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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11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8月 商品コード 1025881704 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881705 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881706 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881707 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881708 □ □

□

慶應義塾大学出版会

¥13,900(＋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¥4,500(＋税)

植物はなぜ自家受精をするのか
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
斎藤成也監修,塚谷裕一監修,
高橋淑子監修,土松隆志著

9784766422993

▼自家受精は遺伝子が壊れて進化した！ ある植物は自家受精ばかり行ない、また別の植物は自家受精をかた
くなに拒む。このちがいは何なのか。長年の論争に遺伝子解析から挑む。  ▼遺伝子から解き明かす進化の最
前線を紹介するシリーズ、第5弾！

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

¥20,100(＋税)

¥6,500(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

慶應義塾大学出版会 電子書籍

イスラエルの文化遺産マネジメント

岡田真弓著
9784766424515

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

本書は、イスラエルにおける「文化遺産」の保護と活用をめぐる法制度の変遷と実践の両面について、多角的な
視点から実証的に検討した研究の成果である。 　遺跡や歴史的建造物を保護・活用する「主体」にも注目し、事
例を比較検討することでイスラエル建国以来実施されてきた文化遺産マネジメントの特徴と課題を包括的に提示
する。 　宗教やナショナリズムといったイデオロギーと文化遺産の関係が注目を浴びるなか、文化遺産に関心を
もつすべての人に新しい知見を与えてくれる画期的な一冊となる。

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。

国民視点の医療改革
冊子購入確認

著編者名 翁百合著
9784766424416

▼“利用者本位”の制度設計を考える。  従来の医師・病院、薬局など医療提供者側からの視点だけでなく、利用
者＝患者側の便益にも、より配慮した制度設計――医療提供体制、保険外併用療養費制度、遠隔診療、医療
情報の医療機関間での共有、今後の薬局のあり方など――の推進によって健康寿命延伸、健康関連産業の発
展、医療費増加抑制へと結びつけることを提言する。

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。

¥2,500(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税) □

電子書籍

¥26,200(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

バルトーク　音楽のプリミティヴィズム

源氏物語の政治と人間
慶應義塾大学出版会

著編者名 田坂憲二著
9784766424737

古代から現代に到るまで、無数の人々を惹きつけてきた『源氏物語』を四つの視角から読み解き、緻密極まりな
いその構造を明らかにする。『源氏物語』研究における〈政治の季節〉を牽引してきた著者の、物語読解へのあら
たな挑戦を集成する、待望久しい論文集。

▼西洋音楽に多大な影響を与えた作曲家バルトーク・ベーラ（1881—1945）は、ハンガリーでは、自国の民謡を採
集・研究した「文化英雄」とされている。 ▼本書では、バルトークの創作における、モダニスト作曲家としての一面
と、文化ナショナリズムの一面とが、どのような関わりをもっていたのかを分析し、バルトークの作品様式にも同じ
二面性があらわれていることを論証する。 そして彼が、民俗音楽の「プリミティヴィズム」を取り込むことで、自ら
の芸術性を拡大していったさまを、豊富な譜例をもとに明らかにしていく。

著編者名 太田峰夫著
9784766424720

□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  -

同時３アクセス以上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11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9月 商品コード 1025881709 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881710 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881711 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881712 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881713 □ □

ODAの終焉 機能主義的開発援助の勧め
勁草書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅沼信爾著,小浜裕久著
9784326504404

本書は、現在のODAへの違和感と危機感を表明しようという目的で書かれた。開発の現場近くで仕事をしてきた
著者達にとって、MDGやSDGは夢の議論のようでその非現実性に強い違和感を抱かざるをえない。ODA自体が
存亡の危機にあるのではないかという危惧感さえ抱く。ODAの将来の方向性についての議論を呼び起こす一
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。

教育思想事典（※）
勁草書房 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 教育思想史学会編
9784326251223

時代や社会が変化しても、教育という営みを歴史的に検討することの重要性は変わらない。歴史上の教育学者
や、各時代の思想を知ることは、その作業の糸口となる。2000年に初版刊行の本事典は、教育思想史学会の全
面的な協力を得て、近年の重要タームを追加し、増補改訂版としてパワーアップ。現代教育を読み解くための基
本書。

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。

現代形而上学入門
勁草書房 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柏端達也著
9784326154494

1970年代以降に英語圏において活発となり、2000年代から日本でも急速に研究・紹介が進んだ現代形而上学。
本書では存在と非存在、性質といった大テーマをめぐる議論を概観して枠組みを導入しつつ、穴、価値、フィク
ションといった個別的なトピックを論じることで、現代の形而上学の方法と手触りを直接に体感できるよう工夫さ
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。

¥13,800(＋税)

¥4,400(＋税)

著編者名
クリスティン　Ｌ.ボーグマン著,

佐藤義則訳,小山憲司訳

9784326000449

近年、政策面で研究データへの注目が高まっている。本書はデータとデータをめぐる実践に注目し、多くの分野
において、ビッグデータよりも適切なリトルデータの方が優れており、関連するデータが存在しないか流通・発見・
入手が難しいノーデータの状態もあることを指摘。研究政策（知識インフラに対する大規模な投資）の必要性を示
す。

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

勁草書房 電子書籍
ビッグデータ・リトルデータ・ノーデータ 研究
データと知識インフラ

□

冊子購入確認

現代メディア・イベント論 パブリック・ビュー
イングからゲーム実況まで

勁草書房 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯田豊編著,立石祥子編著
9784326654109

日本とドイツの〈パブリック・ビューイング〉の受容経験、マスメディアとSNSが支える〈ロックフェス〉、ゲーセンを起
源とする〈ゲーム実況〉という動画文化、日本製アニメのネット流通が生んだ中国の〈動漫祭〉、紙の冊子＝〈ジ
ン〉を交換しあう場づくりの哲学などを通じて、「メディア」と「イベント」の機制の変容を問う。

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。

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 

-  4  -

同時３アクセス以上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11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8月 商品コード 1025881714 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025881715 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025881716 □ □

出版社

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7月 商品コード 1025881717 □ □

出版社

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 1025881718 □ □

核兵器の拡散 終わりなき論争
勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
スコット・セーガン著,ケネス・ウォルツ著,

川上高司監訳

9784326302574

本書は、核兵器の拡散に主に勢力均衡論の観点から肯定的立場をとるウォルツと、組織論の観点から否定的
立場をとるセーガンによる、それぞれの主張と相手への反論をまとめたものである。理論的な論争から最近の核
拡散の事例、そしてオバマの「核なき世界」演説をめぐる議論まで、核兵器の本質に迫る白熱の論争を余すこと
なく収録する。

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。

アジアの中の日本国憲法 日韓関係と改憲
論

勁草書房 電子書籍

¥14,600(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 李京柱著
9784326403400

日本国憲法は日本のものでもあるが、9条の先駆性からすれば世界のもの、不戦の誓いという歴史性を考えれ
ばアジアのものとも言える。アジア、とくに韓国では9条をめぐる時事的なことについてどう考えられているのか。
韓国憲法との比較も交え、アジアの中での日本国憲法の意義について論じる。

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。

米中露パワーシフトと日本
勁草書房 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三船恵美著
9784326302550

アメリカの相対的な影響力の後退、中国経済のグローバルな台頭、ロシアのプレゼンス拡大、これらのパワーシ
フトをいかにとらえればいいのだろうか。「教養としての国際関係論の基礎的な知識を学ぶひと」と「専門的な国
際関係論の分析方法を学ぶひと」、二つのタイプに応えるために、国際情勢を分析するための基礎的な知識を
記述する。

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。

メタ倫理学入門 道徳のそもそもを考える
勁草書房 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤岳詩著
9784326102624

「私たちは何をすべきか」を考える規範倫理学に対して、一歩後ろから「そもそも、なすべき正しいこととは何なの
か」を考えるメタ倫理学。暗黙の前提をひっくり返し、議論の土台を新しく整備して、先入観や思い込みに気づか
せてくれるのがメタ倫理学の役割だ。初学者向けに丁寧に論点を整理し、読者が自分の倫理を考える旅へとい
ざなう。

