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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

冊子を購入または発
注の場合は、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 □ □

●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。

　「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

□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12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 1026405214 □ □

出版社

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 1026405215 □ □

出版社

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 1026405216 □ □

出版社

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 1026405217 □ □

出版社

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 1026405218 □ □

民事法学の基礎的課題 植木哲先生古稀記
念論文集

勁草書房 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙森八四郎編集代表,小賀野晶一編集代表
9784326403448

植木先生に直接間接に薫陶を受けた22名が寄稿した珠玉の論稿が集まり、民事法学の基礎的課題を巡る諸問
題について解明する。民法の各分野のほか、消費者法、交通法、医事法、事故法、環境法の展開科目、法哲学
や歴史、アメリカ法、中国法等その最新の研究成果を収録し、課題と理論的展望を探る。他に植木先生の略歴、
業績目録が収録。

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。

¥8,600(＋税)

¥2,700(＋税)

著編者名 信原幸弘著
9784326154500

情動はときに誤り、害をもたらす。やはり理性に従って行動すべきなのか。理性的に生きることが幸福な生につ
ながるのか。実はそうではない。情動こそが状況に相応しい行動を生み出すのであり、理性は情動の働きを調整
しているというのが本当のところである。情動に着目することで新たな展開を見せる心の哲学の最前線。

冊子を購入または
発注の場合は、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

情動の哲学入門 価値・道徳・生きる意味 □

冊子購入確認

登録有形文化財 保存と活用からみえる新
たな地域のすがた

勁草書房 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐滝剛弘著
9784326248469

地域おこしの拠点としての役割も担う登録有形文化財、地域の歴史や文化と強く結びついた1万件を超える登録
物件の多様性がそのまま多様な利用法に現れており、地方創生や観光資源の再発見に注目が集まっている。
本書は、全貌を俯瞰するはじめての一般書であり、多様で奥深い世界へいざないその魅力を余すことなく伝え
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。

権威主義体制と政治制度 「民主化」の時代
におけるエジプトの一党優位の実証分析

勁草書房 電子書籍

¥14,800(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今井真士著
9784326302604

権威主義体制の一党優位はどのような条件で確立するのか？ 一党優位の政党システムでは与野党間、与党
勢力内、そして野党勢力内でどのような角逐と協力が見られ、その振る舞いはどのような制度に規定されるの
か？ 第一共和制前後のエジプトに主に注目し、「アラブの春」以後も射程に入れて、中東地域を比較政治学の
俎上に載せる。

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　ローマ法案内 現代の法律家のため
に

勁草書房 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木庭顕著
9784326403424

今日の法律学の土台をなすローマ法も、歴史的時間のなかで常に新しいローマ法像を獲得してきた。現在、大き
な変化が要請されていると認識する著者は、法のみならず政治やデモクラシー、文学や哲学、信用や労働等の
認識の再点検を行って、新しいローマ法像へと向かう扉を開く。法学に留まらず、現代社会を捉え直すために必
須の教養書。

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。

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  -

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12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 1026405219 □ □

出版社

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 1026405220 □ □

女性校長はなぜ増えないのか 管理職養成
システム改革の課題

勁草書房 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河野銀子編著
9784326654116

〈良い校長〉になるための要素を示すロードマップは、ブラックボックス化した管理職登用を透明化し公平公正に
変えるように見える。だが、教員たちの文化様式である「一任システム」を崩壊させ、女性校長の育成や登用、さ
らには教育全体に負の効果をもたらす。本書は、インタビューやデータを通して実態を分析し、改善の方策を考
える。

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

官僚制改革の条件 新制度論による日英比
較

勁草書房 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笠京子著
9784326302598

1970年代後半以降、多くの国々で官僚制改革の機運が高まった。では日本と英国ではどうだったのか？ なぜ英
国ではスピーディに改革が進み、日本では何十年もかかったのか？ なぜ英国ではNPM改革一色になり、日本で
は政治主導とNPM改革が混じり合うことになったのか？ 両国の経緯をたどりながら、4つの新制度論で明らかに
する。

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

-  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12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12月 商品コード 1026405221 □ □

