記念碑的作品。実地調査、関係者への聴き取り、一次資料の解読を通して結実した著者20年来の
研究成果の集大成。

¥11,200(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名

西脇順三郎とボードレールを中心に、透谷、有明、漱石、啄木、入沢康夫、大岡信、江森國友、飯島耕一の人と
作品を縦横に論じ、近代／現代詩の創作の真髄に迫る。フランス文学者であり、50年を超えるキャリアを持つ詩
人だからこそ書くことができた、著者の遺作にして初めての詩論集。

□

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。

井上輝夫著
9784766423020

□

□

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

リーダーシップ・組織・新トピックス (アントレ
プレナーの経営学 2)

電子書籍

¥11,200(＋税)
戦略・起業・イノベーション (アントレプレナー
の経営学 1)

慶應義塾大学出版会

著編者名
エリック・ボール著,ジョセフ・リピューマ著,
國領二郎監訳,宮地恵美編訳,樺澤哲編訳,

松田一敬訳,氏家佐江子訳

9784766422917

アントレプレナー育成やベンチャー経営に必要な経営学の重要理論と必須知識を徹底した実務志向で解説。ビ
ジネス実践と理論研究を橋渡しする「アントレプレナー」必携テキスト！起業はもちろん、企業内での新規事業創
造に対しても豊かな知見を提供してくれる「実務に役立つ経営学」の決定版。すべてのビジネスリーダーに贈
る！

¥9,900(＋税)

¥3,200(＋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。

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。



人文社会編 2016年7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 2016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

□

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

□

著編者名 高橋義彦著
9784766423310

オーストリア／ハプスブルク帝国の危機～ナチスの脅威に向き合い、それを乗り越えようとした孤高の言論人、
カール・クラウス。彼は、戦争やナショナリズムにおいてメディアの果たす役割、戦争の背後にある経済的利害等
を鋭く指摘。彼の思想と行動を読み解くとともに、「世紀末」「第一次世界大戦」「ファシズム」という三つの時代に
おける、オーストリア／ウィーンの政治思想・文化的状況を浮き彫りにする。

起業はもちろん、企業内での新規事業創造に対しても豊かな知見を提供してくれる「ビジネスリーダー」必読の
書！MBAの必読文献・重要理論が並ぶ「1ランク上」の経営学テキスト。第3巻は「ボーン・グローバル」企業をは
じめ事業の国際展開と、行動科学も反映した金融論を中心として、経済・経営理論を「使える知識」として紹介す
る。

カール・クラウスと危機のオーストリア 世紀
末・世界大戦・ファシズム

慶應義塾大学出版会

¥11,200(＋税)

¥3,600(＋税)

国際ビジネス・ファイナンス (アントレプレ
ナーの経営学 3)

エリック・ボール著,ジョセフ・リピューマ著,
國領二郎監訳,宮地恵美編訳,樺澤哲編訳,

松田一敬訳,氏家佐江子訳

9784766422931

¥3,200(＋税)

著編者名

慶應義塾大学出版会

¥9,900(＋税)

冊子購入確認
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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7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 2016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 2016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 2016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7月 商品コード □ □

勁草書房 電子書籍

個人として尊重 「われら国民」のゆくえ

近代日本における出産と産屋 香川県伊吹
島の出部屋の存続と閉鎖

勁草書房

¥15,400(＋税)

¥5,000(＋税)

著編者名 伏見裕子著
9784326602919

女性が出産時ないし産後の一定期間、家族と離れて過ごした産屋はかつて日本各地にあり、伊吹島の出部屋も
1970年まで利用された。当時の島の史料分析と、当時の助産婦や、出部屋で出産を経験した女性島民のライフ
ヒストリーの聞き取りを通じて、重層的に産屋の存続のメカニズムを解明。日本近代の出産史を女性史・民俗学
的に捉え直す。

里山里海 生きるための智恵と作法、循環型
の暮らし

勁草書房

¥8,800(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 養父志乃夫著
9784326653997

戦後の経済成長は、市民生活への底知れない脅威である核家族や自殺、児童虐待や孤独死を生み出し、中山
間地域を過疎化させ集落を崩壊させてきた。しかし里地里山には、生きるための知恵と作法、自然とのつきあい
方、そして暮らしの絆を増幅させる皆の思い等々、暮らしの“おおもと”が息づいている。本書は、今の日本にな
ぜ里山が不可欠なのか、その本質を伝える。