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。

明治・大正期の科学思想史
勁草書房 電子書籍

¥22,000(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金森修編
9784326102617

明治以降、ほぼ現代に至る我が国の科学思想史――西洋思想との遭遇、対峙、咀嚼、展開などの諸相を含む
科学思想史を通覧する基本的テクスト。科学思想史は科学文化史でもあるという前提のもと、科学的記述に踏
み込み過ぎず多様な読者が通読できるリーダブルなものとして構成。昨年逝去した金森修が構想、執筆者を集
めた最後の編集本。

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

-  5  -

同時３アクセス以上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11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11月 商品コード 1025881719 □ □

近世中後期の藩と幕府
東京大学出版会 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒木裕行著
9784130262460

近世日本は諸問題がありつつ幕府と諸藩からなる国家として安定した社会を構築していた。その250年以上も継
続した近世の幕藩関係を、政治ネットワークと支配機構から読み解く政治史。時代の画期となった中期から後期
にかけて、日常の交際から危機に直面したときの対応まで実証的に明らかにする。業者で現場作業に従事しな
がら得た経験的事例を豊富に提示しながら、葬儀の現在を総合的に分析しつつ、高齢社会となった日本におけ
る「現代の死」とは何か、多元的な問題群に挑む。

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

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 

-  6  -

同時３アクセス以上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11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 1025881720 □ □

出版社

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 1025881721 □ □

出版社

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 1025881724 □ □

出版社

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 1025881725 □ □

出版社

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 1025423297 □ □

伝えることから始めよう
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

ビジネス現場で役立つ経済を見る眼
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊丹敬之著

冊子購入確認

著編者名 高田明著
9784492045909

初の自著！　高田明が語るとなぜ買いたくなるのか？　「伝わるコミュニケーション」のベースとなる「人生哲学」
を語り尽くした一冊。

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。

9784492314944

経営学の泰斗が書いた経済入門。ビジネスマン、経営者に必要な経済の仕組みと知識を解説。経済の流れ、論
理が見えてくる。

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

ダーク・マネー 巧妙に洗脳される米国民
東洋経済新報社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

政府の隠れ資産
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ダグ・デッター著,ステファン・フォルスター著,

小坂恵理訳

冊子購入確認

著編者名 ジェイン・メイヤー著,伏見威蕃訳
9784492444412

アメリカを影で操るコーク一族とは。政治とカネにまつわる構造と新事実を、実力派ジャーナリストが丹念に掘り
起こす話題の書！

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。

9784492212301

公的資産の活用で、経済や政府の財政状況を改善させる道を提言。世界各国の成功・失敗事例を紹介し、日本
にも示唆を与える。

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。

新版　北朝鮮入門 金正恩体制の政治・経
済・社会・国際関係

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 礒崎敦仁著,澤田克己著
9784492212295

気鋭の研究者と記者が、金正恩体制、経済、社会、国際関係、核開発に至るまで、謎に包まれる北朝鮮の全体
像を平易かつ網羅的に解説。

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

□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 

-  7  -

同時３アクセス以上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11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 1025881727 □ □

出版社

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 1025881729 □ □

出版社

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 1025881731 □ □

出版社

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 1025881732 □ □

出版社

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 1025881733 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881734 □ □

市場戦略の読み解き方
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 沼上幹著,一橋MBA戦略ワークショップ著
9784492522202

リアルな市場・顧客を読み解く戦略分析を解説。ソニー、ＧＥ、ＴＯＴＯなどの企業をケースと用いるので納得感が
高く、実践に役立つ。

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

松下幸之助はなぜ成功したのか 人を活か
す、経営を伸ばす

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税)

日・米・中　IoT最終戦争 日本はセンサーと
ロボットで勝つ

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 泉谷渉著

冊子購入確認

著編者名 江口克彦著
9784492502884

なぜ不況に強かったのか。どう人を育てたのか。側近中の側近が稀代の名経営者の真髄を一冊にまとめた決定
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。

9784492762325

900兆円の巨大市場をめぐる激烈バトルの行方は？　ＩｏＴ、AI時代の日本メーカーの生き残り戦略を描く。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

集積の経済学 都市、産業立地、グローバル
化

東洋経済新報社 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税)

RPA革命の衝撃
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大角暢之著,佐々木俊尚監修

冊子購入確認

著編者名
藤田昌久著,ジャック・Ｆ・ティス著,

徳永澄憲訳

9784492314937

交通費や通信費の低下によりますます不均等に分布するようになった経済活動。この集積のメカニズムを最新
の空間経済学から解き明かす。

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。

9784492961247

世界経済に大きなインパクトを与えることが予想されるRPA（ロボットプロセスオートメーション）技術のインパクト
と活用事例を紹介。

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

ポストキャピタリズム 資本主義以後の世界
東洋経済新報社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ポール・メイソン著,佐々とも訳
9784492315033

資本主義の変革はもはや実現不可能なユートピアではない。市場や私有財産を基盤にした現行システムとは全
く異なる未来を描き出す。

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。

-  8  -

同時３アクセス以上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11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9月 商品コード 1025881735 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881736 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881737 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881738 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881739 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881740 □ □

薩長史観の正体 歴史の偽装を暴き、真実
を取り戻す

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田鏡村著
9784492062043

勝者（薩摩、長州）がでっち上げた通史の誤りを徹底究明。幕末維新の真相を明らかにし、旧幕側の名誉を回復
した“反薩長”本の決定版。

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。

デジタルマーケティングの教科書 5つの進
化とフレームワーク

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

社会保障クライシス 2025年問題の衝撃
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田謙次著

冊子購入確認

著編者名 牧田幸裕著
9784492557792

MBAマーケティングの先を読む。データドリブン＋オムニチャネル＝新たなフレームワークと活用法が丸わか
り！

9784492701454

2025年、団塊世代が後期高齢者となり、国を支える40代は氷河期世代になる。専門家が日本の社会保障が直
面する危機を解説。

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。

身近な人が元気なうちに話しておきたい　お
金のこと　介護のこと

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,300(＋税)

サービスイノベーションの海外展開 日本企
業の成功事例とその要因分析

東洋経済新報社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊丹敬之著,高橋克徳著,西野和美著

冊子購入確認

著編者名 井戸美枝著

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

自然を収奪する欧米型文明から、生命の水と森を守る日本型文明へ。環境史観の提唱者よる環境文明論の集
大成。

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

9784492046159

身近な人が亡くなった後のトラブルを避けるためには？　生前・死後にすべきことを整理した「使える終活の教科
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。

9784492502945

「おもてなし」に代表される日本流のサービスは海外に展開・定着させるには何が必要か。経営学の第一人者と
若手ホープが難題に迫る。

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。

人類一万年の文明論 環境考古学からの警
鐘

東洋経済新報社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安田喜憲著
9784492223796

-  9  -

同時３アクセス以上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11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9月 商品コード 1025881741 □ □

スマートベータの取扱説明書 仕組みを理解
して使いこなす

東洋経済新報社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 徳野明洋著
9784492733448

アクティブ運用もパッシブ運用も上回るとされるスマートベータとは何か？TOPIXとはどこが異なるのか？運用・
投資に役立つ解説書。

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。

-  10  -

同時３アクセス以上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11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6月 商品コード 1025881742 □ □

出版社

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6月 商品コード 1025881743 □ □

出版社

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6月 商品コード 1025881744 □ □

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

みすず書房 電子書籍

交換・権力・文化 ひとつの日本中世社会論

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

¥15,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 桜井英治著
9784622086116

中世日本は贈与経済が行き着くべきひとつの極限段階を示していた。『贈与の歴史学』（角川財団学芸賞）の俊
英による鮮かな中世社会論。

電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ブランコ・ミラノヴィッチ著,立木勝訳

「各国間と各国内の不平等をこれ以上ないほど明確に語る。必読書」トマ・ピケティ。2016年の『エコノミスト』『フィ
ナンシャル・タイムズ』ベストブック。

大不平等 エレファントカーブが予測する未
来

みすず書房

9784622086130

ピネベルク、明日はどうする!?
みすず書房 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ハンス・ファラダ著,赤坂桃子訳
9784622085942

