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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 2017年5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 2017年3月 商品コード 1024589441 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589442 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589443 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589444 □ □

□

冊子を購入または
発注の場合は、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 電子書籍

環境法の考えかたⅠ―「人」という視点から

電子書籍

冊子購入確認

環境法の考えかたⅡ―企業と人とのあいだ
から

慶應義塾大学出版会

¥8,100(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 六車明著
9784766424058

ひとりひとりにとっての環境という第Ⅰ巻の視点から広げて、社会のなかの、会社や企業にとっての環境というも
のをとらえる。
密接な関係にある環境と経済のかかわり、原子力法制、国立マンション訴訟や、日本で最大級の産業廃棄物不
法投棄事件といわれた豊島事件などを題材にして、「ある個人」にとっての法という新しい視点から、企業・会社、
その周りにある人の環境とは何かを考える。

¥8,100(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名

□

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。

「あなたの大切な人」にとってのよい環境とは何だろうか？公害や環境保全といった問題だけでなく、日常生活に
直結する“ 個々の人”の環境問題までを考える。
かつては裁判官として、また学生とともにある研究者として生きてきた著者が、「躁鬱」や「認知症」といった身近
なテーマや、ウサギが原告となった「アマミノクロウサギ訴訟」等興味深いテーマをも、例にとりあげながら、環境
と法のもっとも基本であるべきことを考える。

六車明著
9784766424041

Fukuzawa Yukichi on Women and the
Family

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥21,600(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
福澤諭吉著,

ボールハチェット・ヘレン訳

9784766424140

福澤諭吉にとって「女性」と「家族」のあり方は、文明のあり方、さらには日本の独立を考えるうえで、欠くべからざ
る重要な喫緊なテーマの一つであり、生涯にわたり多くの「女性論」「家族論」を著した。
本書は、福澤諭吉の「女性論」、「家族論」の代表的な11著作と52通の書簡を選出、一冊に編纂、翻訳する。さら
に、海外の読者を想定して、最新の研究成果をもとに詳細な注を施し、世界的規模での福澤研究の一助となるこ
とを目的とする。

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

自然地理学―自然環境の過去・現在・未来
第5版

冊子購入確認

著編者名 松原彰子著
9784766424003

温暖化をはじめとする地球環境問題および地震・火山災害などの諸課題を自然地理学の立場から解説した入門
書。大気・海洋・地盤環境の過去から現在までの変化過程とその原因、さらに将来予測について、豊富な図表・
写真を交えて平易に説明した待望の増補改訂版。

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

¥2,400(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,500(＋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。 

-  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 2017年5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 2017年3月 商品コード 1024589460 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589461 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589462 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589463 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024589464 □ □

¥8,400(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 大饗広之著
9784326299232

統合失調症や境界例が軽症化する一方、3割近くの若者が経験しているという人格の多元化や、アスペルガー
症候群などが時代の前景に押し出されている。本書はこういった潮流を「中心のない多元化」という概念で括り、
一般的な学生や臨床例に見られる諸現象を挙げながら、精神に引き起こされている今日的変容を浮き彫りにし
ていく。

電子書籍

いまや4年制大学に進学する人が5割を超えるようになったが、その半分の学生が貸与型奨学金を利用してい
る。この現実から、はたして日本における「教育の機会均等」はどこまで進められているのか。世帯間の所得格
差が拡大するなか、貧困の親から子への連鎖を断つため、十分な制度は用意されるようになっているのか。
等々を考察する。

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。

大学への教育投資と世代間所得移転 奨学
金は救世主か

勁草書房

¥11,300(＋税)

中国の大国外交への道のり 国際機関への
対応をめぐって (現代中国地域研究叢書18)

勁草書房

¥12,800(＋税)

¥4,000(＋税)

