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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9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6月 商品コード □ □

¥4,200(＋税)

環境問題を正しく理解するために必要な環境科学の知識を、文科系の人にもわかりやすく解説する好評書を改
訂。PM2.5による中国の大気汚染、地球温暖化対策におけるパリ協定の締結、小型家電リサイクル法の施行な
ど、新しい状況に対応した。

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。

文系のための環境科学入門〔新版〕 (有斐
閣コンパクト)（※）

有斐閣

¥5,100(＋税)

¥2,300(＋税)

著編者名 藤倉良著,藤倉まなみ著
9784641174238

財務会計・入門〔第10版補訂〕 企業活動を
描き出す会計情報とその活用法 (有斐閣ア
ルマ)（※）

有斐閣

□

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

電子書籍
憲法9条と安保法制 政府の新たな憲法解釈
の検証

旅券法逐条解説

¥8,600(＋税)

¥2,600(＋税)

9784641227101

2016年3月に施行された一連の安保法制。はたして、この安保法制の当否をめぐる法的議論は十分になされて
きたのか。本書は、かつて内閣法制局長官を務めた著者が、もっぱら法的視点に立って、新たな憲法解釈と安
保法制が抱えている問題点を検証する。

阪田雅裕著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥13,900(＋税)

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

¥28,100(＋税)

¥8,500(＋税)

著編者名 高橋英治著
9784641137394

9784641018389

国民の４人に１人が持つ旅券（パスポート）。その発給・管理の根拠となる旅券法。国民の利便性向上とわが国
旅券の信頼性確保とをいかにして両立するのか、旅券の歴史や旅券法の沿革にふれつつ、現行旅券法につい
て詳しく解説。実務の指針となる１冊。

旅券法研究会編著著編者名

会社法の「継受」と「収斂」に関する問題を扱った論文を集め、最新の法令や文献に対応し、全面的に書き改め
た論文集。外国法、とりわけドイツ法との比較検討に重点をおき、今、日本の会社法が米国化しつつある状況に
警鐘を鳴らし、今後の日本のあるべき会社法の姿を提唱する。

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。

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 桜井久勝著,須田一幸著
9784641220737

企業が営む主要な活動に焦点を当てつつ、財務諸表の作成プロセスをわかりやすく解説し、変貌する財務会計
の最新情報を盛り込んで好評を博してきたテキストの最新版。制度変更に合わせてより新しい内容とするととも
に、掲載データを最新のものへと補訂した。

会社法の継受と収斂 (大阪市立大学法学叢
書 63)

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9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7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。

日本古代の交通・交流・情報３ 遺跡と技術
吉川弘文館

¥17,600(＋税)

近年、全国各地で古代の道路・駅家(うまや)・関・橋・津・烽火(とぶひ)などの交通施設に関する遺構が見つかっ
ている。考古学や歴史地理学の調査・研究成果の蓄積から、かつての古代交通のイメージが一新され景観の復
原も試みられている。道路や駅家・橋などの交通施設と運搬・航海など交通に関わる技術を取り上げ、古代交通
の様相を具体的に描き、その景観を考える。

¥5,500(＋税)

著編者名 舘野和己編,出田和久編
9784642017305

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋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

須田勉著
9784642058308

仏教を中心とする国家構想の核心だった国分僧寺と国分尼寺。往時をしのぶ遺構は少なく謎が多いが、近年の
考古学による成果から堂塔の配置が統一的なものでなく、地域情勢との関係の中で建設されたことがわかった。
在地社会が国家の企画した国分寺の思想をいかに受け止め造営したのか、建立にいたる政治状況を辿り、諸
国国分寺の特徴を解明する。

沖縄返還後の日米安保 米軍基地をめぐる
相克

吉川弘文館

吉川弘文館 電子書籍
国分寺の誕生 古代日本の国家プロジェクト
(歴史文化ライブラリー 430)

原爆ドーム 物産陳列館から広島平和記念
碑へ (歴史文化ライブラリー 431)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 頴原澄子著
9784642058315

近代化の歩みの中で建設された広島県物産陳列館。原爆投下後、何度も存廃が議論されながら、戦後二十余
年でようやく永久保存が決議された。平和の「記念」と「祈念」といった理念のゆらぎ、保存工事を経て、被爆の証
人・核廃絶希求の象徴として世界遺産に登録されるまでの歴史を追い、原爆ドームとは何かをその前史とともに
捉え直す注目の書。

著編者名 野添文彬著
9784642038553

１９７０年代は沖縄返還が果たされた一方、米軍基地の集中化が進行した時期でもあった。なぜこの時期に基地
の「固定化」が方向づけられたのか。これまで本格的な歴史研究が殆んどされてこなかった沖縄返還前後から８
０年代の動きを、日米両国の史料や聞き取り調査をもとに分析。多様に絡み合う要因を追及し、今日まで続く沖
縄基地問題の起源に迫る。

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。

電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

吉野の霧　太平記 (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 桜井好朗著
9784642067164

天皇・貴族・武士から庶民までもが動乱に巻き込まれた南北朝時代。楠木(くすのき)正成(まさしげ)、後(ご)醍醐
(だいご)天皇、足利尊(たか)氏(うじ)、佐々木道(どう)誉(よ)ら主役を演じた人物の生き様と、混沌の中から生まれ
る新たな時代の動きを大胆かつ平易に描く歴史物語。