ホワイトカラーの若夫婦の新婚生活を娯楽小説として描きつつ、ナチズムへと繋がる1930年代のドイツの暗部を
鋭く抉るロングセラー。

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。

□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  -

同時３アクセス以上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11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7月 商品コード 1025881745 □ □

出版社

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7月 商品コード 1025881746 □ □

出版社

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 1025881747 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025881748 □ □

出版社

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 1025881749 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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

近年越境犯罪の規制が強まるにつれ、私人の権利との軋轢が生じるようになった。本書は越境犯罪の捜査にお
ける国家の執行管轄権の限界と、国家間協力を定める合意の下での国家の権利義務の内実を実証し、越境犯
罪の国際的規制の法的諸構成を明らかにする。

具体的な事例を交えながら、読者を政治理論の世界へと導く、新しい入門書。普段の生活で出くわす何気ない
疑問を手がかりに、政治理論の考え方をやさしく説いていきます。政治に興味のない人も、より深く政治を学びた
い人も、まずは「ここ」から始めてみよう。

田村哲樹著,松元雅和著,
乙部延剛著,山崎望著

9784641150423

有斐閣

著編者名

¥1,900(＋税)

ここから始める政治理論（※）
有斐閣

¥4,200(＋税)

著編者名 石井由梨佳著
9784641046801

¥27,400(＋税)

¥8,300(＋税)

越境犯罪の国際的規制

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

電子書籍

□

電子書籍

□

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

電子書籍

□

冊子購入確認

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

電子書籍

ライフステージと法〔第7版〕（※）

租税法判例六法〔第3版〕（※）
有斐閣

¥6,400(＋税)

9784641001510

□

不法行為責任内容論序説
有斐閣

租税法の基本条文・判例を同時に読むための一冊。基本となる判例は租税法総論としてまとめ、個別法の判例
は条文の後に列挙した。所得税法・法人税法については、施行令も抜粋して収録。平成29年税制改正まで織り
込んだ最新版。

冊子購入確認

中里実編,増井良啓編著編者名

物損・人損につきドイツの判例・学説を細密に分析し、責任内容確定の法理が四つの規範群と相互の適用関係
を規律するルールとからなることを示す。従前の理論的蓄積の浅い領域で具体的規範命題を提示し、不法行為
効果論の一般理論を構築せんとする意欲的論考。

¥17,900(＋税)

¥5,400(＋税)

著編者名 長野史寛著
9784641137684

¥2,900(＋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。

□¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

9784641221017

日常の暮らしや人生と法律の関わりをライフステージに沿ってわかりやすく解説する、ユニークな法学案内。21
世紀を生きる女性・男性の生き方に影響を与える法律の最新の動きを反映してパワーアップ。法学部以外の学
生や社会人、高校生の法学入門としても好適。

副田隆重著,浜村彰著,
棚村政行著,武田万里子著

著編者名

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 

-  12  -

同時３アクセス以上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11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9月 商品コード 1025881750 □ □

出版社

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 1025881751 □ □

出版社

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 1025881752 □ □

出版社

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 1025881754 □ □

出版社

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 1025881755 □ □

出版社

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 1025881756 □ □

日本のビジネスシステム その原理と革新
有斐閣 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加護野忠男編,山田幸三編
9784641164918

日本の産業社会が生み出し育んできた、企業内および企業間協働の制度的枠組みは、どのように設計され、ど
のように競争を左右しているか。顧客からは見えないビジネスの仕組みには、どのような叡智が詰まっているの
だろうか。代表的な例を俯瞰しつつ考える。

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。

日本経済論・入門〔新版〕 戦後復興からアベ
ノミクスまで（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 八代尚宏著
9784641165038

戦後から現在までの通史を扱う第1部と、現代の構造問題を扱う第2部の2部だて構成のコンパクトなテキスト。
データをアップデートし、TPPをめぐる日米の動きや、長期的に減少する労働者をめぐる働き方改革等の変化を
盛り込んだ新版。

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。

スマートグリッド・エコノミクス フィールド実
験・行動経済学・ビッグデータが拓くエビデン
ス政策

有斐閣 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 依田高典著,田中誠著,伊藤公一朗著
9784641165052

日本最初の大規模フィールド実験で明らかになったこととは？　電力改革の実証実験に携わった著者が、日本
に「エビデンスに基づく政策」を根付かせるために、実験の成果と意義を行動経済学の知見からわかりやすく解
説し、新しい経済学の可能性を探る意欲作。

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。

経営の経済学〔第3版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸山雅祥著
9784641164956

市場の機能、競争と経営戦略、企業組織や産業・業界、という3つの部から、ビジネス・エコノミクスの基礎から最
新トピックまでを丁寧に解説。ネット企業の台頭による産業構造の変化の「今」を読み解く新章として第15章を追
加。ますますパワーアップして登場！

冊子を購入または
発注の場合は、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。

気鋭の社会科学者が、日本社会を12のキーワードから解きほぐし、未来への方向性を示す。「反知性主義」が幅
をきかせる時代において、私たちがきちんと考え、将来を語り合うための共通の理解、土台となりうる「大人のた
めの教科書」の誕生！

大人のための社会科 未来を語るために
（※）

有斐閣

¥3,300(＋税)

¥1,500(＋税)

著編者名
井手英策著,宇野重規著,
坂井豊貴著,松沢裕作著

9784641149205

電子書籍

¥5,100(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木卓也編
9784641220805

戦後アメリカの対外政策の展開を、政権ごとに分析・考察したテキストの最新版。全体を見直すとともに、オバマ
外交の8年を総括した、新たな章（第7章）を設けている。今なお世界の行方に大きな影響を与え続けているアメリ
カ外交の今後を考えるためにも最適。

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

戦後アメリカ外交史〔第3版〕（※）
有斐閣

-  13  -

同時３アクセス以上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11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 1025881757 □ □

出版社

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 1025881758 □ □

出版社

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 1025881760 □ □

現代広告論〔第3版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岸志津江著,田中洋著,嶋村和恵著
9784641220799

統合型マーケティング・コミュニケーション（IMC）の視点から理論的・実践的体系化をめざした、定番テキストの
最新版。体系だった構成は残しつつ、広告の概念自体を捉え直し、データや事例を刷新。ネットとの関連など最
新テーマを増補した充実の第3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。

財務会計・入門〔第11版〕 企業活動を描き
出す会計情報とその活用法（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 桜井久勝著,須田一幸著
9784641220973

企業が営む主要な活動に焦点を当て、財務諸表の作成プロセスを平明に解説し、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。データを最新に改訂するとともに、解説順序を変更するなど
して、理解がいっそう深まるように工夫した。

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。

心理調査の基礎（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本心理学会監修,

サトウタツヤ編,鈴木直人編

9784641174283

新たな日本心理学会認定資格「認定心理士（心理調査）」のカリキュラムに対応した概論テキスト。豊富な図版と
わかりやすい叙述で、調査・研究法に苦手意識のある読者も抵抗感なく要点を学べます。テキスト採用者には
WEB資料も提供予定。

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

-  14  -

同時３アクセス以上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11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10月 商品コード 1025881761 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881762 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881763 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881764 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881765 □ □

古代から、土木技術は社会発展の礎となってきた。日本各地の古墳や名だたる仏教寺院・宮殿建築を生み出し
てきた伝統的工法を、豊富な遺構の発掘成果とともに紹介し、中国・朝鮮半島の事例に大陸からの影響をたど
る。政治的支配や外交、信仰と土木とのかかわりを手がかりに、人々がどのような社会を目指したのかを、古代
の先端技術から照射する。

冊子購入確認

吉川弘文館 電子書籍
土木技術の古代史 (歴史文化ライブラリー
453)

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

□

9784642058537

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

世界史のなかの天正遣欧使節
吉川弘文館

闘いを記憶する百姓たち 江戸時代の裁判
学習帳 (歴史文化ライブラリー 454)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名 八鍬友広著
9784642058544

¥9,300(＋税)

九州のキリシタン大名がローマに派遣した天正遣欧使節。四人の少年はヨーロッパで文化交流の記録を残して
帰国した最初の日本人となった。彼らが日欧双方にもたらした衝撃とはどのようなものだったのか。八年間の往
復行だけでなくマルコ・ポーロの時代まで遡り、イエズス会日本開教以来の遣欧計画、旅程、彼らの知的遺産な
どからその全貌に迫る。