9784326349081

既存の大国と新興の大国との間で対立が激化し、パワー・バランスが変化するときに、国際秩序は挑戦を受ける
とよく言われる。なかでも巨大で、非民主主義国家の中国が大国化することは国際秩序に与えるインパクトが大
きい。本書は国際機関を国際秩序を維持する装置と捉え、中国の対国際機関外交を実証的に分析する。

著編者名 樋口美雄編著,萩原里紗編著
9784326504350

ライブ・経済史入門 経済学と歴史学を架橋
する

勁草書房

¥8,200(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 小田中直樹著
9784326550784

太古の昔から人類は生きるためにものを作り、使いつづけてきた。歴史学と経済学の知見を活用しつつ、この経
済システムの時間的な流れを明らかにし、歴史のなかで登場した諸システムの特徴のメカニズムと変化のプロセ
スを追う「経済史学」――その定義、歴史と展望、そして成果をコンパクトに一望する、入門書の新しいスタンダー
ド。

勁草書房 電子書籍
幻想としての＜私＞ アスペルガー的人間の
時代

電子書籍

□

冊子購入確認

□

□

著編者名 吉川純恵著

冊子購入確認

¥3,500(＋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。

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。

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

電子書籍

□

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

同居家族介護における主介護者続柄割合は娘19.1％、嫁17.3％、息子16.3％。要介護高齢者への虐待加害者
続柄割合は娘16.4％、嫁5.2％、息子40.3％。息子加害者の割合がかくも高いのはなぜか。「男性＝暴力的」図式
を退け、老親介護という、息子としてしか存在しえない場で彼らが経験する重圧と軋轢をジェンダーの視点から
分析する。

介護する息子たち 男性性の死角とケアの
ジェンダー分析

勁草書房

¥8,200(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 平山亮著
9784326654055

冊子購入確認

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。 

-  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 2017年5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 2017年2月 商品コード 1024589465 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年1月 商品コード 1024589466 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589467 □ □

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 大塚正之著
9784326403295

実務の現場で条文を使いこなせるようになることを目的として、実際にどのように条文が活用されているのかを
明らかにしつつ、丁寧に逐条解説を施す。既刊の民法親族編に続く第2弾、民法相続編。弁護士、司法書士等の
法律実務家、調停委員、ADRにかかわる方必携。

電子書籍

□

冊子購入確認

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

著編者名 井村圭壯編著,今井慶宗編著
9784326700974

社会福祉の歴史・法律・組織・制度・施設・技術・資格――想いを形にする力を得るために。最新データを網羅し
た第5版。入門者必携。

社会福祉の基本体系　第５版 (福祉の基本
体系シリーズ①)（※）

勁草書房

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋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。

著編者名 大矢根聡編
9784326302536

日本の国際関係理論は海外の諸理論、特にアメリカからの輸入に依存しており、独自性に乏しいと批判されが
ちである。しかし本当にそうなのだろうか？　高坂正堯や坂本義和は輸入理論をどう受け止めていたのか？　本
書は主要理論の「輸入」の態様をあらためて検討し、そこに見られる葛藤と日本の独自性を再評価し、今後の方
向性を展望する。

臨床実務家のための家族法コンメンタール
（民法相続編）（※）

勁草書房

¥11,700(＋税)

¥3,700(＋税)

日本の国際関係論 理論の輸入と独創の間
勁草書房

¥15,700(＋税)

¥5,000(＋税)

-  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 2017年5月号 

2017年3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 2017年2月 商品コード 1024195223 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024195224 □ □

Reweaving the Economy　How IT affects
the borders of country and organization

東京大学出版会 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木聡一郎著
9784130470698

情報技術は国家・地域と産業組織の境界をどのように変えてきたか。日本企業を題材に、ITが可能にした情報
サービスのアウトソーシング、クラウド、マス・コラボレーションなどをめぐり、相手国ごとに異なる国際分業の生産
性、雇用への影響など、複雑かつ多面的な現象を明晰に説明する。【英文書籍】