□

著編者名 鷲田祐一編著
9784326504244

未来シナリオを用いた未来洞察の手法は、2000年代以降、幅広い分野で活用されている。本書は、これまで実
務での研究や開発が先行してきたこの手法について、学術的な基本的視座の提供をめざし、経営学・マーケティ
ング学を出発点に、認知科学やデザイン学などの視点も融合させた、学際的なアプローチによる理解・解釈を行
う。

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。

未来洞察のための思考法 シナリオによる問
題解決 (KDDI総研叢書 3)

勁草書房

¥9,900(＋税)

¥3,200(＋税)

¥7,700(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 小泉良幸著
9784326451067

安保法案採決の夏、「ふつうの人」たちがデモ行進を繰り広げた。背景には、個人が平等に尊重されるための
「場」の確保が浮かび上がる。それこそが日本国憲法13条に具体化された、リベラリズムの未完の課題でもあ
る。困難を承知の上で取り組む「個人として尊重」という普遍主義的原理の市民による相互的承認へ、憲法学か
ら挑む。

□

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。

¥12,100(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 中尾麻伊香著
9784326602803

戦前日本のメディアにおける核に関する言説と表象を検討し、日本人の核に対する意識をその源流から辿り直
す。科学技術による帝国日本の覇権、科学技術の進歩がもたらすはずの明るい未来像＝「原子力ユートピア」は
どのように形成され、そして戦後「原子力の平和利用による復興」に引き継がれていったか。膨大な資料から描
き出す。

核の誘惑 戦前日本の科学文化と「原子力
ユートピア」の出現

勁草書房

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7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 □ □

ディープ・アクティブラーニング 大学授業を
深化させるために

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
松下佳代編著,

京都大学高等教育研究開発推進センター編著

9784326251018

大学教育における「教育から学習への転換」の鍵として、近年アクティブラーニングが注目される。しかし重要な
のは、学習形態に重点をおく単なるアクティブラーニングではなく、学習の質や内容を問うディープなアクティブ
ラーニングである。ディープ・アクティブラーニングを生じさせるカリキュラム、授業、評価、学習環境を詳細に検討
する。

¥9,600(＋税)

¥3,000(＋税)

勁草書房
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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7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11月 商品コード □ □

制御の事典
朝倉書店 電子書籍

¥59,400(＋税) □

¥18,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
野波健蔵編,水野毅編,足立修一編,

池田雅夫編,大須賀公一編,
大日方五郎編,木田隆編,永井正夫編

9784254231410

制御技術は現代社会を支えており、あらゆる分野で応用されているが、ハードルの高い技術でもある。また、こ
れから低炭素社会を実現し、持続型社会を支えるためにもますます重要になる技術であろう。本書は、制御の基
礎理論と現場で制御技術を応用している実際例を豊富に紹介した実践的な事典である。企業の制御技術者・計
装エンジニアが、高度な制御理論を実システムに適用できるように編集、解説した。
〔内容〕制御系設計の基礎編／制御系設計の実践編／制御系設計の応用編。

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。

東京大学大学院環境学研究系編
9784254185362

〔内容〕人間環境の創成／計算科学と医学の融合による新しい健康科学の創成に向けて／未来社会の環境創
成（オンデマンドバス等）／「見える化」で人と社会の調和を図る（位置計測）／「運動」を利用して活力のある人
間社会をつくる。

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。

電子書籍

朝倉書店 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税)

9784254140989

放射化学の事典
朝倉書店 電子書籍

¥30,400(＋税) □

¥9,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本放射化学会編

人間環境学の創る世界  (シリーズ〈環境の
世界〉 6)

放射性元素や核種は我々の身の周りに普遍的に存在するばかりか、近代の科学や技術の進歩と密接に関わ
る。最近の医療は放射性核種の存在なしには実現しないし、生命科学、地球科学、宇宙科学等の基礎科学に
とって放射化学は最も基本的な概念である。本書はキーワード約180項目を1～4頁で解説した読む事典。
〔内容〕放射化学の基礎／放射線計測／人工放射性元素／原子核プローブ・ホットアトム化学／分析法／環境
放射能／原子力／宇宙・地球化学／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。