¥2,800(＋税)

著編者名 伊川健二著

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。

江戸時代、領主の圧政に耐えかねた百姓は、かずかずの一揆・訴訟を起こした。その訴状は、民衆の読み書き
教材「目(め)安(やす)往(おう)来(らい)物(もの)」として広く流布していく。紛争の解決方法が実力行使から訴訟へ
と変わる転換期に、彼らはいかに先人の苦闘の記憶を受け継ぎ、学び、権力と闘う力を身につけたのか。領主
や幕府に訴えをなす民衆自身が主人公となる歴史。

冊子購入確認

著編者名 青木敬著

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

電子書籍

9784642083256

□

冊子購入確認

真田松代藩の財政改革 『日暮硯』と恩田杢
(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 笠谷和比古著
9784642067300

江戸中期、財政破綻に直面した真田松代(まつしろ)藩の再建を託された恩田(おんだ)杢(もく)。その改革の過程
を描き、当時から経世の書として読み継がれてきた『日暮(ひぐらし)硯(すずり)』を読み解いて、再建に成功した理
由とリーダーの資質を、史実から検証する。

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

日本古代中世の葬送と社会
吉川弘文館 電子書籍

¥24,800(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島津毅著
9784642046374

古代中世の人々はどのような遺体・遺骨観、霊魂観を持ち、いかにして葬送を執り行っていたのか。葬送の時刻
とその推移、行われる儀礼・習俗、関与した人々とその役割の変化から、当時の実態を明らかにし、人々の他界
観・死生観にも迫る。また、清水坂非人の葬送権益を通して、彼らの実像と葬送や寺院等との関係を解明。九百
年にわたる日本葬送史。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  15  -

同時３アクセス以上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11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10月 商品コード 1025881766 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881767 □ □

伊達政宗と南奥の戦国時代
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 垣内和孝著
9784642029384

陸奥国の南部「南奥」では、強力な戦国大名が存在せず、数郡程度を支配する領主が割拠していた。南奥が佐
竹氏の侵攻を契機に伊達政宗による地域統一に向かっていく様相を描き、地域的な特色、伊達・蘆名・相馬らの
境目に築かれた城館の姿など、和戦・境目・城館をキーワードに文献史学・考古学両面から追究。従来の伊達
氏研究に新知見を加える。

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

モノと技術の古代史 陶芸編
吉川弘文館 電子書籍

¥18,700(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林正史編
9784642017381

貯蔵・調理･食事に使われた壺・甕、鍋釜、鉢・坏などの土器。民族誌の比較に基づいて各器種の使い方を解明
し、時期や地域ごとに形・作りが異なる理由、および必要とされる形・作りを得るための製作技術の工夫を描く。

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

-  16  -

同時３アクセス以上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11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8月 商品コード 1025881768 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881769 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881770 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025881771 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881772 □ □

重要ポイント解説！テキストと過去問で学ぶ
数学検定4級

オーム社 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
公益財団法人日本数学検定協会監修,

富永順一著

9784274220142

重点事項がすぐにわかる！／数学検定試験4級の重要ポイントと解法をわかりやすく解説したテキストに、過去
問題を掲載した「参考書＋問題集」型の書籍です。3章構成で1章が基礎、2章で応用、3章が過去問という構成で
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。

電子書籍

著編者名
清雄一著,菊島靖弘著,石谷靖,

Jan Pries-Heje著,Jorn Johansen著

成功・失敗の要因となるパラメータを整理し、対策につなげる！／本書は、IT開発プロジェクトのリーダ業務をうまく進めるための考え
方を示すものです。うまく進めるための考え方は何種類もあると思われますが、ここで取り上げる考え方は、デンマークのJanPries-
Heje氏、Jørn Johansen氏がTalent@ITを通じて開発したImprovAbility（インプルバビリティ）です。この技術は、ベテランのプロジェクト
リーダーの方にも、多くの示唆、解を提供しますが、IT開発プロジェクトの発生頻度が少ない企業においては、「はじめて担当する」「数
年ぶりに担当する」というリーダも多いと思われ、本書は、特にそのような境遇の方々にお勧めします。

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。

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

¥5,000(＋税)プロジェクトをうまく進めるための 17の鍵
オーム社

統計学図鑑
オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 栗原伸一著,丸山敦史著,ジーグレイプ制作
9784274220807

「見ればわかる」統計学の実践書！ 楽しみながら実務に必要な統計学の知識が身につきます！／本書は、「会
社や大学で統計分析を行う必要があるが、何をどうすれば良いのかさっぱりわからない」、「基本的な入門書は
読んだが、実際に使おうとなると、どの手法を選べば良いのかわからない」という方のために、基礎的から応用ま
でまんべんなく解説した「図鑑」です。パラパラとめくって眺めるだけで、楽しく統計学の知識が身につきます。

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。

地球環境問題がよくわかる本
オーム社 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浦野紘平著,浦野真弥著
9784274220906

21世紀、地球上に起こった主な環境問題をテーマごとにわかりやすく理解できる本！／地球温暖化、原発問題、
放射性物質汚染、大気汚染、水環境問題、砂漠化問題、アレルギー・化学物質過敏症など、身近に起こっている
多くの環境問題を、著者独自の視点で、わかりやすく伝える科学読み物です。親しみやすいイラストと図表をふ
んだんに織り交ぜ、どこから読んでも楽しめる紙面構成になっています。

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。

Rによる やさしいテキストマイニング －機械
学習編－

オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林雄一郎著
9784274221002

機械学習で捗るテキストマイニング！機械学習を用いた本格的なテキストマイニングをやさしく解説！／本書は、フリーの分析ツール
であるRを用いて、機械学習による大規模なテキストデータ解析の手法などをわかりやすく解説した書籍です。(1) ウェブからのテキスト
データの自動収集、(2) 生の「きたない」データを分析しやすい「きれいな」データにするための前処理、(3) 大規模データを解析するた
めの機械学習の手法、(4) 分析結果を顧客や上司に分かりやすく伝えるための可視化の手法を丁寧に解説しています。解説は、数式
が苦手な読者もすんなりと読めるように、手法の原理を直感的に理解できるイラスト・図面を多用した構成としています。

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。

  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 

-  17  -

同時３アクセス以上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11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9月 商品コード 1025881773 □ □

Chainer v2による 実践深層学習
オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新納浩幸著
9784274221071

Chainerのバージョン2でディープラーニングのプログラムを作る！／本書はChainer を使ってディープラーニング
のプログラムの作り方を示すものです。ディープラーニングは複雑なネットワークで表現された関数の回帰の問
題と見なせます。そしてこのような問題は勾配法で解きます。この観点から Chainer によるプログラムの作成法
を示しました。Chainerが2にバージョンアップしたため、2に対応し発行するものです。畳み込みニューラルネット
ワークについても解説しています。

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。

-  18  -

同時３アクセス以上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11月号 

2017年9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8月 商品コード 1025376230 □ □

出版社

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 1025376231 □ □

CSJカレントレビュー23　先端計測
化学同人 電子書籍

¥9,800(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813838

観ること、測ることは、科学の重要な要素であり、Mother of Scienceといえる。天体観測から、タンパク質の質量
分析まで、国産の優れた計測・分析技術を生み出してきた研究者と、その計測機器や手法について、開発の歴
史を振り返りながら迫る。ソフトレーザー脱離による質量分析技術の開発でノーベル賞を受賞した田中耕一先生
も寄稿。

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

CSJカレントレビュー25　二次元物質の科学
化学同人

¥9,800(＋税)

¥4,200(＋税)

9784759813852

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

電子書籍

□

著編者名 日本化学会編

2004年にブレークしたグラフェンは、電子材料はじめさまざまな応用が期待される新素材の担い手であり、その
特異な性質に魅力がある。二次元物質は、グラフェンはじめ、無機物、有機物、錯体と、幅広くその物理と化学が
研究され、次世代の革新的な科学技術につながる発見がなされている。歴史から最先端の動向まで紹介。