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。

アメリカ教師教育史　教職の女性化と専門
職化の相克

東京大学出版会 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐久間亜紀著
9784130562263

今なお女性が多くを占め、専門性より「実践的」養成を求める声に晒されるアメリカの教師教育。19世紀州立師
範学校における葛藤を生き、越え出ようと模索した女性教師たちを追うことによって、こんにち日本の教育改革で
も繰り返し問われる教師教育の専門性、女性の労働の問題を照射する。

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。 

-  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 2017年5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12月 商品コード 1024589458 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589459 □ □
著編者名 草光俊雄著

9784622079859

ピーター・バークから御木本隆三まで歴史と人間に向かう闊達な精神の軌跡を一本とする。『明け方のホルン』の
著者、初のエッセイ選。

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

歴史の工房 英国で学んだこと
みすず書房 電子書籍

¥13,500(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

みすず書房 電子書籍

書簡の時代 ロラン・バルト晩年の肖像

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

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 アントワーヌ・コンパニョン著,中地義和訳
9784622085638

世界的文学史家となった著者が40年ぶりにバルトからの手紙を読みつつ、青年期の自画像と「ロラン」の生き方
を重ねて描く名エッセー。

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。 

-  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 2017年5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 2017年3月 商品コード 1024589445 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589446 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589447 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589448 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589449 □ □

2009年総選挙で民主党は政権交代を果たしたものの、2012年総選挙では自民党が再び政権に復帰した。こうし
た政治変動期の日本政治を、圧力団体に着目して分析し、政治家や有権者の分析だけでは見えてこない、社会
の側のより構造的な変化を明らかにする。

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。

政治変動期の圧力団体
有斐閣

¥11,600(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 辻中豊編
9784641149182

電子書籍

行政不服審査法の逐条解説〔第2版〕

家事事件手続法〔第3版〕（※）

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

9784641227217

2014年に全面改正された新行政不服審査法の、第一線の研究者の手になる信頼の逐条解説。政省令に対応、
解説の内容も一層充実した、改訂最新版。実務や研究、学習にも必携の1冊。

宇賀克也著著編者名

有斐閣

有斐閣

¥12,100(＋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

¥5,500(＋税)

9784641136373

家事調停・家事審判・人事訴訟を１冊で解説する好評概説書の第３版。「家事事件手続法」に基づき、全面改
訂。家族観の複雑化・多様化に伴い、家事事件に関する紛争が多発する中、最高の執筆陣が実務上の様々な
問題点について判断の拠り所を与える。

梶村太市編著,徳田和幸編著著編者名

労働契約という視点から労働法に切り込み、労働契約をめぐる法全般を理論的に描き出す、最高水準の体系
書。緻密な筆致により、「労と使」という特別な契約関係を規律するルールの神髄に迫る。8年ぶりの全面改訂。

¥6,000(＋税)

¥2,700(＋税)

¥15,200(＋税)

¥6,900(＋税)

著編者名 土田道夫著
9784641144866

標準 著作権法〔第3版〕（※）
有斐閣

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 高林龍著
9784641144965

複雑な条文構成から、全体像を把握して学ぶことが難しい著作権法。その基本をおさえられるよう、わかりやすく
一貫した叙述を心がけた。著者ならではの実務的な視点からの解説も特長。第３版では、平成26年改正等に対
応し、注目される判例も多数取り入れた。

労働契約法〔第2版〕（※）
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。 

-  8  -

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 2017年5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10月 商品コード 1024589450 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589451 □ □

出版社

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12月 商品コード 1024589452 □ □

有斐閣

¥5,300(＋税)

¥2,400(＋税)

グローバル化の進展に伴って、経済危機や災害のショックが、国境を越えて波及する。こうしたショック波及に対
する自治体・企業・家計の対応を、長期財政データ、国際比較、金融危機や自然災害の事例分析を通じて明ら
かにし、日本の今後の望ましい政策を探る。

保険学〔補訂版〕（※）
有斐閣

¥5,300(＋税)