戦後フランス中央集権国家の変容　下から
の分権化への道

東京大学出版会 電子書籍

¥12,900(＋税) □

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山洋平著
9784130362641

フランスの中央集権体制はいつ、いかにして変容し、地方分権化へと至ったのか。中央集権型の中央地方関係
は、保守長期政権下の高度成長期に下から掘り崩され、70年代末には地方分権化が避けて通れなくなったこと
を、一次資料を駆使して明らかにする。

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

東京大学出版会 

□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  -

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12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 1026405222 □ □

出版社

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 1026405223 □ □

出版社

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 1026405224 □ □

出版社

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 1026405225 □ □

出版社

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 1026405226 □ □

9784492223765

日本の「宝の持ち腐れ」の部分に光を当て、それが日本ばかりか世界の２１世紀型経済発展のフロンティアにな
ることを示す。

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。

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

9784492502877

奈良の家業から全国展開へ。３００年の老舗を現代のブランドに作り上げた若き経営者の１５年間の創造の記録
と未来構想。

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

ガラパゴス・クール 日本再発見のための１１
のプログラム

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 船橋洋一編著

心筋梗塞や突然死は月曜の朝に多い。日常に潜む「ブラックタイム」を知れば病気のリスクが下がる！健康で過
ごせる！簡単なコツを紹介。

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。

１万人の人生を見たベテラン弁護士が教え
る「運の良くなる生き方」

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,300(＋税)

日本の工芸を元気にする！
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 中川政七著

冊子購入確認

著編者名 西中務著
9784492046081

大好評『ベテラン弁護士の「争わない生き方」が道を拓く』第二弾。１万人以上の人生を俯瞰してわかった、本当
の幸せをつかむ生き方。

企業統治と成長戦略
東洋経済新報社 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税)

「正しい時間の使い方」が、あなたの健康をすべ
て左右する 人生のブラックタイムを知れば、まさ
かの病気と事故からあなたと家族を守れる

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石黒源之著

冊子購入確認

著編者名 宮島英昭編著
9784492533895

コーポレート・ガバナンスの強化は、日本の経済成長を可能にするのか？　気鋭の研究者が日本企業の実像を
明らかにする。

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

9784492045411

□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12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 1026405227 □ □

出版社

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 1026405228 □ □

出版社

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 1026405229 □ □

出版社

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 1026405230 □ □

出版社

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 1026405231 □ □

出版社

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 1026405232 □ □

収益認識・リース・金融商品・連結・株式報酬などの基準改正を反映し改訂。最新制度の概略から実務対応まで
設例でわかりやすく解説。

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。

最新　アメリカの会計原則 第２版
東洋経済新報社 電子書籍

¥15,200(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ＰｗＣあらた有限責任監査法人編著
9784492602263

フィル・ナイト著,大田黒奉之訳

冊子購入確認

著編者名 郷原信郎編著
9784492533963

コンプライアンス検定委員会主催「ビジネスコンプライアンス検定」上級試験公式テキスト。出題される内容に即
して網羅的に解説。

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。

9784492046173

全米を熱狂させたナイキ創業者の自伝、ついに刊行！　クリエイター自らが語り尽くす、世界最強ブランドの誕生
と成長の物語。

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

著編者名 川端美帆著
9784492581117

大好評「１年目の教科書」シリーズ最新刊！　ビジネスマンに人気の副業が簡単に始められる方法を、Ｑ＆Ａで
やさしく解説。

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。

9784492654804

テクノロジーの進歩で奪われた雇用や富はどうなるのか？　イノベーションがもたらす未知の世界に、気鋭のエコ
ノミストが挑む。

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。

企業法とコンプライアンス　第３版
東洋経済新報社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税)

SHOE　DOG（シュードッグ） 靴にすべてを。
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

9784492961261

保険業界におけるデジタルマーケティングの基礎知識から活用事例までを紹介。ＡＩがもたらす金融・保険業界の
未来を徹底解説。

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。

アフィリエイトで稼ぐ１年目の教科書 これか
ら始める人が必ず知りたい７７の疑問と答え

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥1,400(＋税)