植物ウイルス大事典
朝倉書店

□

¥32,000(＋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。

9784254102710

“理系学生の実状と関心に沿った”コンパクトで実用的な案内書。
〔内容〕コミュニケーションと表現／ピタゴラスの定理の表現史／コンポジション／実験報告書／レポートのデザイ
ン・添削／口頭発表／インターネットの活用

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

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

現代の植物ウイルス学の発展は目覚ましく、主要な植物ウイルスはほぼすべてでゲノムの全塩基配列が明らか
にされ、分子系統学的な分類体系が確立されている。本書はこうした状況を受け、わが国に発生する植物ウイル
スについてまとめた待望の大事典である。第一線の研究者の編纂・執筆により、国際ウイルス分類委員会によ
るウイルス分類に基づいた最新の情報を盛り込んだ、実際の診断・同定はもとより今後のウイルス研究の発展
のために必須の知識を得られる基礎資料。

¥6,000(＋税)

著編者名 栗山次郎編著

冊子購入確認

著編者名 日比忠明監修,大木理監修
9784254420401

理科系の日本語表現技法 （新装版）

¥105,600(＋税)

朝倉書店

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7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 2016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 2016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 2016年5月 商品コード □ □

Excelで学ぶ 進化計算 －ExcelによるGAシ
ミュレーション－

オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊庭斉志著
9784274218897

Excelで進化計算が学べる！
進化論的手法は、生物の進化のメカニズムをまねてデータ構造を変形、合成、選択する工学的手法です。この
方法により、最適化問題の解法、人工知能の学習、推論、プログラムの自動合成などに広く応用されるもので
す。本書ではGA やGP の基本原理からExcelを用いた実践（Excel のシミュレータ）にについて解説します。Excel
シミュレーションはExcel2013/2016対応。

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。

機械学習と深層学習 －C言語によるシミュ
レーション－

オーム社 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小高知宏著
9784274218873

機械学習の諸分野をわかりやすく解説！
本書は人工知能研究における機械学習の諸分野をわかりやすく解説し、それらの知識を前提として深層学習と
は何かを示します。具体的な処理手続きやプログラム例（C言語）を適宜示すことで、これらの技術がどのような
ものなのかを具体的に理解できるように紹介していきます。

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。

マンガでわかる 土質力学
オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加納陽輔著,黒八作画,ジーグレイプ制作
9784274218613

土質力学や地盤工学の全容をかんたんに理解するための入門書！
本書は土木設計のための理論を学ぶ土質力学や地盤工学を、マンガでわかりやすく解説したものです。私たちの生活は、地盤の上に立脚
しています。地盤をしっかり調査し、適切な対策をしないと、数十年、数百年の時間が経過したときに地盤沈下や液状化などの問題が発生
する場合もあります。つまり地盤工学は、これなくしては土木工学や建築学、社会生活は成り立たないほど重要で基礎的な学問なのです。
マンガの舞台は、とある大学のサークル「土質研究会」。サークルのメンバーたちは、「土とは何か？」「その性質は？」「液状化現象はなぜ
発生するのか？」等々と思考を巡らせ、フィールドワークを通じてその謎にぶつかっていきます。

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。

Rで学ぶ 統計データ分析
オーム社

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

進化計算と深層学習 －創発する知能－ 創
発する知能

オーム社

電子書籍

著編者名 本橋永至著

マーケティングの分野で統計学をどのように活用できるかを理解できる！
本書は、統計学の初学者が統計学の理論と統計手法の基礎を習得し、マーケティングの分野で統計学をどのように活用できるかを理解す
ることにあります。主な特徴は、(1)マーケティングと統計学の関係を整理し、マーケティング特有の離散変数を扱う一般化線形モデルと多
項選択モデルを紹介する、(2)3つのマーケティングの仮想データを随所に用いる、(3)プログラミングの未経験者であるという想定で、Rの使
い方をインストール手順から丁寧に解説し、かつ、Rの乱数を用いたシミュレーションを積極的に示す、(4)数学の前提知識は高校の基礎レ
ベルとする、などです。

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。

□

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

¥7,200(＋税)

電子書籍

伊庭斉志著
9784274218026

進化計算とニューロネットワークがよくわかる、話題の深層学習も学べる！
本書は、ディープラーニングの基礎となるニューラルネットワークの理論的背景から人工知能との関わり、最近
の進展や成果、課題にいたるまでを詳しく説明します。「進化」と「学習」をキーワードとして、人工知能の実現へ
のアプローチや知能の創発についてを説明する、ニューラルネットや進化計算による学習の基礎的なところから
分かりやすく説明する、「進化計算」を用いた「深層学習」への取り組みを説明する、などです。