¥2,400(＋税)

グローバル化とショック波及の経済学 地方
自治体・企業・個人の対応

有斐閣

¥8,600(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名 小川光編
9784641164857

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。

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 栗山浩一著,馬奈木俊介著
9784641177246

専門知識を持たなくともエッセンスを確実に理解できるように、具体的な環境問題を取り上げて丁寧に解説した
入門書の最新版。パリ協定など温暖化政策の最新の動向を反映し、図表やトピックスも更新した。本書のウェブ
サポートページでは経済実験を体験できる。

著編者名 近見正彦編,堀田一吉編,江澤雅彦編
9784641184343

総合科学としての保険学のエッセンスを、伝統的な体系をふまえながらも現代の状況に即した形で、簡潔明瞭に
解説。理論と現実をバランスよく学べて好評のテキストを、斯界の激しい変化に鑑み、統計データを中心にアップ
デート。

環境経済学をつかむ〔第3版〕（※）

-  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 2017年5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 2017年4月 商品コード 1024589453 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589454 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1024589455 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1024589456 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1024589457 □ □

□

冊子購入確認

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

中近世の生業と里湖の環境史
吉川弘文館

¥27,500(＋税)

近年、国際的に関心が高まる「環境史」。里山・里海と並ぶ「里(さと)湖(うみ)」として、琵琶湖・淀川水系をフィー
ルドに「二次的自然」の環境史を展開。各時代の絵図・文書の分析に地形復原や生態学的知見を重ね合わせ、
里湖の生態系の成立と変化のプロセスを論じる。古代以来の水辺の複合生業と資源管理の実態から、人間と自
然との関わりを解明した注目の書。

¥9,500(＋税)

著編者名 佐野静代著

中世武士は地方の所領に根を下ろすイメージが強いが、実際には北は陸奥から南は薩摩まで列島間を移動し
ていた。京都や東国と関わりを持ちつつ、九州で活動した中世成立期の有力武士団を取り上げて実態を検証。
在京活動のなかで各地から出仕してきた傍(ほう)輩(ばい)とのネットワークを築き、様々な情報を得て果敢に活
動の空間を広げた武士たちの姿に迫る。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍
列島を翔ける平安武士 九州・京都・東国
(歴史文化ライブラリー 446)

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

□

9784642058469
著編者名 野口実著

¥5,700(＋税)

江戸の蔵書家たち (読みなおす日本史)
吉川弘文館

¥1,700(＋税)

総力戦のなかの日本政治 (日本近代の歴
史 6)

吉川弘文館

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 源川真希著
9784642068178

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

電子書籍

江戸時代中後期、商業出版が盛んになり、多くの書物を収集する武士や町人が現れた。体系的に書物を蓄積し
た小山田与(とも)清(きよ)、屋代(やしろ)弘(ひろ)賢(かた)、狩谷棭(えき)斎(さい)、塙(はなわ)保己一(ほきいち)ら
の知的営為と目指したものを、遺された目録や解題、索引から探る。

¥2,400(＋税)

9784642029360

電子書籍

¥8,000(＋税) □

冊子購入確認

電子書籍

□

著編者名 岡村敬二著
9784642067249

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

日中戦争、日米開戦、そして敗戦に至る戦争の時代。翼賛体制・統制経済・大東亜共栄圏は、いかに構築され
たのか。さまざまな政治勢力や錯綜する国家構想を整理し、社会構造の変容をふまえて総力戦体制をとらえる。

冊子購入確認

江戸鷹場制度の研究
吉川弘文館 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山﨑久登著
9784642034777

領主が鷹を放って狩猟する特定の場所だけでなく、狩りが行われない村にも規制や役負担をかけていた鷹場制
度。近世中期以降、江戸及びその周辺地域に設定された制度の実態を「御場肝煎制」などの制度面、役負担が
地域で果たした機能面、藩領在地代官と鳥見の関係などの行政面から追究。当該地域における役割を解明し、
制度の特質に迫る注目の書。