冊子購入確認

□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  -

同時３アクセス以上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11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 1025881774 □ □

出版社

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 1025881775 □ □

出版社

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 1025881776 □ □

出版社

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 1025881777 □ □

出版社

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 1025881778 □ □

X線の非線形光学―SPring-8とSACLAで拓
く未踏領域―（基本法則から読み解く物理
学最前線 14）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,玉作賢治著
9784320035348

ルビーレーザーの発明から遅れること50年余りで、ついにX線領域でも実用的なレーザーが実現した。しかも、現
在世界に2台しかないX線自由電子レーザーの内1台が日本で稼働している。このSACLAを舞台にして世界中の
研究者によってX線領域の非線形光学の研究が開始され、その前線は急速に拡大している。本書では立ち上が
りつつあるX線非線形光学という新分野の今を紹介している。

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。

粘性解―比較原理を中心に―（共立講座
数学の輝き 8）

共立出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税)

現代暗号のしくみ―共通鍵暗号，公開鍵暗
号から高機能暗号まで―（共立スマートセレ
クション 12）

共立出版 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中西透著,井上克郎コーディネーター
9784320009127

現代の暗号・認証技術のしくみを、予備知識なしで理解できるように紹介し、暗号・認証技術がインターネットで
の安全な通信をどのように実現しているか解説。クラウドなどネットワーク環境の多様化に伴ない、暗号・認証技
術の研究は公開鍵暗号・ディジタル署名からさらに進んでおり、その最新の研究の一つである高機能暗号につ
いても平易に解説する。

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。

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
魚田勝臣編著,渥美幸雄著,植竹朋文著,
大曽根匡著,森本祥一著,綿貫理明著

冊子購入確認

著編者名
小池茂昭著,新井仁之編,小林俊行編,

斎藤毅編,吉田朋広編

9784320112025

本書は、二階非発散型の楕円型・放物型偏微分方程式の適切な弱解である粘性解理論に関する、初学者でも
気軽に読めることを目指した入門書。粘性解は、1980年代初頭にCrandallとLionsによって、一階非発散型偏微
分方程式の弱解として導入された。以後、様々な方程式に対して粘性解の一意性が示されるとともに一般的な
仮定の下ではその存在と安定性が確かめられ、適切な弱解として認知されてきた。

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。

9784320124042

1998年刊行以来、情報科学・情報技術の定番ロングセラー教科書。今回の第7版では、情報システムの利用と
技術の進歩に合わせて、行政と公共分野における情報システム、ビッグデータ、人工知能、IoT やIoE、ソーシャ
ルメディア、クラウドコンピューティング、メインフレーム・コンピュータ、アルゴリズムやプログラミング、データ表現
などの項目について追加ないし、増補を行った

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。

格子QCDによるハドロン物理―クォークから
の理解―（基本法則から読み解く物理学最
前線 13）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

コンピュータ概論―情報システム入門― 第
7版

共立出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,青木慎也著
9784320035331

ハドロンは、陽子や中性子、中間子などの強い相互作用をする粒子の総称である。ハドロンはより基本的な
クォークとグルーオンからできている複合粒子であり、素粒子ではない。通常は、その構成要素であるクォークや
グルーオンの性質を調べればよいのであるが、クォークやグルーオンはハドロン内に閉じ込められていて観測で
きない。本書では、そのようなハドロンの性質を、クォークとグルーオンの運動を記述する法則であるQCD（量子
色力学）を用いて理解していこうという試みを紹介する。

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

□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  -

同時３アクセス以上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11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11月 商品コード 1025881779 □ □

出版社

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 1025881780 □ □

出版社

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 1025881781 □ □

出版社

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 1025881782 □ □

冊子購入確認

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩崎誠監修
9784339028645

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

Mapleは、科学・技術・工学・数学（STEM）に関する統合的計算環境である。本書では、Mapleを用いて、メカトロニ
クス系設計開発に必須の機械４力、制御工学の例題を解くことにより、実務応用力の向上ができるよう解説。

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。

受動歩行ロボットのすすめ 重力だけで2足
歩行するロボットのつくりかた（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

速習Maple STEMコンピューティングを活用
する機械系の工業数学

コロナ社 電子書籍

¥10,900(＋税) □

徹底解説   応用数学 ベクトル解析，複素解
析，フーリエ解析，ラプラス解析（※）

コロナ社

本書は、微分積分の基礎を一通り学んだ学生向けの微分積分の続論である。ベクトル解析、複素解析、フーリエ
解析、ラプラス解析の4章構成のもと、それぞれに関連した定理等を丁寧に記述し、例題についてもわかりやすく
解説した。

著編者名 衣笠哲也他著
9784339046496

本書は受動歩行ロボットを実際につくって動かすことを目指す。PartⅠで第一義的に「つくる」ことを目指す。ま
た、PartⅡでは数理的な考察が展開できるように、受動歩行ロボットの力学についてもポイントを述べた。

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 桑野泰宏著

電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

9784339061116

生物センシング工学 光と音による生物計測
コロナ社 電子書籍

¥10,300(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近藤直他編著
9784339067521

複雑で多様な生物に情報を付加するためには生物の物性に基づいて精密に計測する技術が必要である。本書
は迅速かつ非破壊で計測できる光と音を用いて、生物からいかにして目的の情報を計測するかという実験手法
を中心に紹介する。

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

  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 

-  21  -

同時３アクセス以上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11月号 

2017年10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9月 商品コード 1025599591 □ □

出版社

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 1025599592 □ □

出版社

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 1025599593 □ □

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。

水理学概論 (First Stageシリーズ)
実教出版

¥4,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名
岡二三生監修,白土博通監修,細田尚監修,垣谷敦美編,神谷政人編,

川窪秀樹編,竹内一生編,田中良典編,中野毅編,西田秀行編,
橋本基宏編,福山和夫編,桝見謙編,森本浩行編,山本竜哉編

9784407339291

〇大学、高等専門学校の土木・建設系学科向けテキスト。〇堰・ダム等の水理構造物の設計の基礎となる水理
学をやさしく解説。〇重要で一般性のある定理や公式を第３章にまとめ、具体的な計算例を通して理解・習得で
きるよう配慮した。〇後半では、管水路と閉水路の流れについて扱う。

建築法規概論 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大村謙二郎監修,五條渉監修,萩原一郎監修,平野吉信監修,

飯田直彦編,遠藤栄治編,大木盛雄編,大熊久理子編,小山由紀夫編,

築比地正編,町田功編,中田智晴編,根岸俊行編,米原良慈編

9784407340228

・建築基準法を中心に各種の関係法規がわかりやすく学べるテキスト。・一般的な法律の種類や構成、基本用語
の意味と位置づけ、解釈の仕方をていねいに解説した。・理解の助けとなるかこみ記事を多数設けた。・巻末に、
建築基準法令の改正の経緯を、そのきっかけとなったできごとや背景とともに年表で示した。

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。

建築構造設計概論 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
和田章監修,竹内徹監修,石岡恒一編,泉隆一編,
大内一保編,金箱温春編,小泉渉編,坂田弘安編,

島﨑和司編,西尾正人編,益野英昌編

9784407340334

・力学の基礎から建築物の構造設計まで一貫して学べる。第1～4章で力学の基礎を学べ、第6～8章で構造別の構造設計を学べるような
構成としました。・基礎の力学から構造設計の導入を充実。第5章では、部材設計の基本的な学習を踏まえ、実際の建築物の構造設計に
ついて活用できるようにしました。また、荷重計算の概略をつかめるように説明しました。・例題と問を随所に掲載。第1～4章では、例題の
後に問を設け、平易な問題としました。節末問題には応用問題を、章末問題には発展問題を設けました。問のそばに「ヒント」を設け、問を
解きやすくしました。・写真で具体例を掲載。身近な道具をつかった実験写真や、構造設計の概念をつかみやすくするように具体例の写真
を多く掲載しました。

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。

□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 

-  22  -

同時３アクセス以上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11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8月 商品コード 1025881783 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881784 □ □

出版社

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7月 商品コード 1025881785 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025881786 □ □