デジタルエコノミーはいかにして道を誤るか
労働力余剰と人類の富

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 ライアン・エイヴェント著,月谷真紀訳

冊子購入確認

FinTechは保険業界の「何」を変えるのか？
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 藤井秀樹著,松本忠雄著

-  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12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 1026405233 □ □

出版社

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 1026405234 □ □

出版社

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 1026405235 □ □

出版社

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 1026405236 □ □

9784492961346

団塊ジュニア世代を中心に、人生１００年時代のライフスタイルを「消費」「家族」「就労」「健康」「人生設計」の切
り口で分析・提言。

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

9784492522219

スポーツビジネスの定番教科書。沸騰する中国サッカー、Ｂリーグ、東京五輪…最新動向を踏まえ改訂した待望
の第２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。

「人生１００年時代」のライフデザイン 団塊
ジュニア世代から読み解く日本の未来　ライ
フデザイン白書２０１８

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
株式会社第一生命経済研究所編,

宮木由貴子著,的場康子著

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。

小論文これだけ！模範解答　超基礎編
東洋経済新報社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税)

スポーツビジネス　最強の教科書 第２版
東洋経済新報社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平田竹男著

冊子購入確認

著編者名 樋口裕一著,大原理志著
9784492046180

累計３０万部『小論文これだけ！』シリーズ初「模範解答編」が新登場！「いい解答例」「悪い例」を解説、「いい
例」はそのまま使える。

街場の天皇論
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 内田樹著
9784492223789

ぼくはいかにして天皇主義者になったのか。象徴的行為とは死者たち、傷ついた人たちと共苦することであると
位置づけるウチダ流天皇論。

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。

-  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12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 1026405237 □ □

出版社

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 1026405238 □ □

出版社

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 1026405239 □ □

出版社

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 1026405240 □ □

日本の長い戦後 敗戦の記憶・トラウマはど
う語り継がれているか

みすず書房 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 橋本明子著,山岡由美訳
9784622086215

戦争体験者の記憶は子や孫に選択されて伝わる。高校歴史教科書の記述は若い世代の意識を決める。米国で
教える気鋭の社会学者の分析。

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

日本のルィセンコ論争
みすず書房 電子書籍

¥11,400(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村禎里著,米本昌平解説
9784622086208

日本の生物学を長期にわたり混乱に陥れたルィセンコ学説をめぐる論争の記録。最新の遺伝学にもとづく解説と
ともに新たに読み直す。

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。

進化、適応、代謝、生殖、情報分子、遺伝、エピジェネティクスにわたる膨大な知識を集約し、肥満流行の原因に
迫った先駆的な著書。

人はなぜ太りやすいのか 肥満の進化生物
学

みすず書房

9784622085539

□

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
マイケル・Ｌ・パワー著,

ジェイ・シュルキン著,山本太郎訳

冊子を購入または
発注の場合は、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
精神の革命 急進的啓蒙と近代民主主義の
知的起源

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

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジョナサン・イスラエル著,森村敏己訳
9784622086147

フランス革命以前、スピノザの系譜につながる「ラディカルな啓蒙主義者」に初めて焦点をあてた、現代を代表す
る思想史家の精髄。

電子書籍

¥13,900(＋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 

-  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12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 1026405241 □ □

出版社

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 1026405242 □ □

出版社

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 1026405243 □ □

出版社

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 1026405244 □ □

出版社

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 1026405245 □ □

¥26,400(＋税)

¥8,000(＋税)

9784641227293

行訴法上の第三者効の内容を解明し、それを行政紛争の画一的解決のための仕組みとして分析することを通じ
て、形成訴訟や対世効の問題一般へのアプローチを試みる。行政訴訟のみならず民事訴訟も含めた、訴訟法理
論全体に関わる解釈論、立法論を展望。

巽智彦著著編者名

有斐閣 電子書籍

第三者効の研究 第三者規律の基層

自治体コンプライアンスの基礎
有斐閣

¥8,600(＋税)