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。

9784274217814

¥7,500(＋税) □

著編者名

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 

-  15  -

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7月号 

2016年6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 □ □

気候を人工的に操作する  地球温暖化に挑
むジオエンジニアリング (DOJIN選書 69)

化学同人 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水谷広著
9784759816693

地球温暖化を技術の力で解決しようと目論むジオエンジニアリング。本書ではまず、深刻化した地球の今の状況
を確認する。さらに、個々の技術に期待される効果と同時に、それがはらむ問題を解説しながら、私たちにはど
のような選択ができるのかを考えるためのヒントを提供する。

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。

サイバーリスクの脅威に備える  私たちに求
められるセキュリティ三原則 (DOJIN選書
68)

化学同人
□

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

9784759816686

電子書籍

著編者名 松浦幹太著

サイバー空間を安全に利用するための要素技術や、安心して利用するための取り組み方などを丁寧に解説。さ
らに、専門家と一般ユーザが協働して攻撃者に対抗する「防御者革命」というコンセプトにもとづき、安全・安心を
いかに実現するかを考える

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。

¥4,800(＋税)

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7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 □ □

著編者名 日本化学会編,栄長泰明著
9784320044197

ホウ素をドープした導電性のダイヤモンドは、電極として利用するとすぐれた電気化学特性を示し、次世代のレア
メタルフリーの新電極材料として期待されている。本書では、環境汚染物質をモニターするセンサー、生体関連
物質のセンサー、汚水処理電極、CO2還元用電極、有用物質合成用電極などのさまざまな応用に利用できる可
能性をもつ「ダイヤモンド電極」の魅力について、基礎から応用までを紹介した、はじめての成書である。

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。

この本は、数学の基礎スキル強化本である。数学の本を読むとき、著者の言いたいことがわかりたい。数学の講
義・講演を聴いてよく理解したい。数学のレポートや論文をうまく書きたい。どう説明を組み立てたらよいか知りた
い。そういうときには、必要なスキルというものが存在する。本書は、そのスキルを身につけるための本である。
本書では、説明する項目と関連する項目を明示したので、どこからでも読むことができる。

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。

ダイヤモンド電極 (化学の要点シリーズ 14)
共立出版 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,700(＋税)

論理・集合・数学語 (共立講座 数学探検 3)
共立出版 電子書籍

¥7,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石川剛郎著,新井仁之編,

小林俊行編,斎藤毅編,吉田朋広編

冊子購入確認

著編者名 杉山政則著,コーディネーター：矢嶋信浩
9784320009042

本書は、乳酸菌が関与するエポックメーキングな話題を盛り込んで執筆。特に、腸内細菌叢と肥満や神経疾患と
の関係に触れることで、これからの乳酸菌科学は、脳科学にも及ぶであろうことを記述した。また、著者らの研究
グループが、特に「脂肪肝の改善や体内脂肪の蓄積抑制」に有効な植物由来乳酸菌を見いだしたことに触れ、メ
タボリックシンドロームの予防改善に向けた乳酸菌研究を紹介する。

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。

9784320111769

次世代ものづくりのための電気・機械一体モ
デル (共立スマートセレクション  3)

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長松昌男著,コーディネーター：萩原一郎
9784320009035

ハイブリッド自動車や電機製品に見られるように、昨今のものづくりは機械と電気の技術融合で成り立っていると
もいえる。このようなものづくりに携わる技術者にとくに重要な素養として、力学と電磁気学が挙げられる。この両
分野の素養を同時に有する技術者に対する企業の期待と人材要求は大きい。本書ではそのようなニーズに応え
るべく、機械と電気を跨ぐ複合物理領域を一体モデル化して解説。

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。

現代乳酸菌科学 ―未病・予防医学への挑
戦― (共立スマートセレクション  4)

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

計算機システム基礎 (シリーズ 知能機械工
学 7)

共立出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田宏尚著,毛利哲也著
9784320082250

本書は、コンピュータのCPUの仕組みを中心に、コンピュータ内部でのデータの表現、コンピュータアーキテク
チャの理解に欠かせない論理関数や論理回路など、学習項目を必要最小限に絞り、初学者にも理解しやすいよ
う豊富な図表を用いて、それらの基礎について丁寧に解説。