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

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。



理工学編 2017年5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 1024589641 □ □

出版社

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 1024589642 □ □

出版社

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 1024589643 □ □

出版社

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 1024589644 □ □

出版社

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 1024589645 □ □

データベース応用―データモデリングから実
装まで―（未来へつなぐ デジタルシリーズ
34）

共立出版 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
片岡信弘著,宇田川佳久著
工藤司著,五月女健治著

9784320123540

本書は、本シリーズ26巻『データベース』のシステム実装に関する部分を掘り下げ、データベース業務システムの
実装の演習を行うことを目的としている。一方、本書で、データベース業務システム実装をまず学び、その後、本
シリーズ26巻『データベース』で、より広くデータベース全体を学習することも可能である。

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。

代数曲線入門
共立出版 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税)

美の起源―アートの行動生物学― （ 共立
スマートセレクション　10）

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺茂著,コーディネーター：長谷川寿一
9784320009103

私たちの美意識の基礎には進化的な基盤がある。本書は、ヒトの美的感覚を行動生物学の視点からとらえた本
邦初の書籍である。ヒトの美や芸術の特徴を動物との比較によって明らかにすることで、ヒトの美の特殊性に光
をあてる。

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。

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
三村昌泰編集,竹内康博編集,
森田善久編集,矢崎成俊著

冊子購入確認

著編者名 宮西正宜著,増田佳代著
9784320111448

本書は、学部3年次程度の代数学の講義のうち環論の知識を仮定して、代数曲線について初歩から解説し、因
子と線形系による代数曲線の射影空間への埋め込みなど、代数曲線を本格的に研究するための基礎知識を与
えることを目的としている。環論の必要な知識は第１章で復習しているので、学部３年次以下の学生でも学習す
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。

9784320110052

本書は、さまざまな身近な現象が数学の言葉で表現できること、そして数学的に記述された方程式を解析するこ
とによって、現象の理解が進むことを実感できる本である。ガリレオ・ガリレイは、自然という書物は数学という言
葉で書かれているという趣旨の至言を述べたことで有名だが、本書の趣旨も同じである。

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。

行動科学の統計学―社会調査のデータ分
析―（クロスセクショナル統計シリーズ　5）

共立出版 電子書籍

¥12,900(＋税) □

¥3,900(＋税)

界面現象と曲線の微積分（シリーズ・現象を
解明する数学）

共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
永吉希久子著,照井伸彦編

小谷元子編,赤間陽二編,花輪公雄編

9784320111219

本書は、社会調査データを用いた計量研究のための統計入門書である。本書の特徴は、①実際の社会調査
データを用い、分析手法だけでなく結果の解釈の方法についても説明している点、②各分析手法についてRを用
いた分析の方法を解説している点、③練習問題や参考文献によって自分で知識を身に付けることができるように
している点にある。

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。

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 2017年5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 1024589636 □ □

出版社

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 1024589637 □ □

出版社

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 1024589638 □ □

冊子購入確認

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 望月修著
9784339067514

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

バイオミメティクスとは生物の上手な生き方から新しい技術を学ぶ方法である。本書では、生物のさまざまな不思
議を基礎的な物理を使って解き明かしている。物理の視点から生物を観察・解釈して楽しむとともに、気づきの
力を養う一冊。

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。

CGとゲームの技術 (メディア学大系 2)（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

物理の眼で見る生き物の世界 バイオミメ
ティクス皆伝

コロナ社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

はじめての老化学・病理学 人間科学のため
のライフサイエンス入門（※）

コロナ社

寿命と老化を中心に解説し、老化に伴って発症する身近な疾患の病理学を学べるよう構成。我々がなぜ老化
し、病気になり、やがて死に至るのかを考え、天寿を全うするにはどのような科学的信頼のある方法があるのか
を理解してほしい。