9784641227323

□

信託法セミナー(4) 信託の変更・終了・特例
等

有斐閣

自治体職員にとってのコンプライアンスとは何か。また、いかにしてそれを実践するか。ことわざを用いて大枠の
イメージを示すとともに、具体例を豊富に紹介することで自治体実務に役立つ知識をわかりやすく提供する。現
役職員、地方公務員を目指す学生必携の書。

冊子購入確認

岡田博史著,北村喜宣編,
山口道昭編,出石稔編

著編者名

ジュリスト連載「信託法セミナー」の第４弾。信託法第６章以下を扱う最終巻。これまで同様、研究者と実務家が
座談会形式でハイレベルな議論を展開。「信託と倒産」の章では、東京大学の松下淳一教授をゲストに迎える。
信託研究者及び実務家必読の書。

¥13,200(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名 能見善久編,道垣内 弘人編
9784641137516

¥2,600(＋税)

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

□

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。

現行法、2017年民法（債権関係）改正後の新法、それぞれの規律を精確に描写。学説・判例、外国法等の蓄積
や動きを押さえながら、改正前後を通じて連続する「流れ」、変わることのない「おもしろさ」を伝える。契約法を学
ぶうえで座右に欠かせない、待望の一書。

ケース、Column（新しいテーマ）、Web（横断的解説）、図等を駆使して親族・相続法をわかりやすくかつ立体的に
解説。再婚禁止期間、預金債権に関する最高裁の判断や相続法改正の動きといった近時の動向を織り込むと
共に全体を見直した。

高橋朋子著,床谷文雄著,
棚村政行著

9784641221048

有斐閣

著編者名

¥2,400(＋税)

民法7　親族・相続〔第5版〕（※）
有斐閣

¥5,300(＋税)

著編者名 中田裕康著
9784641137318

¥10,600(＋税)

¥4,800(＋税)

契約法（※）

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

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 

-  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12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 1026405246 □ □

出版社

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 1026405247 □ □

出版社

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 1026405248 □ □

出版社

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 1026405249 □ □

ケースで学ぶ 国際企業法務のエッセンス
（※）

有斐閣 電子書籍

¥8,200(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
森下哲朗著,平野温郎著,

森口聡著,山本卓著

9784641046795

臨場感あふれるケースを用いて、基礎知識とともに実務の現場における知恵を学ぶ。国際企業法務を担当する
ことになったらDay１に読む、理論と実務のエッセンス。第一線の研究者、弁護士、法務担当者の共同作業によ
る画期的な入門書。

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。

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。

「法学教室」の好評連載を単行本化。会社法務で起こる紛争・訴訟につき、具体的なケースを素材に、弁護士が
現場でどのように考え、どの手法をとるのかを解説。会社法の条文や論点を実務でどう使うかを訓練できる実戦
的な１冊。単行本化につき２章追録。

会社訴訟・紛争実務の基礎 ケースで学ぶ
実務対応（※）

有斐閣

¥5,300(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名
三笘裕編著,荒井紀充編著,

中野智仁編著

9784641137622

金融の仕組みと働き（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
岡村秀夫著,田中敦著,野間敏克著,

播磨谷浩三著,藤原賢哉著

9784641184374

現実の金融がどのような仕組みで動いているのか、具体的なイメージをつかんだうえで、基礎的な理論を使って
金融機関や金融市場の働きをわかりやすく解説する、入門テキストの決定版。基本から最新の動きまでをカ
バーし、変化の激しい金融の流れをとらえる。

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。

グローバル・マーケティング戦略（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
三浦俊彦著,丸谷雄一郎著,

犬飼知徳著

9784641220874

コンパクトにまとめられた、待望久しいスタンダード・テキスト。変動が激しく、多様に展開されているグローバル・
マーケティングについて、戦略の視点に立った明確な枠組みに基づき解説する。生き生きとしたケースを豊富に
盛り込み、臨場感たっぷりに学ぶ。

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

-  11  -

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12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 1026405250 □ □

出版社

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 1026405251 □ □

出版社

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 1026405252 □ □

出版社

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 1026405253 □ □

出版社

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 1026405254 □ □

明治期の地方制度と名望家
吉川弘文館 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯塚一幸著
9784642038683

