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　「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3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3パターンから、購入方法をお選びください。

②選書する場合は、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。

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

電子書籍価格 ¥4,400(＋税) □
冊子定価 ¥2,000(＋税) 冊子購入確認

私たちの生活の何と行政が関わっている？　行政の仕組みと役割は？　行政と争うときはどうする
の？　身近なようで，イメージのつかみにくい行政法を，事例や図表を用いて，コンパクトにわかりやす
く解説した。初学者が行政法の力をつけるために最適な入門テキスト。

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □
著編者名

野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3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 

「３.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6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 1024775794 □ □

出版社

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 1024775795 □ □

出版社

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 1024775796 □ □

出版社

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 1024775797 □ □

出版社

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 1024775798 □ □

¥18,700(＋税)

¥6,000(＋税)

著編者名 石井夏生利著
9784326403356

AIやビッグデータ、IoTなどの技術が定着し、個人を取り巻くネットワーク環境は、ここ数年でもめまぐるしく変わっ
ている。欧州では2016年にデータ保護指令が大改正され、米国間の交渉も進み、世界的にも注目された。こうし
た中、国内外のプライバシー・個人情報保護法制度の動きを捉え直し、日本の個人情報保護法制の将来像を論
じる。

電子書籍

若者の間の格差・不平等の現状はいかなるものなのか。格差はどの時点で生まれ、連鎖していくのか。本シリー
ズは10年近くに亘る追跡調査データを分析したものである。第1巻では学歴を取得する過程、学校から職場への
移行、職業キャリアを、第2巻では未婚から既婚への移行と親役割の取得を、第3巻では意識や価値観変化を分
析する。

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

教育とキャリア (格差の連鎖と若者 1)
勁草書房

¥9,700(＋税)

著編者名 石田浩監修,編
9784326648825

ライフデザインと希望 (格差の連鎖と若者 3)
勁草書房

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名

タイ・プラス・ワンの企業戦略 (ERIA=TCER
アジア経済統合叢書 6)

勁草書房

¥13,900(＋税)

¥4,500(＋税)

9784326504381

世界にその存在感を大きく増してきている産業集積地としてのタイの実態を、CLMV（カンボジア・ラオス・ミャン
マー・ベトナム）諸国に進出している企業の現状および企業の立地戦略、進出対象のひとつである国境開発の
現状と課題、インフラ開発の一手段であるPPP（官民パートナーシップ）等から分析していく。

石田浩監修,佐藤香編
9784326648849

若者の間の格差・不平等の現状はいかなるものなのか。格差はどの時点で生まれ、連鎖していくのか。本シリー
ズは10年近くに亘る追跡調査データを分析したものである。第1巻では学歴を取得する過程、学校から職場への
移行、職業キャリアを、第2巻では結婚と親役割の取得を、第3巻では自立をめぐるさまざまな意識を分析する。

勁草書房 電子書籍
新版　個人情報保護法の現在と未来 世界
的潮流と日本の将来像

電子書籍

□

冊子購入確認

□

□

著編者名 石田正美著,梅﨑創著,山田康博著

冊子購入確認

¥3,000(＋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。

画期的入門書として話題をよんだ第1版に厚労省所得再分配調査等、社会保障にかかわるデータを最新のもの
に更新するほかあらたな「知識補給」を加えて構成した第2版。少子高齢化の進行により改革が迫られる日本の
社会保障制度の現状をどのように把握し、未来をどのように設計すべきか。正しくデータを把握し、論理的に考え
るために。

冊子購入確認

ちょっと気になる社会保障　増補版
勁草書房

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 権丈善一著
9784326700967

勁草書房 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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1月 商品コード 1024775799 □ □

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 権丈善一著
9784326700943

団塊世代が後期高齢者となる2025年以降、日本の医療介護ニーズの絶対量は高原状態となる。日本社会はそ
れまでに何をすべきか。医療と介護の正確な情報を踏まえ、医療介護の一体改革が必要である理由と、提供体
制の改革こそが重要であること、改革の具体的な道筋を解説する。勘所をわかりやすく説く「ちょっと気になる」入
門書第二弾。