著編者名 三上浩司著 ほか
9784339027822

本書は、ゲーム開発の歴史的経緯から現在のゲーム産業界の現状・企画・開発そしてリアルタイムCG技術ま
で、ゲーム開発に関わるさまざまな要素技術を総合的に学ぼうとする人を対象としたゲーム開発とCG技術のテ
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。

冊子購入確認

著編者名 千葉卓哉著

電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

9784339078114

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 

-  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 2017年5月号 

2017年4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4月 商品コード 1024394785 □ □

出版社

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10月 商品コード 1024394786 □ □

理工系のための統計入門 (事例でわかる統
計シリーズ)

実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
景山三平監修,元山斉編,
伊藤有希編,高橋一編

9784407337242

●理工系の分野で用いられる統計の基礎を学ぶためのテキスト。 ●フリーソフトRを用いて分析する方法に触れ、研究にお
ける統計利用に役立てられる。●各章のはじめに，キーワード・目的を明示し，その章の課題を設定して解決していく形式。
●本文中に内容の理解を助ける例題、練習問題，章末には演習問題を掲載。巻末に練習問題の略解を掲載。●章末に“理
解の確認ポイント”を挙げ、その章での理解度をチェック。また、必要な参考文献を提示。●随所に親しみやすい話題のコラ
ムを掲載。

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。

経済・経営系のための統計入門 (事例でわ
かる統計シリーズ)

実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
景山三平監修,元山斉編,
伊藤有希編,高橋一編

9784407337112

中学・高校での統計の基本を確認し、経済・経営系の事例のデータを基にして統計を学ぶ入門書 ●授業で扱う「基礎編」と、やや発展的な
「実践編」の2段階で学べるテキスト●ていねいな説明で理解しやすいテキスト●興味をひく豊富な具体的データで統計を身近にとらえられ
ます●各章のはじめに、その章で学ぶキーワード・目的を明示し、その章の課題を設定し、その章で解決していく形式●豊富な図やグラフ
で視覚的にも理解しやすい●例題はマークを付けて見やすくしてあります●重要事項には枠囲みがしてあります●章末にはレポート提出
できる演習問題を掲載●章の終わりには理解の確認ポイントを置いてその章の理解度をチェックできる●各章の最後には歴史や親しみや
すい話題のコラムを掲載●各章末にはその章で必要な参考文献を提示

冊子を購入または
発注の場合は、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。 

-  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 2017年5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12月 商品コード 1024589634 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年1月 商品コード 1024589635 □ □

現代理論物理学シリーズ6
トポロジカル絶縁体・超伝導体(※)

丸善出版 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野村健太郎著,稲見武夫編,川上則雄編
9784621301036

本書では、量子力学とトポロジーに関する平易な解説からはじまり、トポロジカル絶縁体・超伝導体を導入し、そ
の理論の基礎を固めます。そして、Weyl半金属や、トポロジカル電磁応答、トポロジカル超伝導体Majoranaモード
などの第一線の物性物理学の研究を丁寧に解説します。物性物理学を志す大学4年生の方や、修士課程の大
学院生の方、また他分野の研究者の方にも興味深い一冊といえるでしょう。

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。

47都道府県 乾物／干物百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 星名桂治著
9784621300473

乾物/干物は、厳しい季節を乗り切るため、古来より地元の人の知恵と工夫によって生み出されてきた食材、食
品である。生ものよりも保存性が高く、うま味を凝縮した食材としてさまざまな地域で変化を遂げ、地元の味を生
み出している。本書では、乾物の種類、作り方から食べ方まで一挙紹介。小豆、米粉、干物、パン粉等、日本食
のすみずみに入り込む乾物・干物についてその違いや作り方までを解説。

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

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 2017年5月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年6月 商品コード 1024629010