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。

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7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7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。

冊子購入確認

著編者名 林茂雄著

電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

9784339066371

エンジニアのための分子分光学入門
コロナ社

本書は、分子分光学をこれから学ぼうとしている学生や技術者の理解・アイディア創出の一助となるよう、天体か
らの分光や粒子線と磁気共鳴など幅広い対象をわかりやすく解説した。また身近な素材でできる分光実験も多
数掲載した。

著編者名 延山英沢著,瀨部昇著
9784339033212

前半では、初めて最適化理論を学ぶ学生のために最適化の基礎理論を丁寧に解説。後半では、システム制御
の最適化に直接関連する線形行列不等式、平方和最適化、確率的手法などについて、それらの意味も含めて
理解できるよう解説した。

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。

情報やロボット教育においては知能情報技術の習得がその第一歩である。本書は文理を問わずその基礎知識
習得を目的として、学生の学習意欲をそそる例題や課題を多数用意している。解答例はWebからダウンロードし
て自習可能とした。

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。

システム制御のための最適化理論
コロナ社 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

例題で学ぶ知能情報入門（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大堀隆文著,木下正博著,西川孝二著
9784339024975

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7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 □ □

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407337273

・Microsoft Word2013の演習書　・全100問を掲載　・難易度の高い操作にはヒントを記載　・必要な操作がCheck
で確認できる　・Word入門の後の活用に最適！　・巻末に各種検定を想定した模擬試験を収録

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。

・Microsoft Excel2013の演習書　・全86問を掲載　・難易度の高い操作にはヒントを記載　・必要な操作がCheck
で確認できる　・Excel入門の後の活用に最適！　・巻末に各種検定を想定した模擬試験を収録

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。

30時間でマスター　パーフェクト演習
Word2013 （※）

実教出版 電子書籍

¥2,700(＋税) □

¥950(＋税)

30時間でマスター　パーフェクト演習
Excel2013 （※）

実教出版 電子書籍

¥2,700(＋税) □

冊子購入確認

¥950(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407337280

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7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 2016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 2016年4月 商品コード □ □

アストロバイオロジー 地球外生命の可能性
（※）

丸善出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山岸明彦著
9784621300008

アストロバイオロジーは、天文学、太陽系科学、地球化学、微生物学が学際的に連携し、宇宙における生命の起
原、進化を考える研究分野です。我々は広大な宇宙の中で唯一知性を持った特別な存在なのでしょうか？生命
が存在する場として地球がどの程度普通の存在であるかの検討を試みる一冊です。研究者たちは、何を考え、
何をなそうとしているのか、その一端を日本のアストロバイオロジーをけん引する著者がわかりやすく解説しま
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。

消費生活アドバイザー受験合格対策　2016
年版

丸善出版 電子書籍

¥21,500(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
葛西光子編著,高橋美保編著,

大矢野由美子編著,安藤昌代編著

9784621300343

消費生活アドバイザー試験対策本の決定版。各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し試験対策を的
確に洗い出しており、膨大な試験科目の全重要項目を体系的に理解できるようになっている。学習効果の向上
のため、わずかな時間でポイントを把握できるように、見開きページ完結で解説。試験までにおさえておきたい最
新情報の収集方法をアドバイスし、2次試験対策も詳しく紹介。消費生活専門相談員の試験にも役立つ。

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。

資源論 メタル・石油埋蔵量の成長と枯渇
丸善出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西山孝著
9784621300282

メタル・石油資源は枯渇するといわれながら、実際には枯渇することなく現在にいたっているのはなぜでしょう
か。資源経済学の第一人者の著者が、確かなデータに基づいて考察します。資源と経済を考える上で重要な、
資源の価格推移についても詳しく解説。資源の枯渇と消費、環境やリサイクルから資源をめぐるさまざまな事情
や背景を解説し、未来を4つに区分した未来予測も行います。資源に関わる全ての方にお勧めいたします。

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。 
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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7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5月 商品コード □ □

2016年6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 2016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 2016年3月 商品コード □ □