ちょっと気になる医療と介護
勁草書房

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)

-  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6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 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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1月 商品コード 1024775729 □ □

2017年5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 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 □ □

みすず書房 電子書籍

哲学とはなにか

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。

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジョルジョ・アガンベン著,上村忠男訳
9784622086000

つぶやき、うめき声、赤ん坊の訴え。言葉になる以前の場所に、音楽と詩と政治の起源がある。哲学と言語の存
在する根拠を示す必読書。

書簡の時代 ロラン・バルト晩年の肖像
みすず書房 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 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。

冊子を購入または
発注の場合は、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

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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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1月 商品コード 1024775779 □ □

出版社

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 1024775780 □ □

出版社

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 1024775781 □ □

出版社

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 1024775782 □ □

出版社

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 1024775783 □ □

非嫡出子相続分違憲決定・再婚禁止期間違憲判決・預金債権大法廷決定等の重要判例を織り込みアップデー
ト。親しみやすい筆致で書かれた解説は、客観的かつ丁寧で独習用としても最適。「法的ルールとしての家族
法」の理解形成をめざす、新時代の標準的テキスト。

地方分権第５次一括法・第６次一括法を踏まえたことはもちろん、大阪市特別区設置住民投票、第31次地方制
度調査会答申、農業改革特区、辺野古移設訴訟など、地方自治をめぐる最新の動きを適確に盛り込んだ。

宇賀克也著著編者名

今まで取り扱われることが少なかった、民法の原理・原則と実定法としての民法との関係（タテの関係）に焦点を
あてる。比較的目線の高いテーマをテキストを基にして扱い、読者がともに考えられる構成に。

¥6,000(＋税)

¥2,700(＋税)

¥5,100(＋税)

¥2,300(＋税)

著編者名 大村敦志著
9784641137615

不法行為法〔第5版〕（※）

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。

家族法〔第3版〕 民法を学ぶ（※）
有斐閣

¥9,100(＋税)

¥4,100(＋税)

著編者名 窪田充見著
9784641137592

電子書籍

注釈日本国憲法(2)

地方自治法概説〔第7版〕（※）

¥20,800(＋税)

¥6,300(＋税)

9784641017979

憲法をめぐる最新の議論を踏まえた注釈書。条文の成り立ちから最新の学説・判例の動向に至るまでを、各条
に即して詳述する。本巻は、全4巻中の第1回配本として、国民の権利及び義務に関する日本国憲法第3章の前
半（第10条から第24条まで）を収録。

長谷部恭男編著,川岸令和著,駒村圭吾著,
阪口正二郎著,宍戸常寿著,土井真一著

著編者名

有斐閣

有斐閣

¥6,900(＋税) □

冊子購入確認

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

□

冊子購入確認

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

電子書籍

¥3,100(＋税)

9784641227224

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 吉村良一著
9784641137646

不法行為法の全体像をコンパクトかつ平易に解説した好評テキスト。2010年刊行の第４版以後の重要判例や学
説の動きをフォローしたほか、福島第一原発事故を経て、原子力損害賠償法に関する記述などを新たに書き下
ろした。一層内容充実の最新第５版。

広がる民法　第1巻 入門編 法の扉を開く
（※）

有斐閣

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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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 2017年6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 1024775784 □ □

出版社

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 1024775785 □ □

出版社

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 1024775786 □ □

出版社

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 1024775787 □ □

出版社

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 1024775788 □ □

出版社

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 1024775789 □ □

はじめての社会保障〔第14版〕 福祉を学ぶ
人へ（※）

有斐閣

¥4,000(＋税)

¥1,800(＋税)

著編者名 椋野美智子著,田中耕太郎著
9784641220935

信頼できる最新情報と、叙述のわかりやすさが好評のロングセラー・テキスト。「なぜ」「どうして」と考えていくうち
に、制度の構造を立体的に理解できる。「第４章年金」を中心に改訂。地域包括ケアについてのコラムも追加。一
番わかりやすい社会保障入門。

マーケティング・エンジニアリング入門（※）
有斐閣

¥4,400(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 上田雅夫著,生田目崇著
9784641220829