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年6月 商品コード 1024629011

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年7月 商品コード 1024629012

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年5月 商品コード 1024629013

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN

底本発行年 2016年5月 商品コード 1024629014

常微分方程式の新しい教科書 （※）
朝倉書店

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名 堀畑和弘著,長谷川浩司著
9784254111460

理学・工学・経済学などの基礎教養である常微分方程式を丁寧な解説と具体例と共に学ぶ。〔内容〕なぜ微分方
程式を学ぶのか／微分方程式を学ぶための言葉／変数分離形・同次形／一階線形微分方程式／完全微分方
程式／対角化による計算／他

納得しながら物理数学  (納得しながら学べ
る物理シリーズ 5)（※）

朝倉書店

¥10,600(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 岸野正剛著
9784254136456

物理学のために必要な数学の基礎を丁寧に解説〔内容〕納得してみれば難しくない物理数学／ベクトルと行列
／複素数・微分・積分／関数の展開式と近似計算法／微分方程式／フーリエ解析／複素関数論

流れのすじがよくわかる 流体力学
朝倉書店

¥11,900(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名 小森悟著
9784254231434

機械工学，化学工学をはじめとする多くの分野の基礎的学問である流体力学の基礎知識を体系立てて学ぶ。ま
ず流体の運動を決定するための基礎方程式を導出し，次にその基礎方程式を基にして流体の種々の運動につ
いて解説を進める。

コンピュータと数学  (現代基礎数学 2)（※）
朝倉書店

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 高橋正子著
9784254117523

プログラミング初心者でも独学できる，コンピュータの原理を数学的に理解するための教科書。〔内容〕簡単なプ
ログラムによる計算の表現／初等関数とNプログラム／原始帰納的関数と帰納的関数／万能関数と再帰定理
／他

世界はなぜ争うのか
   ―国家・宗教・民族と倫理をめぐって―

朝倉書店

¥6,200(＋税)

¥1,850(＋税)

著編者名
福田康夫著,H.シュミット著,M.フレーザ―他著,

J.ローゼン編,渥美桂子訳

9784254500226

続発する国際紛争やテロ。これらを武力で解決しても，相互理解と寛容の精神がなければ争いは繰り返されるだ
ろう。各国の元首脳と宗教指導者によるＯＢサミットの討論と提言。〔内容〕倫理的意思決定，寛容と理解，宗教と
暴力，将来への道筋

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 2017年5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 2017年3月 商品コード 1024589639 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589640 □ □

9784274220333

電子書籍

著編者名 小高知宏著

自然言語処理と深層学習が一緒に学べる！／本書は、人工知能研究における主軸の一つである「自然言語処
理」について、わかりやすく解説するものです。人工知能研究における自然言語処理分野でよく用いられる機械
学習の理論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。単に概念を羅列す
るのではなく、豊富な実装例や演習問題を通して、自然言語処理の理論と実践をバランスよく学べるように紹介
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。

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

¥6,900(＋税)
自然言語処理と深層学習 －C言語によるシ
ミュレーション－

オーム社

電子書籍

小松博史著
9784274220340

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

かんたん！スマートフォン＋FlashAirで楽し
むIoT電子工作

オーム社
□

冊子購入確認¥2,000(＋税)

スマホ＋FlashAir(TM)でIoT電子工作をはじめよう！／本書は、スマートフォンと無線通信（無線LAN搭載SDカー
ド FlashAir（東芝）を使用）を活用した電子工作の入門書です。極めて身近なデバイスとなったスマートフォンと
USBによる基本的な電子工作からFlashAirによる無線の電子工作、Twitterにペットのようすをアップロードする
IoTシステムの構築までを解説します。ブー先生とたっくん、みきちゃんの3名の登場人物が対話形式で、実際に
回路やプログラムを構築していくので楽しく読み進めることができます。

¥5,500(＋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 
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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 2017年5月号 

2017年4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12月 商品コード 1024394635 □ □

2017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12月 商品コード 1024019801 □ □