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。

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9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7月 商品コード □ □

古代史の舞台を解明する発掘が毎日続く飛鳥・藤原の地。その成果は多大で、古代史像を大きく塗り替える新
発見や研究・調査も枚挙に遑(いとま)がない。王宮・王都、都市陵墓、寺院、木簡、古代朝鮮の都城など、飛鳥・
藤原京に関わるさまざまなテーマを取り上げた日本考古学協会シンポジウム記録を書籍化。これからの課題を
わかりやすく整理・展望する。

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。

ここまでわかった飛鳥・藤原京 倭国から日
本へ

吉川弘文館

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名 豊島直博編,木下正史編
9784642082983

植民地支配の観点から議論されてきた満洲農業移民について、総力戦体制下で深刻化する食糧問題への対応
という新たな視点から追究。それが「満蒙開拓」と名前を変え、国策として推進・強化されていく論理とプロセスを
解明する。また、科学的な調査研究のために組織された日満農政研究会についても考察し、農業技術面で満洲
農業に与えた影響を探る。

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。

総力戦体制下の満洲農業移民
吉川弘文館

¥24,800(＋税)

¥8,500(＋税)

著編者名 玉真之介著
9784642038546

-  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9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 2016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 2016年6月 商品コード □ □

言語のアヴァンギャルドをひた走る吉増剛造自選エッセイ・コレクション第３巻　〈イメージ〉映画・写真・絵画・舞
踏・マンガ、あらゆるイメージをめぐる思考の軌跡！ベルイマン、ヘルツォーク、キューブリック、ゴダール、ブラッ
サイ、大島渚、加藤泰、寺山修二、土方巽、森山大道、若林奮、中西夏之――野蛮なヴィジョンが炸裂する…
…、GOZOノート第3巻、イメージ！

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

□

著編者名 吉増剛造著
9784766423419

GOZOノート　３（わたしは映画だ）

電子書籍

¥10,800(＋税)GOZOノート　２　航海日誌
慶應義塾大学出版会

著編者名 吉増剛造著
9784766423402

言語のアヴァンギャルドをひた走る吉増剛造自選エッセイ・コレクション第２巻　〈旅〉北海道、東北、沖縄、世田
谷、月島、アメリカ、ブラジル、フランス、アイルランド、インド……1960～80年代の混沌とした世界を、夢のように
かけまわった、旅の記録／記憶。〈GOZO〉とともに、日本を、世界を旅する一冊。

¥10,800(＋税)

¥3,500(＋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。

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

慶應義塾大学出版会 電子書籍

東日本大震災と特別支援教育

東アジア生産ネットワークと経済統合
慶應義塾大学出版会

¥13,000(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名
木村福成著,大久保敏弘著,

安藤光代著,松浦寿幸著,早川和伸著

9784766423334

世界金融危機、東日本大震災、タイ洪水、３つの危機をのりこえたレジリエントな東アジア生産ネットワーク。
ASEANをハブとする自由貿易協定網が形成され、新興国・発展途上国のインフラが整備されるなか、日本はこ
の優れた国際分業ネットワークをいかに活用していくべきなのか。詳細な実証分析をもとに、日本の産業振興政
策への知見を示す。

¥9,300(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名

著編者名 吉増剛造著
9784766423396

言語のアヴァンギャルドをひた走る吉増剛造自選エッセイ・コレクション第1巻　〈詩論〉怒涛の1960～80年代に、
詩をめぐって書きつづられた、過激にして優美なベスト・エッセイ集！萩原朔太郎、中原中也、芭蕉、石川啄木、
北村透谷、田中冬二、武満徹、吉岡実、鮎川信夫、岡田隆彦、大岡信などの詩論のほか、「なぜ詩を書くのか」
「詩とは、世界とはいったいなんなのか」……詩人の激しい思想をあますところなく伝える、赤裸の言葉たち。

GOZOノート　１　コジキの思想
慶應義塾大学出版会

¥10,800(＋税)

¥3,500(＋税)

田中真理編著,
川住隆一編著,菅井裕行編著

9784766423235

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

災害が「障害を襲う」ということ――障害児・者にとっては、より強く、より長く、そしてより深刻に襲いかかってく
る。自閉症などの発達障害や、重度・重複障害の子どもたちと保護者の被災体験は、特別支援教育や防災対策
に大きな課題を露呈している。障害特性の理解・啓発、地域連携型の学校づくりをどう展開していくか。東日本大
震災の被災体験から、インクルーシブな防災教育を提言する。

□

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。

慶應義塾大学出版会

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。 

-  6  -

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9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6月 商品コード □ □

アジア主義は、アジア諸国の連帯を標榜しつつ、結果として日本においては帝国主義の正当化に利用され、中
国においては国内の政治・軍事目的に利用された、いわば同床異夢の「幻視」であった。本書は、第一次世界大
戦前後から日中戦争期に至るまでのアジア主義の思想的展開を、宮崎滔天、孫文らとその継承者を軸に考察
し、日中の政治的帰結とともにその意味を再検討する。

電子書籍

□

¥5,000(＋税)