ネット・リアルを問わずデータ環境が飛躍的に進展し、採りうるマーケティング手段が氾濫している今日、「いかに
限りあるリソースを配分し、最も効率的な施策に繋げるか」は、最も重要な課題となっている。効率化を実践する
ための基礎から最新トピックまで徹底解説！

戦後日韓関係史（※）
有斐閣

¥4,900(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名 李鍾元著,木宮正史著,磯崎典世著,浅羽祐樹著
9784641220775

戦後からは70年が経ち、国交が正常化してからも半世紀以上となる日韓関係。近年では、人的な交流の拡大に
伴い、互いに対する情報が氾濫し、全体の把握がますます困難になっている。本書は、戦後の日韓関係の歩み
を、社会・経済の側面も含めて描き、その全体像を示す。

有斐閣

¥4,700(＋税)

¥2,100(＋税)

民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説したテキストの最新版。最新の法改正や重要判例、統計の内容を
織り込み、コラムも追加した。コンパクトながら索引・リファレンスも充実。学習用に最適な１冊。

刑事訴訟法〔第5版〕（※）
有斐閣

¥5,100(＋税)

¥2,300(＋税)

民事執行・保全法〔第5版〕（※）
有斐閣

¥4,400(＋税)

¥2,000(＋税)

著編者名 上原敏夫著,長谷部由起子著,山本和彦著
9784641220850

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 西村健一郎著
9784641144958

社会保障法全分野にわたる制度・趣旨を分かりやすくコンパクトに解説した入門テキスト。理解が難しい法律や
規則などの要点を正確にとらえ、法的・政策的問題点を検討する。第２版（2014年）刊行以降、頻繁に行われた
法令改正、新判例に対応し、全面的に改訂した最新版。

著編者名 長沼範良著,田中開著,寺崎嘉博著
9784641220508

コンパクトかつ、必要十分な内容を盛り込んだスタンダードテキストの最新版。取調べの録音・録画制度、刑事免
責制度の創設、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大などを図る平成28年法改正に対応。重
要新判例ももれなく収録。

社会保障法入門〔第3版〕（※）

□

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。

電子書籍

-  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6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 1024775731 □ □

出版社

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5月 商品コード 1024775732 □ □

出版社

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5月 商品コード 1024775733 □ □

出版社

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5月 商品コード 1024775734 □ □

¥35,200(＋税)

古代氏族の系譜や伝承は、単なる家系の記録ではない。それは彼らの祖先がいつの時代、どのような職掌で王
権に奉仕したのかを伝えたもので、氏族の政治的地位の正統性を主張するきわめて現実的な役割を担ってい
た。『円珍俗姓系図』や『海部氏系図』などの分析を通して、地方支配・祭祀・外交に活躍した古代氏族の実態と
諸相を解明する注目の１冊。

¥12,000(＋税)

著編者名 鈴木正信著

一条天皇の中宮彰子は待望の皇子を相次いで出産するものの、天皇に残された時間は少なかった。定子所生
の敦康親王ではなく敦成親王を東宮に立てて崩御。三条天皇の代となり、実資と道長にも新たな時代が訪れる。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍

現代語訳 小右記  4 敦成親王誕生

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

□

9784642018197

天皇側近たちの奈良時代 (歴史文化ライブ
ラリー 447)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 十川陽一著
9784642058476

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

電子書籍

日本は世界でも希有な古代の地図が多く伝存する。それらを現在の地形と照合し、山川・地形・耕地・建物の形
態と彩色を分析。文献史料を合わせていかなる意図で描かれているのかを探り、景観と土地計画の実態に迫
る。

¥2,200(＋税)

9784642046367

電子書籍

¥7,300(＋税) □

冊子購入確認

古地図からみた古代日本 土地制度と景観
(読みなおす日本史)