第3版 有限要素法による流れのシミュレー
ション−OpenMPに基づくFortranソースコード
付

丸善出版 電子書籍

¥17,200(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本計算工学会編
9784621301838

有限要素法による流れ解析の基礎から応用までを解説した一冊です。基礎編では流れの支配方程式から丁寧
に解法を導き出しています。また、応用編では当該分野の世界的な権威を執筆陣に招き、和書でありながら世
界基準の射程を備えています。OpenMPに基づく並列計算法の解説とダウンロード可能なプログラムも用意され
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。

耳科学アトラス　第4版—形態と計測値—
（※）

丸善出版 電子書籍

¥62,700(＋税) □

¥19,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
野村恭也著,原田勇彦著,平出文久著,

小林一女著,木村百合香著

9784621301913

本書は、1974年に初版が刊行されて以来、耳科学分野の解剖学アトラスとして医学生、研修医、専門医の間で
「座右の書」として読まれています。副題の「形態と計測値」のとおり、側頭骨構造を数値で計測する本としても、
世界で類もなく、今改訂では、新たに17章「系統発生」が新設、40点に及ぶイラストの修正・追加、文献の刷新な
ど、最も新しい「耳科学の古典」としてアップデートを遂げています。

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。

47都道府県・公園／庭園百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
西田正憲編著,飛田範夫著,

黒田乃生著,井原縁著

9784621301807

公園と庭園は、誰もがその「土地そのもの」を楽しむことができる、とても身近な地域観光資源といえます。本書
では、全国各地にある公園・庭園のうち約340事例を厳選し、地域固有の自然・風景・歴史・文化とのふれあい
方、楽しみ方を紹介しています。 付録には、便利な「全国自然公園一覧」「全国の庭園一覧」も収録しています。

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。

建築構造設計・解析入門　Fortran 解析プロ
グラム付（※）

丸善出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井大地著,松本慎也著
9784621301876

地震大国・日本では、構造設計者はなくてはならない存在です。本書は、建築を学ぶ学生に、最低限これだけは
知っておいてほしい構造設計や構造解析の基本的な内容をまとめました。建築構造のセンスを身につけるため
に、実際に建築構造の模型を設計・制作し、構造計算を行い、模型の耐力を予測し、実験によって耐力を確かめ
るという実践的な構成となっています。Fortran解析プログラム付。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  23  -

同時３アクセス以上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11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11月 商品コード 1025881787 □ □

出版社

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11月 商品コード 1025881788 □ □

出版社

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11月 商品コード 1025881789 □ □

出版社

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11月 商品コード 1025881790 □ □

例題と演習で学ぶ　電気回路(第2版)
森北出版 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 服藤憲司著
9784627735828

本書では、直流回路・交流回路の基本事項とよく用いる定理をカバーしています。応用範囲を学ぶ続巻とあわせ
てご活用ください。

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。

エッセンシャル電気回路(第2版)
森北出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安居院猛著,吉村和昭著,倉持内武著
9784627735620

電気回路の基本事項を身につけるためのテキストです。 第2版では、新たに「過渡現象」の初歩が追加されまし
た。レイアウトの一新によって、いっそう学びやすくなりました。

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。

例題と演習で学ぶ　続・電気回路(第2版)
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 服藤憲司著
9784627735927

本書では、2端子対回路や過渡現象、伝送線路など、応用的な内容を扱っています。基礎範囲を学ぶ前巻とあ
わせてご活用ください。

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。

9784627811010

土台となる基礎的な知識を身に付けられるよう、基本的な技術や根本となる考え方を理解することを目的とした
入門テキスト。数学的な面についても、端折らずていねいに解説されています。

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。

コンピュータグラフィックス (情報工学レク
チャーシリーズ)

森北出版 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤淳著

□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 

-  24  -

同時３アクセス以上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11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 1025881791 □ □

出版社

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 1025881792 □ □

出版社

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 1025881793 □ □

出版社

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 1025881794 □ □

出版社

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 1025881795 □ □

冊子を購入または
発注の場合は、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

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。

新版 化学工学の基礎
朝倉書店

¥9,900(＋税)

¥3,000(＋税)

著編者名
上ノ山周著,相原雅彦著,岡野泰則著,

馬越大著,佐藤智司著

9784254250381

化学工学の基礎をやさしく解説した教科書の改訂版。新しい技術にも言及。〔内容〕基礎（単位系、物質・エネル
ギー収支、気体の状態方程式、プロセス制御）／流体と流動／熱移動（伝熱）／物質分離（平衡分離、速度差分
離等）／反応工学

改訂新版 橋梁工学
朝倉書店

¥14,600(＋税)

¥4,400(＋税)

著編者名 林川俊郎著
9784254261684

道路橋示方書の改訂や耐震基準に対応した、定番テキストの改訂版。演習問題も充実。〔内容〕総論／荷重／
鋼材と許容応力度／連結／床版と床組／プレートガーダー／合成げた橋／支承と付属施設／合成げた橋の設
計計算例／演習問題解答／他

データで学ぶ日本語学入門 （※）
朝倉書店

¥8,600(＋税)

¥2,600(＋税)

著編者名
荻野綱男編,伊藤雅光編,丸山直子編,

長谷川守寿編,荻野紫穂編

9784254510508

計量国語学会監修による初学者のための「計る」日本語学入門。いまや現象を数量的に考えるのはあたりまえ。
日本語も、まずは、数えてみよう。日本語学と統計、両方の初心者に、ことばをデータに置き換えるのは決して難
しくないことを解説。

経済学のための 線形代数 （※）
朝倉書店

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 平口良司著
9784254111484

ベクトル・行列未習者でも理解できる、経済系学生のための線形代数の初級テキスト。〔内容〕数学的準備／ベ
クトル／行列／行列式／逆行列／基本変形と連立方程式／対角化／線形空間／産業連関表／動学モデルの
分析／最適化問題への応用。

語はなぜ多義になるのか  ―コンテキストの
作用を考える― (シリーズ〈言語表現とコミュ
ニケーション〉 1)

朝倉書店 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中野弘三編
9784254516210

語用論の中心課題である、言語表現とコミュニケーションの場の解明、特に意味伝達のプロセスを解明するシ
リーズ。第1巻では、意味理論、語用論理論をもとに語の多義性を分析し、歴史的意味変化や、借用の過程で生
じる意味変化を扱う。

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。

□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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同時３アクセス以上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11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10月 商品コード 1025881796 □ □

出版社

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6月 商品コード 1025881797 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025649055 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025640156 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025640157 □ □

IoT、AIを活用した‘超スマート社会’実現へ
の道［世界各国の政策と社会基盤技術の最
新動向］

インプレス 電子書籍

¥280,500(＋税) □

¥95,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）

スマート社会ソフトウェア専門委員会著

9784295001430

本書は、一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）スマート社会ソフトウェア専門委員会が2012（平成24）
年度から5年間、超スマート社会に関する国内外の動向について調査したレポートを基にまとめたもので、 「超ス
マート社会」を実現するうえで、情報通信分野の視点で重要な情報をコンパクトに整理した一冊。

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。

IoT技術テキスト基礎編 ［MCPC IoTシステ
ム技術検定基礎対応］公式ガイド

インプレス 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
モバイルコンピューティング

推進コンソーシアム 岡崎正一監修

検定事務局（MCPC）が監修した公式テキスト 本書は8章に分類して「IoTの概要」から、「デバイスの理解」「活
用」や「セキュリティ」「エコシステム」などを順を追いながら、詳しいイラストとともに掲載し、解説いたします。 ま
た、MCPC IoTシステム技術検定(基礎編)に準拠しており、本書を読み理解することが、検定試験に合格するた
めの一番の近道です。

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。

9784295002468

データセンター調査報告書2017 ［クラウド時
代におけるデータセンター事業者の戦略と
今後の展望］

インプレス 電子書籍

¥528,000(＋税) □

¥170,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
インプレス総合研究所編,

クラウド&データセンター完全ガイド監修

9784295002505

本書は、インプレスによる専門媒体『クラウド＆データセンター完全ガイド』による監修のもと、データセンターの
市場動向、サービス動向、ユーザー企業の利用動向をまとめた一冊です。 同媒体が蓄積してきた資料、データ、
知見をもとに、過去から現在までのデータセンター産業の変遷から将来に向けた動きまで網羅することを目的と
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。