フリーソフトＲを使ったらくらく医療統計解析
入門

中山書店 電子書籍

¥9,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大櫛陽一著
9784521743646

無料ながら機能が豊富である「フリーソフトR」は、実行するために「スクリプト」を記述する必要があり、「難しい」
という印象を与えている。本書は統計に必要なスクリプトをあらかじめ準備し、そのスクリプトからRを実行でき、
初学者でも非常に取り組みやすい。さらに豊富な事例データをもとに、2群の比較から分散分析、多変量解析な
ど、医療統計で使われる検定を具体的に学習できる。

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。

本田佳子編,津田謹輔監修,
伏木亨監修,本田佳子監修・編

著編者名

Visual栄養学テキスト　臨床栄養学II　各論
（※）

電子書籍中山書店

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

9784521742830

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。

傷病者や要支援者、要介護者の栄養ケア・マネジメントのために必要となる、理論と実践について解説。食事栄
養療法を必要とする主な疾患を、機能・臓器別に取り上げ、疾患の概要とともに病態と栄養素の関係をわかりや
すく説明する。その理論をふまえ、臨床現場でどのような食材・食事・献立がよいか、なにをさけるべきなのか、
具体的な食事栄養療法を提示する。本シリーズのマスコット、にゅーとり君が重要なポイントなどをサイドノートで
つぶやき、楽しく学び進めることができるテキスト。

Visual栄養学テキスト　臨床栄養学I　総論
（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

津田謹輔監修,伏木亨監修,本田佳子監修・編
9784521742823

臨床栄養学の意義や目的、医療や福祉・介護の場面で栄養士がかかわる社会制度などをおさえたうえで、傷病
者や要支援者・要介護者の栄養管理のために必要な栄養アセスメントや栄養ケアプランの実施のしかたなど、
求められる知識を具体的に解説する。症候や、術後などの特殊な場面での栄養ケアについても本書で学べる。
各論と同じように、本シリーズのマスコット、にゅーとり君が重要なポイントなどをサイドノートでつぶやき、楽しく学
び進めることができるテキストである。

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。

データで読み解発達障害
中山書店 電子書籍

¥19,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
平岩幹男総編集,岡明編,神尾陽子編,

小枝達也編,金生由紀子編

9784521743714

自閉症スペクトラム障害（ASD）、ADHD、学習障害、Tourette症候群、発達性協調運動障害、選択性緘黙、表出
性言語遅滞、これら発達障害について、いまわかっていることを総説的にまとめた。信頼できるデータに基づく疫
学、検査、自然経過・成人移行、治療・療育の効果、学校対応、行政的支援が紹介され、専門家による国内最高
レベルの編集は、今後改訂を重ねるごとにデータバンクとなるだろう。

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。 

-  21  -

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7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 2016年5月 商品コード □ □

論文執筆の味方が最新データに更新！compared with/toのどちらが多い？effect of/on/inどれが論文で登
場？頻出約1500語のコロケーション情報を収載。名詞には冠詞分析を追加

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。

ライフサイエンス英語表現使い分け辞典
第2版

羊土社

¥22,800(＋税)

¥6,900(＋税)

著編者名
河本健編,大武博編,

ライフサイエンス辞書プロジェクト監修

9784758108478

消化器がんレジメンのベストチョイスがわかる！エビデンスと経験をもとに、1stライン、2ndライン内での使い分
け、患者背景ごとの使い分けをエキスパートが解説。選び方と続け方のコツがつかめる！

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。

うまく続ける！消化器がん薬物療法の基本
とコツ 1stライン、2ndラインのレジメン選択と
休薬・減量、副作用対策のポイント

羊土社

¥16,500(＋税)

¥5,000(＋税)

著編者名 加藤健編,森実千種編
9784758110594

実験で使うとこだけ生物統計1　キホンのキ
羊土社 電子書籍

著編者名 池田郁男著

実験における母集団と標本を「研究者」として理解していますか？検定前の心構えから平均値±SD、±SEの使
い分けまで統計の基礎知識を厳選！検定法の理解に必須な基本を研究者として捉え直しましょう。

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。

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

9784758120630

実験で使うとこだけ生物統計2　キホンのホ
ン

羊土社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田郁男著
9784758120647

いわれるがまま検定法を選んでいませんか？ t検定など2群の比較から多重比較、分散分析まで多くの研究者
がおさえておきたい検定法を厳選。細かい計算ではなく統計の本質をつかみ正しい検定を自分で選びましょう！

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。



出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

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

底本発行年 2015年4月 商品コード

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

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



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【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