著編者名

慶應義塾大学出版会

¥15,400(＋税)

冊子購入確認

アジア主義と近代日中の思想的交錯

嵯峨隆著
9784766423488

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  -

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9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 2016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 2016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。

¥8,300(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 杉原泰雄著
9784326451081

少国民教育の中で育ち、終戦を15歳で迎えた著者。神権天皇主権原理を底にすえた明治憲法とはまったく異な
る、国民主権、立憲主義、基本的人権、民主主義、真理、平和などの価値が盛り込まれた新しい日本国憲法に
衝撃を受け、その研究に人生を捧げてきました。日本国憲法の基本的価値を歴史的に踏まえながら、現憲法の
どの価値や理念を守っていくべきかを提言します。

日本国憲法と共に生きる 「真理と平和」を求
めて

勁草書房
□

冊子購入確認

9784326654024

ロールズの提案する政治的リベラリズム、生き方や世界観の多様性のもとでの公共的理性の社会構想を手が
かりとし、特に性別に与えられる意味の多様性に注目しながら、お互いに市民として他者と対話することで生ま
れる〈自由な共生社会〉の姿を示すと共に、社会的協働を支える諸制度のビジョンを雇用、家族、政治の領域で
探求する。

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。

□

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

太陽光発電、風力発電等の普及・促進のために、わが国の複雑な土地法制を横断的に検討し解きほぐす。ドイ
ツ法との比較により浮き彫りになる、現状の法制度および運用の問題点、そしてこれからの課題と展望。再生可
能エネルギーにかかわる自治体職員、企業法務担当者、法律実務家必読の書。

□

著編者名 金野美奈子著

ロールズと自由な社会のジェンダー 共生へ
の対話

勁草書房

¥10,500(＋税)

¥3,300(＋税)

¥9,900(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 原田峻平著
9784326504282

交通、電力、ガスなどの政府による介入が強い事業では、規制を緩和しただけでは自由な競争が起こりづらく、
政府は、事業者が自発的に効率的な運営を行うようにインセンティブを与えることによって、市場機能を補完する
ことがある。本書はこのインセンティブ規制、なかでもヤードスティック規制とフランチャイズ入札を取り上げる。

勁草書房 電子書籍競争促進のためのインセンティブ設計 ヤー
ドスティック規制と入札制度の理論と実証
(KDDI総研叢書 4)

生存権の困難
勁草書房

¥17,000(＋税)

¥5,500(＋税)

著編者名 波多野敏著
9784326403233

これまでの法学史では、生存権的な権利は20世紀的な権利とされてきた。しかし社団を廃し、社会契約論を基礎
に新しい国民国家を作ろうとした18世紀末のフランス革命は、施療院など従来の社団に代わって、個人の生存を
どう保障するかという課題に直面する。本書は、議会議事録などの資料を読み込み、革命家たちがこうした課題
にどのように取り組んでいったのかをたどる。

再生可能エネルギーと国土利用 事業者・自
治体・土地所有者間の法制度と運用

勁草書房

¥14,900(＋税)

¥4,800(＋税)

著編者名 髙橋寿一著
9784326403226

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9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 2016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 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 2015年12月 商品コード □ □

台湾企業の発展戦略 ケーススタディと勝利
の方程式

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 朝元照雄著
9784326504275

一国の経済発展を支えるのはハイテク産業・企業だけでなく、インフラを支えた通信事業や金融サービス関係も
無視することができない。本書では上記の企業を取り上げ、台湾企業がいかにして世界に伍する企業に発展し
ていったかを克明にたどり、勝利の方程式と呼べるものがなにかを探求する。

¥10,800(＋税)

¥3,400(＋税)

勁草書房

¥5,200(＋税)

著編者名 成原慧著
9784326403202

¥8,100(＋税)

¥2,500(＋税)

「平成の大合併」の政治経済学
勁草書房 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中澤克佳著,宮下量久著
9784326302505

本書の特徴は、「意思決定」、「合意形成」、「財政規律」という3つのキーワードに基づいて「平成の大合併」を検
討している点にある。特に自治体（市町村）の意思決定や合意形成過程におけるアクターの振る舞いや、その要
因を検討している。また「平成の大合併」の期間における自治体の選択行動、合意形成過程と財政行動を概観
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。

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。

社会の情報化に伴い、多元化・重層化する規制。その鍵となるのが、フィルタリング、暗号、検索アルゴリズムな
どの物理的・技術的構造「アーキテクチャ」だ。アーキテクチャが表現の自由に突きつける問題に対峙して、表現
の自由の意味と価値を問い直し、伝統的な表現の自由論を情報社会の自由論へと翻訳する。

表現の自由とアーキテクチャ 情報社会にお
ける自由と規制の再構成

勁草書房

¥16,500(＋税)

著編者名 森島泰則著
9784326299102

小学校での英語教育導入や企業の英語公用語化の動きに代表されるように、国際語としての英語への関心や
必要性はますます高まっている。本書は英語を中心とした外国語の学習と使用を題材に、言語心理学にまつわ
る概念や現象を解説し、二つの言語を使うこと、つまりバイリンガリズムについて考えながら、言語と認知の関係
を解き明かす。