数度にわたり行われた明治期の地方制度改革には、いかなる意味があったのか。国家による官治的役割が強
調されてきた従来の評価を、地域社会の側から捉え直す。名望家層が主導した地域振興、土木事業、政党勢力
の浸透などに着目して分析。行政単位として創出された府県が、人々の共通利害を有する切実な公共空間へと
変貌していく過程を描き出す。

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。

日本文化史講義
吉川弘文館 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大隅和雄著
9784642083263

日本文化は、独特の自然環境によって形成された基層文化の上に、大陸より漢字・仏教・儒教などを受容し、さ
らにヨーロッパ文化が伝来することで重層的で複雑な構造を持つことになった。神話の時代から現代に至る思
想・宗教・文学・芸能など幅広い事象を講義形式で解説。文化史の時代区分に一石を投じ、今後の歴史研究の
あり方に問題を提起する。

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。

卓越した能力で政治・社会に大きな影響を与えた、奇僧・快僧たち。超能力や新たな倫理、横紙破りな生き方、
新しい信仰のかたちで人々の心をとらえ、時代を変えていった。彼らの行動と魅力に満ちた実像を検証する。

¥2,200(＋税)

著編者名 今井雅晴著

各地に残る「津」のつく地名は、かつて港に関連する土地だった。古代の船は喫水が浅かったので、港はラグー
ン（内海）に作られた。ＧＩＳ（地理情報システム）を駆使して全国を探索し、土砂が堆積して陸化する前の景観を
復元する。また港を支配し交易で栄えた豪族や、通商を担った海人(かいじん)族、港を繋ぐネットワークから、船・
人・物の往来の実態を描き出す。

冊子購入確認

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。

江戸時代後期、多くの読者を魅了した娯楽小説の戯作(げさく)は、たびたび取り締まりの対象となった。権力側は
何を問題視し、作者や版元はいかに受け止め対処したのか。山東京伝の作品をはじめとする戯作の文学的魅
力と処罰の理由を探り、自己検閲、自主規制で作品の命脈を保とうとした作者たちの姿を描く。形を変え現代に
続く出版統制をめぐる攻防の歴史。

冊子購入確認

著編者名 石村智著

¥6,000(＋税)

¥1,800(＋税)

電子書籍

9784642067553

□

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。

日本の奇僧・快僧 (読みなおす日本史)

吉川弘文館 電子書籍
よみがえる古代の港 古地形を復元する (歴
史文化ライブラリー 455)

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

□

9784642058551

佐藤至子著
9784642058568

¥7,300(＋税)

吉川弘文館

江戸の出版統制 弾圧に翻弄された戯作者
たち (歴史文化ライブラリー 456)

吉川弘文館

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

著編者名

□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12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 1026405255 □ □

出版社

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 1026405256 □ □

出版社

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 1026405257 □ □

出版社

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 1026405258 □ □

近世日本政治史と朝廷
吉川弘文館 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口和夫著
9784642034807

古代以来、近世・幕末維新期を経て今なお存続する天皇。戦国期に政治的・経済的に衰退した朝廷という集団
は、どのようにして近世を迎えたのか。復活した院（上皇）をめぐる諸問題、幕府の経済支援・政治関与のもとに
あった朝幕体制が解体してゆく契機などを、時代をおって追究。天皇・朝廷の存在と機能に視点をあて、近世日
本の政治史を解明する。

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

古代地方寺院の造営と景観
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 梶原義実著
9784642046381

６世紀末の飛鳥寺の造営以降、全国各地には数多くの寺院が建立された。大きな労力を伴う寺院造営が、なぜ
これほどまでに流行したのか。造営場所に選ばれた立地（景観）に着目し、近江・伊勢をはじめ、東は上総・下
総、西は豊前・筑前までの多くの事例を詳細に検証。祖先信仰や開発拠点、水源祭祀など、地方社会のなかに
おける寺院の多様性を探る。

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。

平家政権と荘園制
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 前田英之著
9784642029391