吉川弘文館

□

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。

日本古代の氏族と系譜伝承
吉川弘文館

電子書籍

□

著編者名 金田章裕著
9784642067256

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

古代日本における天皇の側近とは、いかなる存在だったのか。都造りなど天皇周辺の事業から手がかりを探り、
藤原・阿倍氏らが担った内臣の職の起源と展開を軸に、聖武天皇・光明皇后を中心とした人間関係などを読み
解きながら側近の具体像に迫る。天皇家と律令制の構造の中で側近たちが果たした役割を位置づけ、彼らを通
して古代国家像を描く。

冊子購入確認

著編者名 倉本一宏編

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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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 2017年6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 1024775740 □ □

出版社

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 1024775741 □ □

出版社

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 1024775742 □ □

出版社

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 1024775743 □ □

□

冊子を購入または
発注の場合は、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

福祉技術と都市生活

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。

「福祉技術」とは、誰もが快適に過ごせる環境をつくり上げるための数々の技術の総称。従前の福祉技術は「高
齢者」「障がい者」にスポットライトを当ててきたが、本書では東京オリンピック2020も視野に入れて、「子どもとそ
の親」「外国人」の目線も重視し、4つの視座で都市環境をとらえ直した。それこそが、真のユニバーサルデザイン
化に必要なことであり、現代に生きるわれわれの都市を見るべき重要な視座だと考える。

西山敏樹著 
9784766424133

入門講義　会社法［第2版］
慶應義塾大学出版会

¥8,700(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 鈴木千佳子著
9784766424270

会社法の基本的枠組みを学ぶ●平成26年改正に対応。●重要な論点をコンパクトに整理●条文の趣旨に焦点
を当てた解説で、会社法の基礎的な考え方を理解。●学説上重要な判例・論点や今日的トピックは、COLUMN
や【発展】で紹介。

¥8,400(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

小林秀雄と河上徹太郎
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂本忠雄著
9784766424225

近代日本文学に創造的文芸批評を確立した小林秀雄（1902-83）と河上徹太郎（1902-80）。　1959年に文芸誌
「新潮」編集部に配属されて以来、14年間の同誌編集長時代を含めて、二人の最晩年まで身近にいた著者が、
小林秀雄の求心力と河上徹太郎の遠心力を対比させながら、その作品と生涯の友情に迫る。

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。

分断と対話の社会学
冊子購入確認

著編者名 塩原良和著 
9784766424232

▼効率化し分断され、常に自己革新を迫られる高度資本主義社会。一人一人の人間が生きていくために必要な
「批判的想像力」を養うための入門書。▼ヘイトスピーチや障がい者への犯罪はなぜなくならないのか？　マイノ
リティや社会的弱者の排除に対して、差異を持った人々が共に生きることを可能にする社会への想像力をつくり
だす試み。▼グローバル社会をリアルに考えるために、これまで見えなかった複雑に入り組んだ背景を可視化し
「再フレーム化」（＝再想像）することの実践へと導く。

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

¥2,500(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税) □

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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 1024775725 □ □

出版社

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 1024775726 □ □

出版社

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 1024775727 □ □

冊子購入確認

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉澤昌純編著
9784339011852

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

計測の基礎知識から測定原理、不確かさに基づく測定値の質の保証、実践的雑音対策とそれを踏まえた信号
の伝送方法やデータ解析技術に加え、ディジタル計測に必要な信号処理技術についてもコンパクトかつ分かり
易く解説した。

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。

電波伝搬解析のためのレイトレーシング法
－基礎から応用まで－

コロナ社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税)

電気・電子計測工学 (電気・電子系教科書
シリーズ 5)（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

「音響学」を学ぶ前に読む本（※）
コロナ社

言語聴覚士系、メディア・アート系、音楽系などの学生が「既存の教科書を読む前に読む本」を意図した。数式を
極力使用せず、「音の物理的なイメージを持つ」「教科書を読むための専門用語の意味を知る」ことを目的として
構成した。

著編者名 今井哲朗著
9784339008869

電波伝搬解析に必要となるレイトレーシング法のすべての項目を採り上げ、具体的な計算法を交えながら基礎
から応用まで詳しく解説した。レイトレーシング法の理解のためのみならず、伝搬解析のハンドブックとしても利
用できる一冊。

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。

冊子購入確認

著編者名 坂本真一著ほか

電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

9784339008913

  コロナ社 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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 1024775773 □ □