データ仮説構築：データマイニングを通して
近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩下基著
9784764905498

誰もが頭を悩ます仮説構築を学び、データマイニングを習得する！データマイニングで重要な仮説の設定につい
て、その枠組みを解説した書物は世の中にあまりない。そこで本書では誰もが一番悩むデータマイニングのため
の仮説構築の手法を重点的にまとめた。さらに、データマイニングに必要な、統計スキル・ITスキル・企画スキ
ル・コミュニケーションスキルという4つのスキルを養成するために、2種類のPBLに基づく課題を設定することで、
より実践的な学習を目指した。

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。

IT研究者のひらめき本棚　ビブリオ・トーク：
私のオススメ

近代科学社 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 情報処理学会会誌編集委員会編
9784764905481

月刊『情報処理』の人気連載をまとめた本がついに登場！ 情報処理学会誌『情報処理』で好評連載中の「ビブリ
オ・トーク ―私のオススメ―」がついに一冊の書籍に！  IT研究者の方々による、デマルコやカーニハン、ヘネ
シー＆パターソン、さらにはアシモフやホーガン、伊藤和典、というバラエティに富んだ書籍紹介を40本収録。

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。

□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 

近代科学社 

-  26  -

同時３アクセス以上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11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10月 商品コード 1025881798 □ □

出版社

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11月 商品コード 1025881799 □ □

2017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 2017年6月 商品コード 1024989209 □ □

2017年9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7月 商品コード 1025233672 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025376225 □ □

TensorFlow機械学習クックブック Python
ベースの活用レシピ60+

インプレス 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Nick McClure著,株式会社クイープ訳
9784295002000

新世代の数値計算ライブラリを操る！線形回帰からCNN/RNNまで網羅的に実践 -- TensorFlowは、数値処理
用のオープンソースライブラリで、AI分野を中心に活用が進んでいます。本書ではまず、変数／プレースホルダと
いったTensorFlowの基本や、オープンデータを扱う方法を説明します。以降は、機械学習のさまざまな手法を具
体的なレシピとして示していきます。線形回帰からCNN/RNNまで解説しつつ、運用環境向けの手法や連立常微
分方程式も取り上げた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。

電子書籍ビジネス調査報告書2017
インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 インプレス総合研究所編著
9784295002062

本調査報告書は、市場規模、ストアやサービス事業者の動向、ユーザーの動向、今後の展望など、電子書籍市
場の今を多角的に分析しています。この一冊で電子書籍ビジネスを網羅的に理解できる調査報告書です。

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。

動画配信ビジネス調査報告書2017［DAZN
日本参入など新たな局面を迎えるVOD市場
の現状と将来展望］

インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森田秀一著,インプレス総合研究所編
9784295001898

海外事業者の日本参入も相次ぎ、活発化する動画配信市場。2016年度は、ライブストリーミング形式の
AbemaTVや特定のコンテンツジャンルを配信するDAZNやスポナビライブなど様々なサービスが立ち上がった。
そこで本書では、活発化する動画配信ビジネスに関して、その最新概況や業界構造、ビジネス構造や収益モデ
ルなどについて徹底分析する他、国内・海外の注目すべき事業者の概要と戦略をそれぞれ解説する。

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。

ポアソン分布・ポアソン回帰・ポアソン過程
(統計スポットライト・シリーズ 2)

近代科学社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島谷健一郎編著
9784764905467

ポアソン分布を、その起源から徹底的に学習し、理解することを目指した本書。要となる、「ランダムな点配置の
点の個数や、ランダムに起こるイベントの回数を数えると、自然にポアソン分布が現れる」、このことをパソコンの
計算ソフトでシミュレーションし、実際にポアソン分布が現れる場面を実体験することにより、数式だけでは理解
できない数学を学習する。確率・統計を活用する読者には必携の書である。

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

不便益　手間をかけるシステムのデザイン
近代科学社 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川上浩司編著
9784764905504

不便益をもたらすシステムのデザイン方法とは、を探求する。テクノロジーを否定するという内容でなく、ITやAIな
どの最新テクノロジーと不便を組み合わせることで新たな知財・サービスを生み出そうというものである。IT技術
者や、システムデザイン関連読者の必読の書である。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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同時３アクセス以上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11月号 

2017年10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9月 商品コード 1025599575 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025599576 □ □

Rではじめる機械学習 データサイズを抑え
て軽量な環境で攻略法を探る

インプレス 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長橋賢吾著
9784295002055

機械学習の考え方とRの活用をわかりやすく解説！―Rは統計解析のためのプログラミング言語・開発環境であ
り、機械学習で利用できるライブラリが数多く提供されています。本書ではまず、機械学習の考え方や、その基
礎となる統計をわかりやすく説明。それを踏まえて、代表的な機械学習の理論を押さえながら、Rのさまざまな活
用法を解説します。本書を読んで、Rによる機械学習の試行や検証を始めてみましょう！

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。

Web制作者のためのSassの教科書 改訂2
版 Webデザインの現場で必須のCSSプリプ
ロセッサ

インプレス 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平澤隆（Latele）著,森田壮著
9784295002352

最新のコーディング環境にあわせて大幅刷新！CSSをより便利に効率的に書ける「Sass（サス）」の解説書を、最
新のコーディング環境にあわせて大幅刷新！CSSをHTMLの構造に合わせて入れ子で書いていく「ネスト」や、便
利な「変数」や「演算」などのSassの基本機能はもちろん、筆者が実際に仕事の現場で使っている実践的なテク
ニックまで、この一冊で網羅しています。

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。
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同時３アクセス以上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11月号 

2017年10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 1025481501 □ □

出版社

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 1025481502 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025481503 □ □

出版社

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 1025481504 □ □

Rとグラフで実感する生命科学のための統
計入門

羊土社 電子書籍

¥12,900(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石井一夫著
9784758120791

無料ソフトRを使うことで手を動かしながら統計解析の基礎が身につく！グラフが豊富で視覚的に確率分布や検
定を理解できる！統計の基本から機械学習まで幅広く網羅した１冊。すぐに使えるRのサンプルコード付き！

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

科研費獲得の方法とコツ　改訂第5版
羊土社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児島将康著
9784758120814

10万人以上が活用してきた科研費応募のバイブル、2017-’18対応の最新版！今版では、新たな審査区分、審
査方式、申請書の様式を丁寧に解説。応募戦略、申請書の書き方、採択・不採択後の対応など、ノウハウを大
公開！

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

実験で使うとこだけ生物統計２　キホンのホ
ン　改訂版

羊土社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田郁男著
9784758120777

好評の入門書が統計家の査読を受け改訂！いわれるがまま検定法を選んでいませんか？2群の比較から多重
比較、分散分析まで研究者がおさえておきたい検定法を厳選。統計の本質をつかみ正しい検定を自分で選びま
しょう！

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

実験で使うとこだけ生物統計１　キホンのキ
改訂版

羊土社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田郁男著
9784758120760

好評の入門書が統計家の査読を受け改訂！母集団や標本を「研究者」として理解していますか？検定前の心構
えから平均値±SD、±SEの使い分けまで、検定法の理解に必須な基本を研究者として捉え直しましょう。

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

□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 

-  29  -

同時３アクセス以上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11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10月 商品コード 1025881800 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881801 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881802 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881803 □ □

発達心理学の新しいパラダイム－人間科学
の「二人称的アプローチ」

中山書店 電子書籍

¥3,500(＋税) □

¥1,380(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ヴァスデヴィ・レディ著,

松沢哲郎著,下條信輔著

9784521745541

発達心理学にパラダイムシフトをもたらす「二人称的アプローチ」をめぐるシンポジウムの全記録。心理学に「二
人称的アプローチ」という画期的な方法をもたらしたヴァスデヴィ・レディ教授、チンパンジー研究から認知科学に
全く新しい視座を提示した松沢哲郎教授、精緻な実験的アプローチからこころの潜在的なプロセスを探究する下
條信輔教授が登壇。「ディスカッション」では、動物行動学・神経内科学・昆虫学・科学哲学などの碩学を交えて
知的刺激に満ちた討論が展開されている。