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

□

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。

試練にたつ日本国憲法
勁草書房

¥8,300(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 杉原泰雄著
9784326451050

安保法案、辺野古問題、改憲論などの議論が高まっている今、憲法学の重鎮が憲法と民主主義の核心につい
て解説します。憲法の市民講座を長年つづけてきた著者が、憲法の基礎知識を一冊にまとめました。資本主義
経済、地方自治、公教育と憲法の結びつきや、条文の思想的・歴史的背景、他国と比較したときの日本国憲法
の特徴など広い視野から総合的に学んでいけます。

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか
「バイリンガルを科学する」言語心理学

勁草書房

-  9  -

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9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8月 商品コード □ □

近世日本の「礼楽」と「修辞」　荻生徂徠以後
の「接人」の制度構想

東京大学出版会 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高山大毅著
9784130362580

荻生徂徠に影響を受けた思想家によって構想された「接人」＝人づきあいの制度を詳細に分析する。よき秩序を
維持し、温雅な交際を実現するための行動と言語の型―「礼楽」と「修辞」とは。博泉、江南、正志齋らが試みた
壮大で精緻な企てを跡づけ、思想史、文学史、文化史研究の新たな地平を拓く。【第5回東京大学南原繁記念出
版賞受賞作】

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。

オスマン朝宮殿の建築史
東京大学出版会 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川本智史著
9784130668569

近年、イスラーム世界における前近代最大の帝国のひとつであるオスマン朝の重要性が認識されてきたが、統
治の中心となった宮殿の建築についてはいまだ不明な点が多い。本書は、限られた当時の旅行記や絵画などの
史料を駆使し、宮廷・政治制度と儀礼空間の関係性に着目しながら、宮殿群建築の歴史的変遷の過程を明らか
にする。

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。

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。 

-  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9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6月 商品コード □ □

料理と帝国 食文化の世界史 紀元前2万年
から現代まで

みすず書房 電子書籍

¥22,500(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 レイチェル・ローダン著,ラッセル秀子訳
9784622079606

絢爛豪華な食の絵巻――そんな表現がぴったりの一冊。調理と食文化という観点から世界史を辿った圧巻の
書。丹念な調査に基づき、膨大な資料を駆使し、微に入り細にわたる大著であるが、いったん読み始めるとペー
ジを繰る手が止まらない。食に興味がある人も、社会学、人類学、宗教史的な興味の人の期待にも応える。読書
人も専門家・研究者も、料理に関わる人、食品業界の人も面白く読める本。図版68点、地図10点収録。詳細な索
引。

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
徐智瑛（ソ・ジヨン）著,
姜信子訳,高橋梓訳

9784622079804

1920-30年代、植民地資本主義の波が押し寄せた京城（旧ソウル）。恐怖と快楽が背中合わせの都市で、街路を
闊歩する「モダンガール」は女学生・カフェの女給・女工・妓生（キーセン）・ショップガールたちだった。イメージと
商品を消費し、労働力とされつつ、一部は日本に流れ出て、女工や朝鮮料理店の女給になった。その先には慰
安婦の後姿も見える。彼女たちの夢や欲望、生活、転落を追って、見えてきた新しい近代史。

みすず書房 電子書籍
京城のモダンガール 消費・労働・女性から
見た植民地近代

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。

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

文学史の「正典」を「精読」するだけで〈世界文学〉は語れるのか？　古今東西の文学作品を計量的に分析し、大
胆な着想で伝統的文学研究を風さぶる革新的な論集。

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。

遠読 〈世界文学システム〉への挑戦
みすず書房

¥15,200(＋税)

¥4,600(＋税)

著編者名
フランコ・モレッティ著,秋草俊一郎訳,
今井亮一訳,落合一樹訳,高橋知之訳

9784622079729

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。



理工学編 2016年9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 □ □

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)

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。

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。



理工学編 2016年9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 □ □

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 □ □

環境エネルギー
共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 化学工学会編
9784320088719

再生可能エネルギー、省エネルギー、エネルギー変換、汚染物質削減などの環境エネルギー技術開発につい
て、個別の具体的な要素技術の解説を通して、新たな技術開発のヒントになるよう編集した。

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。

統計学基礎
共立出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税)

サイバーセキュリティ入門―私たちを取り巻
く光と闇―（共立スマートセレクション 7）

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 猪俣敦夫著,コーディネーター：井上克郎
9784320009066

本書では、インターネットの仕組みについて、かるく流し読みしながら理解できるように体系をとっている。仕組み
を理解したうえで、インターネット上で展開されているセキュリティの技術にふれていく。その中では、暗号理論や
その応用、ネット上の攻撃技術やその防御手法を理解できる。さらに、近年注目されているセキュリティの動向と
して法律面や人材育成のための様々な取り組みについての紹介もする。

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。

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長尾文孝著

冊子購入確認

著編者名 栗木進二著,綿森葉子著,田中秀和著
9784320111554

最近、ビッグデータ、オープンデータという言葉に象徴されるように、統計学に対する知識がますます必要とされ
るようになってきている。本書は、主に文系の大学１年生を対象として、基礎の部分をわかりやすく解説した統計
学の入門書。統計学ではどのように考えるのかを読者に例を通して体感してもらうことを目的としている。そのた
め、厳密性を多少犠牲にしても、複雑な数式を用いないで、わかりやすい文章で表現している。