出版社

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 1024775774 □ □

出版社

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11月 商品コード 1024775775 □ □

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。

Professional Engineer Library　機械力学
実教出版

¥8,000(＋税)

¥2,900(＋税)

著編者名
PEL編集委員会監修,本江哲行著,阿部晶著,

伊藤昌彦著,岡本峰基著,軽部周著,
河村庄造著, 外山茂浩著,中江貴志著

9784407337907

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

Professional Engineer Library　工業力学
実教出版 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,本江哲行編著,久池井茂著,
池田耕著,伊藤昌彦著,國峰寛司著,小島隆史著,

小松崎俊彦著,田中嘉津彦著,森本喜隆著,吉野正信著

9784407337891

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

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

Professional Engineer Library　水理学
実教出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
PEL編集委員会監修,神田佳一編著,泉山寛明著,
宇野宏司著,岡田将治著,長田健吾著,加藤茂著,

中村文則著,八田茂実著,東野誠著,三輪浩著,和田清著

9784407337884

・文部科学省平成22、23年度先導的大学改革推進委託事業「技術者教育に関する分野別の到達目標の設定に関する調査研究報告書」準拠。・国立高等専門
学校機構「モデルコアカリキュラム（試案）」準拠。・学習者が主体となって能動的に学べるように、予習や復習をうながす要素や、工学ナビやプラスアルファなどと
いった、学習支援となる要素をふんだんに盛り込んだ書籍。・“技術者”育成を念頭に置いて編修した。・10章30節で構成。節ごとに予習問題、到達目標の明示、
例題、様々な学びをうながす注、演習問題、学びの振り返りのチェックリスト、自己学習用スペースの確保など、アクティブ・ラーニングを充実させるための仕掛け
を用意。・水理学とは、物理学や数学を基礎として、水の運動を科学的に説明するため経験的に発展した学問。本書は水理学を学ぼうとする読者が自主的に・
能動的に学習できるように、わかりやすく丁寧に解説したテキスト。

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

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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 1024775730 □ □

2017年5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 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 □ □

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。

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。

相転移・臨界現象とくりこみ群（※）
丸善出版 電子書籍

¥17,200(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋和孝著,西森秀稔著
9784621301562

相転移は、量子力学が支配する微細な系や天体のような巨大な系など、様々なスケールで生じます。本書は、
相転移とは何かから説き、熱力学・統計力学による記述、平均場理論、Landau理論などの基礎的解説を行った
後、相転移に伴う臨界現象の具体的な状態や普遍的性質、その理解に不可欠なくりこみ群について詳説してい
ます。さまざまな模型と近似法を用いて具体的かつ実践的理解を促し、必要な数学的手法もまとめて解説してい
ます。

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

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6月号 

2017年5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 1024629010 □ □

出版社

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 1024629011 □ □

出版社

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 1024629012 □ □

出版社

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 1024629013 □ □

出版社

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 1024629014 □ □

冊子を購入または
発注の場合は、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。

電子書籍

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

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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 1024775728 □ □

2017年5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 □ □

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 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小松博史著
9784274220340

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小高知宏著
9784274220333

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。

9784274220500

電子書籍

著編者名 坂本真樹著

坂本真樹先生（人工知能学会、オスカープロモーション所属）がやさしく人工知能を解説！／本書は、一般の人
には用語の理解すら難しい人工知能を、関連知識が全くない人に向けて、基礎から研究に関する代表的なテー
マまで、イラストを多用し親しみやすく解説した書籍です。数少ない女性人工知能研究者の一人である坂本真樹
先生が、女性ならではの視点で、現在の人工知能が目指す最終目標「感情を持つ人工知能」について、人と人
工知能との融和の観点から解説しています。

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

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

¥5,000(＋税)
坂本真樹先生が教える 人工知能がほぼほ
ぼわかる本

オーム社

  オーム社 

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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 2017年6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 1024775870 □ □

出版社

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 1024775871 □ □

出版社

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11月 商品コード 1024775872 □ □

出版社

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 1024775873 □ □

出版社

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 1024775874 □ □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