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。

人体の構造と機能および疾病の成り立ち
III．疾病の成り立ち (Visual栄養学テキスト)
（※）

中山書店 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中清編,津田謹輔監修,

伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742861

管理栄養士が適切な栄養療法を行うには、患者の病態の正しい把握が必須となる。解剖生理学や臨床栄養学
とも関連しつつ、主要な疾患の原因や診断、治療の概要などが学べる。

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。

臨床神経生理検査入門 ―神経症状の客観
的評価

中山書店 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇川義一編
9784521745459

神経生理検査は画像検査にくらべて判読にコツが必要で苦手意識をもつ若手医師が多いが、時間的・空間的要
素を同時に知ることができるため、実は、患者の機能の治療を考えるには最適な検査である。本書では、筋電図
検査、神経伝導検査、脳波検査、誘発電位検査、骨格筋CT・MRI、神経筋エコーに照準をあてて基本から応用ま
でわかりやすく解説、神経生理検査を識りたい人の必携書である。

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

ここまできた肝臓病診療 (プリンシプル消化
器疾患の臨床 3)

中山書店 電子書籍

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

9784521744445

新規治療薬の登場によってウイルス性肝炎の標準治療が変わろうとしている。B型肝炎には核酸アナログ製剤、
C型肝炎にはDAA療法、どちらも耐性に留意しながら専門的な知識が必要とされる。そのほか、潜在的な患者が
多いNASHやアルコール性肝障害をはじめ、原発性肝癌、転移性肝癌、まれな自己免疫性・代謝性の肝疾患ま
で、肝臓専門医が押さえるべき幅広い内容を網羅。

¥29,100(＋税) □

著編者名 佐々木裕編

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

□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 

-  30  -

同時３アクセス以上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11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9月 商品コード 1025881804 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881805 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881806 □ □

出版社

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8月 商品コード 1025881807 □ □

出版社

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9月 商品コード 1025881808 □ □

白熱！糖尿病教室ミラクルマニュアル その
まま使える秘伝のスライド＆シナリオ大公
開！

メディカ出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 細井雅之編著
9784840460439

【やる気を引き出す糖尿病教室になる！】 教室準備から当日までを徹底的にサポートできるように、教室の基本
的な流れや運営方法を紹介する。また、エキスパートの先生方秘伝のスライドとシナリオを公開！全国のユニー
クな取り組みも多数取り上げ、アイデア集としても役立つ1冊。

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

医療看護イノベーション  組織に変化を起こ
す 2035年生き残り戦略の教科書

メディカ出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松下博宣著
9784840461955

【実践的なイノベーションの方法論を学べる】 看護管理者に向け、病院の生き残り策が問われる変革の時代に
必要なイノベーションを生み出すノウハウを紹介。近年注目されるシステム×デザイン思考が身につけられる。
イノベーションをおこすための具体的ツールも収載。

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。

疾患別食事療法のポイントと成分別栄養献
立展開のコツ

メディカ出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 本田佳子編
9784840460798

【食事で治療提案を行う管理栄養士のバイブル】 チームで行う栄養管理は、個々の症例や病態に応じて適切に
実施されるが、そのなかで管理栄養士にしかできないことが「食事」での治療提案である。さまざまな病態に応じ
て、治療効果が上がる献立を合理的に作成する管理栄養士に欠かせない一冊。

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。

実践！　遺伝性乳がん・卵巣がん診療ハン
ドブック

メディカ出版 電子書籍

¥11,500(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内英子編
9784840461894

【遺伝的評価に基づく治療法選択を支える】 乳がん患者の約5％を占めるHBOC。未発症保因者なのか、すでに
発症しているのか、血縁者が保因者なのか、置かれた状況により選択肢はさまざま。患者が自分の個性に合っ
た予防・治療法を選択できるよう支援するために必要な知識と実践ポイントをやさしくまとめた一冊。

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。

新生児ケアまるわかりBOOK　生理（根っこ）
を知れば看護が見える

メディカ出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平野慎也編,藤原美由紀編
9784840458993

【新生児ケアの根拠を知り、確かな看護を】 日常的なケアからレベルの高いケアまで、NICUで必須の看護ケアを
41項目取り上げ、「なぜ、このケアが必要なのか」という根っこの部分に着目。どの施設でも必要とされる知識で
ある、普遍的な「ケアの根拠（新生児の生理的特徴）」をビジュアルで丸ごと解説する。

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。

□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 

-  31  -

同時３アクセス以上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11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10月 商品コード 1025881809 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881810 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881811 □ □

出版社

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10月 商品コード 1025881812 □ □

必ず知っておきたい 脳血管外科 手術器具
＆機器

メディカ出版 電子書籍

¥27,300(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯原弘二監修,菱川朋人編
9784840461238

【後期研修医、専門医必携の一冊！】 実臨床の使用感に基づき、現場の生の声を主観的に伝える「臨床医目線
のカタログ」。手術トレーニング機器から、顕微鏡、鋼製小物、手術室まで、脳血管外科医が必ず知っておくべき
手術器具＆機器についてビジュアルに解説。

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

陰陽虚実がわからなくても処方できる！ 漢方薬処方
レクチャー　まずはこれだけ20  生薬の処方構造で
「どの薬を」「なぜ使う」がピピッとわかる

メディカ出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 淺羽宏一著
9784840461979

【症状・愁訴別にもっと簡単に使える漢方薬！】 ベストティーチャー賞受賞の弁舌さわやかな処方レクチャー。陰
陽、虚実、寒熱、五臓などなど、漢方のことはくわしくわからなくても処方はできる！ 生薬の処方構造をもとに現
代の言葉で漢方処方をスッキリ解説。今日の臨床から使ってみたくなる漢方処方の極意。

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

解剖から主要手術の看護のポイントまで！
形成外科の手術看護パーフェクトマニュア
ル

メディカ出版 電子書籍

¥13,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 楠本健司編
9784840461986

【全部わかる！形成外科の器械出し・外回り】 全身が手術部位であり、患者の年齢層も幅広く、手技が細かく精
密な器具・器械を使うことの多い形成外科手術。16もの主要手術を取り上げ、取り扱いに注意すべき器具・器械
の特徴や、術式ごとの基礎知識と看護のポイントがバッチリ確認できる、ほかにはないオペナース必携の1冊！

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

ナース、CW、PT、OT、STのための 事例で
わかる ADLの評価＆向上サクセスガイド

メディカ出版 電子書籍

¥14,400(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 壹岐英正編
9784840460651

【多職種必読！リハのADLがぜんぶ見える！】 ADL支援（介助）は、訓練ではセラピストが、日常生活ではナース
やCWが担う、リハビリ病棟の一番大きな業務。リハにかかわる多職種がADLを正しく評価でき、そのうえで各
ADLをどう向上させるのか（訓練）、どう維持するのか（病棟・生活）が学べ、さらにIADLにも踏み込んだガイドブッ
ク。

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

-  32  -

同時３アクセス以上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。



「週刊東洋経済eビジネス新書」シリーズは、『週刊東洋経済』などに掲載さ
れた記事の中から、長く、繰り返し読者にお読みいただきたい価値ある記事を
ピックアップしてお届けする読み切りサイズの電子書籍です。ワン・テーマを
再構成（一部加筆修正あり）してあります。書籍では発売されていないコンテ
ンツがMaruzen eBook Libraryに登場！学生用図書にぜひご検討下さい。 

好評配信中！（Vol.101～Vol226）※2017年10月末時点 

各巻価格：同時１アクセス（本体） 

¥900～¥2,200 

各巻価格：同時３アクセス（本体） 

¥2,000～¥5,000 

※各巻の詳細はMaruzen eBook Library担当までお問い合わせください。 

e ビジネス新書 シリーズ 

今後は新刊の発売と同時にMaruzen eBook Libraryで配信します!! 
ぜひ継続でのご注文をおすすめします！ 

※こちらのeビジネス新書は新刊ハイブリッドモデルの対象外となります。ご了承ください。 



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 〒860-0804 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