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。

9784320123977

C言語プログラミングをはじめて学ぶ人のためのテキスト。C言語に関する知識やルールの解説は必要最小限に
抑えて、プログラミングのアルゴリズムや考え方を中心に解説。実際にプログラムを記述していくことで、さまざま
な考え方にもふれることができる。後半では、並び替えや3重の繰り返し、再帰処理等、難易度が高いアルゴリズ
ムも取り上げる。ある程度プログラミングを経験した人でも、より深く学習できる内容となっている。

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。

海洋生態学（シリーズ 現代の生態学 10）
共立出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

楽しく学べるC言語
共立出版 電子書籍

¥7,600(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
日本生態学会編,

担当編集委員：津田敦・森田健太郎

9784320057456

海洋生態学は、生態学、海洋学、水産学など幅広い裾野を持った広大な学問分野である。本書では、まず、バッ
クグラウンドとしての物理環境、化学環境を概説し、さらに、生態学的な面白さに至るために必要な海洋学的な
知識を盛り込んだ。また、本シリーズに通底する、テクノロジーの進歩と人間社会との関係についても触れ、本書
においては、人間以外の生物と環境が織りなす生態学に加えて、人間活動との関係に1章を割いた。

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9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 □ □

冊子購入確認

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永井清著,土橋宏規著
9784339045192

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。

本書は、ロボット機構の扱い方を習得できるように、主にロボットアーム（マニピュレータ）を対象として、運動学、
静力学、そして動力学についてわかりやすく解説した。また独学ができるように、章末問題とその詳細な解答も
掲載した。

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。

高校数学でマスターする 現代制御とディジ
タル制御 本質の理解からMat@Scilab によ
る実践まで（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

ロボット機構学 (ロボティクスシリーズ 8)
（※）

コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

マルチエージェントシステムの制御 (システ
ム制御工学シリーズ 22)

コロナ社

複数のエージェントの局所的な相互作用をもとに大域的な機能を発現するシステムをマルチエージェントシステ
ム と呼ぶ。本書では、このシステムの制御理論を体系的にまとめ、基礎的な概念と研究成果を初学者向けに紹
介している。

著編者名 小坂学著
9784339032185

古典制御について書かれた『高校数学でマスターする制御工学』の続編。現代制御とディジタル制御、およびそ
れらをマイコンに実装する際の現場的な工夫を、厳選した実例を示しながら前書と高校数学の知識でマスターで
きるようにした。

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。

冊子購入確認

著編者名
東俊一編著,永原正章編著,石井秀明著,

林直樹著,桜間一徳著,畑中健志著

電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

9784339033229

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9月号 

2016年7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 2015年11月 商品コード □ □

¥950(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407337280

・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

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。

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9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 2016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 2016年6月 商品コード □ □

古典・新作　落語事典
丸善出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀧口雅仁著
9784621300350

江戸・東京落語を中心に古典落語と新作落語の「あらすじ」と詳細な「解説」を700演題収載。落語の種別（人情
噺、怪談噺など）、舞台、季節、登場人物など多数の索引からの演題検索が可能な画期的試み。『怪談牡丹灯
籠』『真景累ケ淵』『名人長二』などの圓朝作品をはじめとした長編落語の全貌がわかる構成。古典落語の舞台と
なった江戸・東京の地名を現在の地名と対照させた「落語江戸歴史地名事典」を掲載。

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。

化石ウォーキングガイド　全国版-日本各地
に眠る古生物の痕跡探し27地点

丸善出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 相場博明編著
9784621089576

既刊『化石ウォーキングガイド　関東甲信越版』を全国に拡大、各産地を熟知する現役地学教員や博物館学芸
員が中心となり、特徴的な化石スポットを実際に歩いて調査し、厳選した27地点を紹介する。ウォーキングを楽し
みながら、化石発掘まで楽しめる健康と魅力とロマンの詰まったガイドブック。気軽にウォーキングを楽しみなが
ら、化石の魅力に触れることができる一冊。

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。

サイエンス・パレット　気候-変動し続ける地
球環境（※）

丸善出版 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 MarkMaslin著,森島済監訳
9784621300459

地球上の気候をコントロールする様々な気候要因を通じて、気候システムのすべての様相を解説します。太陽エ
ネルギーが海洋大気システムによって地球の近くでどのように再分配されるか、気候がどのように地球と人間の
生活に影響を与えているか、エルニーニョなどの特徴についても具体例を含め簡潔に書かれており、最後に、気
候変化の問題に触れ、今得られている解決策を提示します。短時間で多くの知識を得られる気候の入門書で
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。

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9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 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2月 商品コード □ □

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

外来の言語の語彙を取り入れる「借用」をキーワードに、日本語にとりいれられてきた外来語と外国語の中に外
来語として定着した日本語を分析する。異文化交流による日本語の発展と変容、日本と日本語の国際社会にお
ける位置づけを考える。

¥8,300(＋税)

著編者名 澤口彰子他著

冊子購入確認

著編者名
沖森卓也編著,阿久津智編著,

岡本佐智子著,小林孝郎著,中山惠利子著

9784254516135

人体のしくみとはたらき

¥8,600(＋税)