9784759819304

DOJIN選書73　ドローンが拓く未来の空　飛
行のしくみを知り安全に利用する

化学同人 電子書籍

¥4,800(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木真二著
9784759816730

「空の産業革命」を拓くと期待される小型無人航空機、ドローン。これまで航空機が飛行できなかった空域におい
て、空撮、測量などのほか、空輸、災害調査、インフラ点検など、さまざまな活用が考えられている。しかしその前
提となるのは、有人の航空機と同じく、高い安全性の確保である。本書では、著者が携わったドローン利用の実
証実験の様子や航空機開発の歴史も踏まえながら、ドローンの飛行原理、利用のルール、事故防止の考え方な
どを解説し、ドローンが飛び交う未来の空を展望する。

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。

著編者名 西澤幹雄著

学会発表をするにはどれくらい研究をやったらいいの？　学会発表の応募はどのようにすればよい？　要旨はど
んなふうに書くの？　発表当日はどんな準備が必要？　研究発表をめぐる初歩的な疑問の数々を解決し、ワンラ
ンク上の魅力的な発表にするためのコツ、教えます。

DOJIN選書72　宇宙災害　太陽と共に生き
るということ

化学同人

¥4,200(＋税)

¥1,500(＋税)

著編者名 片岡龍峰著
9784759816723

近場の宇宙空間の利用が進み，火星への移住計画が話題になる現代．私たちは，地球を取り巻く宇宙空間につ
いて，どれだけ理解しているだろうか．本書ではまず，通信障害，衛星墜落，世界停電などの事例から，宇宙災
害とは何かを紹介．地球と宇宙のつながりを理解する研究の様子が，現場での体験と共に生き生きとした筆致
で描かれる．さらに，全球凍結や大量絶滅をめぐる仮説を提示し，近い将来の現実的な宇宙利用の方向性まで
も探る．

ぜったい成功する！はじめての学会発表
たしかな研究成果をわかりやすく伝えるため
に

化学同人

¥3,900(＋税)

実験を安全に行うために　第８版
化学同人

¥2,200(＋税)

¥800(＋税)

著編者名 化学同人編集部編
9784759818338

実験中の事故・災害の防止、応急処置などの手引きである本書は、1975年の第1版以来、大学、企業などでの
必携定番書として高く評価されている。今回の改訂では、法規変更、特に環境関係法令への対応や、現状に合
う化学物質・廃液の取扱いへの修正を行うとともに、２色化とレイアウト一新も図って誌面を見やすくした。

続 実験を安全に行うために　第４版　基本
操作・基本測定編

化学同人

¥2,200(＋税)

¥800(＋税)

著編者名 化学同人編集部編
9784759818345

化学実験の基本操作・基本測定の手引きである本書は、初心者必携の定番書として高く評価されている。今回
の改訂では、古典的基本は引き継ぎながら、新しい機器や手法に関する記述を盛り込み、教育・実験現場の
ニーズに合うようにした。また、２色化と、レイアウトおよび器具等の図の一新も図って誌面を見やすくした。

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。

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。

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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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 2017年6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 1024775875 □ □

化学はじめの一歩シリーズ2　物理化学
化学同人

¥6,100(＋税)

¥2,300(＋税)

著編者名 真船文隆著,渡辺正著
9784759816327

化学の基本理論を解き、理解を深めるため、単純な水素原子を出発点にしながら、やや複雑ないくつかの原子
も眺める。原子がつながり分子になる理由、分子どうしが引き合う理由もつかむ。熱力学、化学反応と化学平
衡、電気化学、光と分子のからみ合いも探る。イラスト・図を多用。本格的な教科書に挑む前の肩ならしに。

□

冊子購入確認

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

電子書籍

-  17  -

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6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 1024775735 □ □

出版社

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9月 商品コード 1024775736 □ □

出版社

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9月 商品コード 1024775737 □ □

出版社

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9月 商品コード 1024775738 □ □

出版社

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9月 商品コード 1024775739 □ □

海洋底科学の基礎
共立出版 電子書籍

¥20,800(＋税) □

¥6,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本地質学会「海洋底科学の基礎」編集委員会編
9784320047297