はたらくしくみがマンガでわかる！いでんし
ずかん

化学同人 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北村雄一著
9784759819236

遺伝子が役目をもつことは知っていても、どんなふうにそれを果たすかイメージできますか？　本書では、生命を
司るさまざまな遺伝子のうち、最初に卵から体をつくるもの、細胞を死に導くもの、そしてがんが生じさせるもの、
をピックアップし、ダイナミックに絡み合いながら働く遺伝子の様子をマンガで楽しくわかりやすく紹介します。大
胆にも擬人化されキャラクターになった遺伝子たちの姿をお楽しみ下さい。

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

ライフサイエンスのための化学
化学同人 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
安藤祥司著,熊本栄一著,
坂本寛著,弟子丸正伸著

9784759818277

生命科学を学ぶために必要な化学の概念や考え方が理解できる、１，２年次向けの教科書。好評の第1版を全
面的に見直し、生体分子を学ぶための化学の基礎、生体分子とそのはたらき、生体化学反応とエネルギー、生
体をとりまく分子などについて記述を充実させた。

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。



医学編 2017年5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 2017年3月 商品コード 1024589632 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1024589633 □ □

最新ガイドライン準拠　小児科診断・治療指
針　改訂第２版

中山書店 電子書籍

¥64,200(＋税) □

¥26,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 遠藤文夫編
9784521744865

総合診療といわれる小児科診療では、患児の全体を見据えた系統的な診察力と、専門領域を完遂する高い技
術力の双方が求められる。同時に、急激に進行する小児科疾患に対応するためには、手際よく検査を進め、的
確な治療を開始しなくてはならない。臨床力を高め、実践するための、小児科医必携の書。小児科専門医をめざ
す研修医の学習書として、また診療の第一線で働く医師のベッドサイド虎の巻としても活用できるプラクティカル
なガイドブック。初版を改訂し、強力にバージョンアップ。

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

薬学倫理・医薬品開発・臨床研究・医療統
計学 (臨床薬学テキストシリーズ)（※）

中山書店 電子書籍

¥11,700(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
乾賢一監修 ,安原眞人編,
佐藤俊哉編,平山佳伸編

9784521744476

安全かつ効果的な医薬品を開発し、活用され続けていくためには、どのような倫理原則をふまえ、臨床研究を行
い、医療統計学を活用していくべきなのかを解説。また、新薬（後発医薬品を含む）が販売されるまでに必要な手
続き、関係する国内外の最新の法律・制度の知識なども盛り込まれている。

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。

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 2017年5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 2017年3月 商品コード 1024589629 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年3月 商品コード 1024589630 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年4月 商品コード 1024589631 □ □

一般内科、総合診療でよく出合う疾患について、各ガイドラインの要点と、ガイドラインと現場とのギャップを埋め
る国内外のエビデンスを1冊に。実際の現場ではどう考えるか、どこまで診るか、がサッと調べられます。

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。

Common　Diseaseの診療ガイドライン
羊土社

¥15,200(＋税)

¥4,600(＋税)

著編者名 横林賢一編,渡邉隆将編,齋木啓子編
9784758118095

ぜんぶ絵で見る医療統計
羊土社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 比江島欣慎著
9784758118071

まるで「図鑑」な楽しい紙面と「理解」優先の端的な説明で、医学・看護研究に必要な統計思考が“見る見る”わ
かる。臨床研究はガチャを回すがごとし…？！統計嫌い克服はガチャのイラストが目印の本書におまかせ！

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

バイタルサインからの臨床診断　改訂版
羊土社 電子書籍

著編者名 宮城征四郎監修,入江聰五郎著

バイタルサインは病態へ通じる…6つのバイタルをどう読み解き、何をすべきかを丁寧に解説した好評書が改
訂！20の症例をもとに、現場に即した考え方が身につく！バイタルをとるすべての医療者にオススメ。

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。

¥12,900(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

9784758118064

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。



■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】

　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&Fビル1 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

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【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 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3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