朝倉書店

欠測データの統計解析  (統計解析スタン
ダード)

統計学への入門の最初からベイズ流で講義する画期的な初級テキスト。有意性検定によらない統計的推測法を
高校文系程度の数学で理解。
〔内容〕データの記述／MCMCと正規分布／2群の差（独立・対応あり）／実験計画／比率とクロス表／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。

ことばの借用〔第2版〕 (日本語ライブラリー)
朝倉書店

□

¥2,600(＋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。

9784254330083

福祉・介護系学生のための解剖生理テキスト。わかりやすい図に基づく丁寧な解説で、人体の機能を理解する。
〔内容〕人体の機能／骨格系／筋系／消化器系／呼吸器系／生殖器系／内分泌系／神経系／小児のからだ
／生体の恒常性／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

9784254122145

はじめての 統計データ分析  ―ベイズ的〈ポ
ストp値時代〉の統計学―（※）

朝倉書店 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 豊田秀樹著

朝倉書店 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税)

阿部貴行著
9784254128598

あらゆる分野の統計解析で直面する欠測データへの対処法を欠測のメカニズムも含めて基礎から解説。
〔内容〕欠測データと解析の枠組み／CC解析とAC解析／尤度に基づく統計解析／多重補完法／反復測定デー
タの統計解析／MNARの統計手法

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

一般化線形モデル  (統計解析スタンダード)
朝倉書店 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 汪金芳著
9784254128604

標準的理論からベイズ的拡張、応用までコンパクトに解説する入門的テキスト。多様な実データのRによる詳しい
解析例を示す実践志向の書。
〔内容〕概要／線形モデル／ロジスティック回帰モデル／対数線形モデル／ベイズ的拡張／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。

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9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 2016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5月 商品コード □ □

平成28年度 電験三種予想問題集
オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税)

染森健一著,吉村伸作画,
ビーコムプラス制作

9784274219184

簡単な図法（パースグリッド法）をもとにパースの書き順を学び、簡単かつより正確な立体物をうまく描写できるようにする、パース技法超入
門書！／本書は『立体スケッチ練習ノート』アドバンス版で、パースグリッド法をもとにパースの書き順を学び、簡単かつより正確な立体物を
うまく描写できるようにする、パース技法超入門書です。私たちの生活に身近なものをモチーフとし、基本的なプロダクトデザインの手法とし
てのパースグリッド法でモチーフを立体化して描写スキルを習得するとともに、優れたデザインの物体の模写を通じ「なぜ、この形状なの
か」を学びながら描写スキルを身に付けるねらいがあります。ワンランクアップの描写を目指したい方ににぜひ読んでほしい1冊です。

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。

マンガでわかる 電気設備

□

著編者名

なぞってカンタン！　パースグリッドスケッチ
練習ノート ―図法に基づく立体フォルムの
描き方―

オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名

グッド・マス ギークのための数・論理・計算
機科学

オーム社

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

Excelで学ぶ 時系列分析―理論と事例によ
る予測― Excel2016/2013対応版

オーム社

電子書籍

著編者名 MarkC.Chu-Carroll著,cocoatomo訳

コンピュータのそばにいるからこそ楽しめる数学！／数学は、問題に対するアプローチそのものが、特にコンピュータとの関係では
学ぶべき価値がある分野です。本書は、“A Geek's Guide to the Beauty of Numbers, Logic, and Computation”の翻訳書です。現
代数学における「問題のとらえ方」に慣れ親しみながら、本格的な数学を用いてプログラミングの理論や計算機科学の深い内容を
楽しく学んでいきます。数とは何かから始まり、一階の述語論理、公理的集合論、群論、有限状態機械、ラムダ計算、型システム、
停止問題にいたるまで、計算機がいかに数学と密接に結びついているかを27 のトピックを通じて噛みしめてみましょう。

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。

□

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

¥7,200(＋税)

電子書籍

上田太一郎監修,近藤宏編著,高橋玲子著,
村田真樹著,渕上美喜著,藤川貴司著,上田和明著

9784274219177

豊富な事例から予測手法のノウハウを解説！／本書は、2006年発行当初から好評を博した『Excelで学ぶ時系列分析と予測』の
内容を見直し、Excel2016/2013に対応して発行するものです。第1部で時系列分析の基礎を解説し、時系列分析の手法の仲間で
ある単回帰分析、重回帰分析、成長曲線、最近隣法、灰色理論の理論を解説します。第2部では平均株価、売り上げ、需要予測、
製品寿命予測等の身近なデータを使ってExcelで解析・予測します。時系列分析の基本概念である「トレンド」「周期変動」「不規則
変動」「季節変動」を中心に、各統計手法の基礎的な事項から実データによる予測事例までわかりやすく解説していきます。

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。

9784274218965

¥8,800(＋税)

オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
五十嵐博一著,笹岡悠瑠作画,

ジーグレイプ制作

9784274219160

生活を取り巻く電気設備や動力設備、配管・配線、電気室などをマンガで表現！／本書は身近な電気設備からはじめ、動力設備、配管・配
線、電気室などをマンガで表現することによりまずイメージを掴みます。また建物に必要な防災設備、避雷設備についても解説していきま
す。マンガの舞台は、老舗ホテル「天之川ホテル」。ホテルオーナー夫妻の一人娘のゆいが、ホテルの設備が劣化していることを心配しリ
ニューアル計画を立てるのですが、色々な専門家の話を聞いていくうちに、まずは電気設備についてしっかりと勉強をしないといけないのだ
と実感します。「電気設備とは何か？」「その役割は？」「電気系統の事故はなぜ発生するのか？」「機器の設置のポイントは？」等々につい
て学んでいきます―。

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。

□

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 電験三種対策研究会編
9784274506215

最近の傾向から平成28年度電験三種の問題を予想し、解答・解説！／毎年、第三種電気主任技術者試験（電
験三種）は、受験者の深い理解力を試す問題が多く出題されます。そのため、合格には過去問題の理解に加え
て、新傾向の問題にも対応できる柔軟な「応用力」が必要となります。本書は、理論・電力・機械・法規の各科目
の予想問題を3セット分収録。切り離して使える本試験形式のマークシート（答案用紙）付きで、試験本番に向け
た実力試しに最適な問題集になっています。

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。

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。



理工学編 2016年9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 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 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11月 商品コード □ □

AVRマイコンとPythonではじめよう IoTデバ
イス設計・実装

オーム社 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武藤佳恭著
9784274217906

汎用CPUとオープンソースを活用して簡単にIoTデバイスを開発しよう！／近年、注目されているIoTのデバイス製作のための解説書です。本書は、IoTデバイス設計の実践的な入門書とし
て、IoTデバイスを設計する企業のエンジニア、電子工作ユーザを主な読者対象に、実例を中心にIoTデバイスの設計・実装をわかりやすく解説します。ハードウェアにはArduinoに使われ
ている汎用性の高いAVRマイコンを用い、言語には初心者教育に定評のあるPythonを用います。AVRマイコンはWeb上にたくさんの情報がありますから初心者がつまずいても安心です。
Pythonには多くのライブラリがありますから、機械学習や画像処理といった難しいアルゴリズムが理解できなくても実装可能です。●本書のPoint：○AVRマイコン（Arduino）と各種センサ、
オープンソースを活用することで、回路設計のノウハウだとか、センサの特性だとか、通信プロトコールだとかといったややこしい基礎知識がない初心者でも、数時間で簡単にIoTデバイス
が設計・実装できるようになる！○Pythonライブラリであるscikit-learnやOpenCVなどのパッケージを利用して、中身が理解できない初心者でも、最近話題の機械学習や画像処理を簡単
に実現することができる！

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。

中規模・大規模太陽光発電システム －基
礎・計画・設計・施工・運転管理・保守点検
－

オーム社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
東京工業大学AESセンター監修,

再生可能エネルギー協議会監修,NTTファシリティーズ監修,
黒川浩助編,田中良編,伊藤雅一編

9784274505249

中・大規模の太陽光発電システムの設計・施工がこれ1冊でわかる！／2012年7月1日に、再生可能エネルギー普及促進のための固定買
取制度（FIT）が発足した。再生可能エネルギー分野のエースである太陽光発電システムは、以降、数多く設置され、規模の大規模化も進
んでいる。本書は、このような背景の中、より重要な位置を占める中規模・大規模クラスの太陽光発電システムを取り上げ、その「基礎、計
画、設計、施工、運転管理、保守点検」などのポイントやノウハウ、注意点、法令、常識などを経験豊富な執筆陣が解説するとともに、サン
シャイン計画から始まるわが国の太陽光発電の歴史や、将来像なども盛り込んだものである。太陽光発電システムにかかわる者であれ
ば、事業者、施工者ともに抑えておきたい内容である。

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。

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 オーム社編
9784274506055

8カ年の過去問題を基本から、見易く・理解しやすく・正確に解説！／第三種電気主任技術者試験（電験三種）
は、理論、電力、機械、法規の4科目の試験が実施され、出題範囲が広いうえに、問題自体のレベルが高く、受
験者には確かな計算力と理解力が必要とされています。電験三種の合格には、数多くの過去問題を繰り返し解
き、問われている内容を根本から理解することが何より大切です。本書では、過去8カ年の試験問題と解答・解説
を掲載し、基本からわかりやすく解説しています。また、別解、問題を解くポイントなども充実しています。

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。

電子書籍

□

冊子購入確認

写真満載！昆虫の観察・採集・飼育を楽しむための入門書！／本書は、趣味として昆虫採集や飼育、観察を楽しむ人たちに向けて、その魅力や具体的なノウハウを多くの写真を用いて
解説する入門書であり、「新発見」のチャンスが多い昆虫研究の分野で、自分が見つけたものが「新発見である」というためには何をすればよいかが分かる書籍です。インターネットの普及
や、パソコンやスマートフォン、デジタルカメラといった機器が高機能・低価格になり、顕微鏡や撮影機材も高性能のものが手軽に入手できるようになりました。いまは誰でもが生き物の観
察や記録、調査、研究に取り組みやすい環境が整ってきています。ブログや掲示板などに不明な昆虫の写真が投稿され、愛好家や専門家が意見を交わし、初めて記録される種や珍しい
種が発見される、といったことも起こっています。本書は、アマチュアとして研究発表するのに役立つポイントを踏まえた採取・飼育・観察・発表方法の指南書ともなっていて、入門者に向け
て採取の方法・場所・道具、観察に使うカメラの種類・撮影方法、飼育の用具・ポイント、標本づくり、研究発表のノウハウなど、役に立つ情報を満載しています。美しい昆虫の写真と事例を
豊富に盛り込みながら、楽しみながら昆虫の多様な世界を解き明かしていく研究の方法を解説します。