本書は海洋科学掘削を縦糸に、そこから派生するさまざまな科学的手法を横糸にして、研究航海の策定から、
事前調査・乗船研究・陸上研究に参加し、割り振られた任務を遂行するために必要な知識、そして海洋底科学が
目指す方向などについて、一冊でカバーできるように意図して編集された。それぞれの方面の第一線で活躍する
若手・中堅の研究者により執筆された、海洋底科学の現場で活用できる一冊である。

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。

ゲノムデータ解析 (統計学One Point 1)
共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

複素関数論講義
共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野村隆昭著
9784320111417

複素関数論の理論の学習とともにもっと具体例における計算も楽しみたい、あるいは複素関数論を使う立場に
あるが理論もしっかり学習したいという要望にこたえられるように本書は書かれている。複素関数論の基礎的な
部分を一通りカバーする教科書としての体裁をとりつつも、種々の例や応用が盛り込まれ、演習問題にも詳しい
解答が与えられていて、興味を持って理論と計算の双方を学習できるように工夫されている。

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。

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野村俊一著

冊子購入確認

著編者名 冨田誠著,植木優夫著
9784320112520

GWASにおけるデータ検証（コールレイト、ハーディ・ワインベルグ平衡等のマーカーQC）から民族集団構造化問
題（主成分分析EIGENSTRAT、ゲノミック・コントロール）などを実際の論文を挙げて解説し、Rパッケージを用い
た分析手法の紹介、QQプロット、false discovery rate (FDR)、マイナーアレル頻度等からなるサンプルサイズの
関係がわかりやすく説明されている。

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。

9784320112537

カルマンフィルタは、もともとは工学分野における動的システム制御の手法として提案されたものであったが、そ
の後、時系列解析手法としてのカルマンフィルタの有用性が見出され、現在に至るまで様々な派生形が生まれ
るとともに、その応用範囲を拡大してきている。本書は、主にカルマンフィルタを用いた時系列解析の方法論と、
データ解析の実践を解説する。

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

Rで楽しむ統計 (Wonderful R 1)
共立出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

カルマンフィルタ －Rを使った時系列予測と
状態空間モデル－ (統計学One Point 2)

共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
奥村晴彦著,石田基広監修,市川太祐編,
高橋康介編,高柳慎一編,福島真太朗編

9784320112414

Rを使って楽しみながら統計の基本が学習できる。 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。

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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。



医学編 2017年6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 1024775791 □ □

出版社

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 1024775792 □ □

出版社

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 1024775793 □ □

消毒、注射、採血、穿刺、気道管理、処置時の鎮静、エコー、除細動など、研修医がまず身につけたい手技につ
いて、現場のコツをお伝えします。最初に基本をしっかりおさえておくのが、できる研修医への近道です！

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。

研修医になったら必ずこの手技を身につけ
てください。

羊土社

¥12,600(＋税)

¥3,800(＋税)

著編者名 上嶋浩順編,森本康裕編
9784758118088

改訂第5版がん化学療法レジメンハンドブッ
ク

羊土社 電子書籍

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本臨床腫瘍薬学会監修,

遠藤一司編,加藤裕芳編,松井礼子編

9784758118057

抗がん剤の投与スケジュールや注意点が一目でわかる大好評書、新薬を大幅追加し全面改訂！前投薬や投与
速度、輸液量を含めたレジメンのほか、副作用、服薬指導、調製法も掲載。がん治療に携わる全スタッフ必携！

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

麻酔科医として必ず知っておきたい周術期
の呼吸管理

羊土社 電子書籍

著編者名 磯野史朗編

麻酔科専攻医が本格的に呼吸管理を学ぶための入門書！呼吸生理から気道評価、人工呼吸器の設定、抜管、
鎮静の考え方まで、手術の流れに沿った構成でわかりやすい！周術期管理に携わるすべての医師におすす
め！

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

¥24,500(＋税) □

¥7,400(＋税) 冊子購入確認

9784758111188

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  19  -

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

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



医学編 2017年6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5月 商品コード 1024775776 □ □