2016年度版 電験三種過去問題集
オーム社

¥7,700(＋税)

¥2,800(＋税)

趣味からはじめる 昆虫学
オーム社

¥7,200(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 熊澤辰徳編
9784274505836

IT Text 情報通信ネットワーク
オーム社

¥7,700(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名
阪田史郎著,井関文一著,小高知宏著,

甲藤二郎著,菊池浩明著,塩田茂雄著,長敬三著

9784274217975

情報通信ネットワークの基本と現在のネットワークの理解に必要な事項全般を解説／IT Textシリーズは情報処理学会編集
の教科書として、大学や高専などでこの間一定の評価を得てきました。本書は大学の情報・理工系学部における情報通信
ネットワークの教科書として、インターネットプロトコルを各層ごとに解説するとともに、無線ネットワークやQoS、セキュリティ、
管理など、情報通信ネットワークの基本と現在のネットワークの理解に必要な事項全般を解説するものです。なお、インター
ネットプロトコルについては、利用に密着したアプリケーション層からデータリンク層へという流れで解説します。

IT Text 情報と職業（改訂2版）
オーム社

¥6,900(＋税)

¥2,500(＋税)

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 駒谷昇一著,辰己丈夫著
9784274216756

高校教科「情報」の教職課程必修科目の教科書／IT Textシリーズは情報処理学会編集の教科書として、大学
や高専などでこの間一定の評価を得てきました。本書は教科「情報」の教職課程やJABEE認定課目の教科書と
して2002年に発行したものの改訂版で、発行後10年以上を経過した現状に照らして、初版の趣旨を踏襲しつつ
改訂2版として、最近活発なソーシャルメディアやスマホでのコミュニケーション、セキュリティ問題など、仮想化の
進展を踏まえ最新の状況で全面的に見直したものです。
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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。
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理工学編 2016年9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 □ □
著編者名

小泉寿男著,辻秀一著,
吉田幸二著,中島毅著

9784274218415

ソフトウェア工学の基礎事項に基づいた教科書／IT Textシリーズは情報処理学会編集の教科書として、大学や
高専などでこの間一定の評価を得てきました。本書はソフトウェアの設計からプロジェクト管理までのソフトウェア
開発について、最近のオブジェクト指向の手法を中心に、開発に必要な一連の作業の基本事項から実践までを
学ぶことを目的としたものです。改訂2版では、Webソフトウェア開発など最新技術を盛り込むとともに、例題を多く
入れ、文系の学生などにもわかりやすい内容となっています。

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。

IT Text ソフトウェア開発（改訂2版）
オーム社

¥7,700(＋税)

¥2,800(＋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。
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医学編 2016年9月号 

2016年8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7月 商品コード □ □

2016年7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5月 商品コード □ □

臨床病理検討会の進め方・活かし方―CPC
の作法

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青笹克之編,菅野祐幸編
9784521744087

CPC（臨床病理検討会）の進め方・活かし方を本格的に解説したわが国で初の書籍！ 臨床と病理の議論の場で
あるCPCを今後どのように診療に活かしていくか。医療の質を高めていくために必要なCPCの効果的な進め方
を、多くの症例から解説する。各症例にはセフルアセスメントを付すなど、若手医師の学習にも配慮し、臨床研修
に必須のCPC研修レポート作成にも役にたつ。

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。

著編者名

データで読み解く発達障害
中山書店 電子書籍

¥19,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

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。 
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医学編 2016年9月号 

2016年8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 2016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 2016年6月 商品コード □ □

医師のためのノンテク仕事術
羊土社 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 前野哲博編
9784758117920

今、求められる技術が身につく！人材育成、業務改善、マネジメント、問題解決の原理原則など高いパフォーマ
ンスを発揮する組織をつくるためのスキルを実践例を交えて解説！さまざまな悩みが劇的に解消される！

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。

胸部X線・CTの読み方 やさしくやさしく教え
ます！

羊土社 電子書籍

著編者名 中島啓著

「読影手順は？」「どこに異常があるの？」「所見の正しい表現は？」など読影の基本の悩みを解決！手順と解剖
をふまえた簡潔・丁寧な解説で、所見と鑑別が面白いほどわかる！症例問題で理解度チェックもできる！

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。

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

9784758111850

麻酔科専門医をめざす専攻医は必読の、本格的に循環管理を学ぶための入門書！各種循環モニターの原理と
特徴、機器ごとの違いがよくわかる！周術期の麻酔に携わる医師や、臨床工学技士、看護師など、幅広い方に
おすすめ！

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。

麻酔科医として必ず知っておきたい周術期
の循環管理

羊土社

¥24,500(＋税)

¥7,400(＋税)

著編者名 国沢卓之編
9784758111164

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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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

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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　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 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒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