出版社

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5月 商品コード 1024775777 □ □

耳鼻咽喉科　標準治療のためのガイドライ
ン活用術 (ENT臨床フロンティア NEXT)

中山書店 電子書籍

¥29,100(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林俊光編,高橋晴雄編,浦野正美編
9784521745183

耳・鼻・のど・頭頸部外科・アレルギー疾患と自己免疫疾患、抗菌薬の使い方など、耳鼻咽喉科で扱う領域を幅
広くカバー。標準治療を行うためのガイドライン活用法が冒頭の「概要」と「ポイント」でまとめられ、ガイドラインに
沿った診療の実例とガイドラインどおりに進められない非典型例、鑑別診断を要する例など112症例が紹介され
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。

基本手術手技 (整形外科手術イラストレイ
テッド)

中山書店 電子書籍

¥63,000(＋税) □

¥26,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 戸山芳昭編
9784521732558

整形外科手術の基本はopen surgeryであり、手術手技の基本を十分に習得しておくことは必須である。本書で
は、皮膚・筋・腱・骨・末梢神経・関節の手術、四肢切断術、マイクロサージャリー、感染症や腫瘍に対する手術、
外傷治療などにおける最も基本となる手術手技を取り上げて、動画と写真、美しく分かりやすいイラストを用いて
解説、第一線で活躍するエキスパートが基本手術手技の実際を指南。

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

□3.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。 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  20  -

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

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



電子図書館サービス 
高等教育機関向け 

Powered by 

 学生サービスの向上 
インターネット経由でサービスを提供できるため、忙しい学生の時間・場所を 

拘束することなく、本の貸出が行えます。 

 読書活動支援 
これまでの紙の資料ではできなかった書籍への書き込み（アノテーション）で 

深い読書活動を支援します。 

 省スペース化 
紙の書籍に比べて図書コーナーのスペースを取りやすくなるため、来館者に 

ゆとりある空間を提供できます。 

 所蔵資料の保護 
貴重資料の劣化防止や、貸出頻度の高い書籍を保護します。 

書籍・資料の電子化で、利用者の学びを支援。大学図書館は、次世代の「知の宝庫」へー。 

サービスイメージ 

電子図書館のメリット 



学術機関向け和書の電子書籍
専門書専門書 レファレンスレファレンス 参考書参考書 教養書教養書

和雑誌
バックナンバー
和雑誌
バックナンバー

学生用図書
就活・資格・留学
学生用図書
就活・資格・留学

英語
多読
英語
多読

ICT
教材
ICT
教材

● 1点からの買い切り型（初期導⼊費は不要）の電⼦書籍をご提供致します。

● タイトル毎に、同時アクセス数(１または３)により価格設定をしております。

● 新刊ハイブリッドモデル（冊⼦と電⼦書籍セット）で、年間を通じて継続的にご提供致します。

● IPアドレスによる認証が⾏えます。

● 全⽂検索等の便利な機能や、印刷、ダウンロードが⾏えます。

● 外出先・出張先などで使えるリモート・アクセス機能や、学認（学術認証フェデレーション）との連携が

⾏えます。

● ディスカバリーサービスと連携が⾏えます。

● 図書館のOPACからのリンクが⾏えます。(MARCは無償提供)

学術・研究機関のための国内最大級の電⼦書籍プラットフォーム
研究・学修でのご利⽤に便利な検索・閲覧機能が充実

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム



電⼦書籍の便利な機能で、研究・学修をサポート致します。
❒ キーワード検索

❒メールでの情報共有 ❒本⽂のダウンロード

❒⾒開き/単ページ表⽰切替

1回の閲覧につき60頁
までダウンロードが可能。
（著作権保護のため）

閲覧している書籍の書名と書籍詳細
ページへのURLメール送信が可能。

ハイライト表示をクリックすると、該当ページにジャンプ。

単ページ表示、⾒開き表示の切り替えが容易に。

Maruzen eBook Library
学術機関向け和書の電子書籍プラットフォーム

丸善株式会社 学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 〜 17：30（⼟・⽇・祝⽇、年末年始を除く）



■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