中世社会における平家の存在とはいかなるものだったのか。荘園制が中世的土地所有制度として定着するプロ
セスと平家政権との関わりに着目し、鞆(とも)田(だの)荘(しょう)ほか平家領の形成・領有と政治過程との連動
や、軍役・一国平均役の徴収方式を精緻に分析する。さらに、平家政権の方針が、鎌倉期にも受け継がれたこと
を論じ、その歴史的役割をとらえ直す注目の書。

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。

現代語訳 小右記  ５ 紫式部との交流
吉川弘文館 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 倉本一宏編
9784642018203

娍子立后をめぐって対立する三条天皇と道長。実資は「天に二日無し」といって立后の儀を主宰する。道長と彰
子の確執も表面化し、実資は彰子と頻繁に接触する。その間の取り次ぎ役を担ったのが、かの紫式部であった。

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。

-  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12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 1026405259 □ □

出版社

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 1026405260 □ □

出版社

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 1026405261 □ □

出版社

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 1026405262 □ □

出版社

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 1026405263 □ □

□

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

アーレントと二〇世紀の経験

水俣の記憶を紡ぐ
慶應義塾大学出版会

著編者名 下田健太郎著
9784766424836

水俣病の経験を、運動・訴訟や社会的状況のみならず、個々人をとりまく生活世界とも連動しながら、記憶が紡
がれてゆくプロセスとして描き出し、チッソが水俣に工場を設立して以降のおよそ110年という時間軸のなかに位
置づけてゆく。　モノや語りに表象される過去の水俣病経験ではなく、モノや語りを媒介としながら、今なお生きら
れる水俣病経験のダイナミックなありよう、被害／加害の対抗図式を超えて、「当事者」の〈顔〉を描き出す、気鋭
の力作。

▼アーレントをいま、読む意味はなにか？▼20世紀の政治的惨禍と真正面から対決した思想家は、21世紀を生
きるわれわれに何を語るのか？▼全体主義、政治的悪、ナショナリズム、革命……。彼女が遺した政治の苦境と
可能性をめぐる問いかけを、現代の諸学知から改めて読み直すアクチュアルな一冊。

著編者名 川崎修編著,萩原能久編著,出岡直也編著
9784766424409

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

交通サービスの革新と都市生活
冊子購入確認

著編者名 西山敏樹著
9784766424782

▼人工知能やIoT技術の進展で、大きく変容しようとしている都市交通。フットワークの軽い「軽薄短小」と、生活
の質を上げる「個重視」のサービスが、未来の都市生活シーンをどのように変えていくのか。▼本書では、昨今
の交通技術の革新が、われわれの都市生活にどのような効果をもたらしているのかを明らかにしながら、都市交
通のサービスイノベーションの方向性を探る。また技術革新で、交通の運行者と利用者の行動意思決定がどの
ように支援されて変容するのか、そして未来の都市生活シーンがどのように変わっていくのかを俯瞰する。

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。

¥2,700(＋税)

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,400(＋税) □

電子書籍

¥15,400(＋税)

¥6,900(＋税)

¥2,200(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

慶應義塾大学出版会 電子書籍

人間関係の理解と心理臨床

吉川晴美編著,松井知子編著,田尻さやか著,
中村洋子著,羽田里加子著,柳瀬洋美著,

横山太範著,義永睦子著

9784766424669

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

▼カウンセリング（心理臨床・教育）の基本を学ぶ人間関係の理解にもとづき、各発達段階に象徴的な問題を取
り上げ、心理劇（ロールプレイ）を用いた豊富な事例から、問題解決の方法を習得する。大人の発達障害の復職
支援も紹介。

井筒俊彦の学問遍路
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井筒豊子著,澤井義次解説
9784766424652

昭和34（1959）年、ロックフェラー基金で海外研究生活をはじめた井筒俊彦。それ以降20年に及ぶ海外渡航生活
のなかでの研究者との出会い、マギル大学、エラノス学会、イラン王立哲学アカデミー等での研究と生活を豊子
夫人が語るインタビュー、エッセイ、論文を通して、鮮やかに蘇らせる。

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

□

慶應義塾大学出版会

¥11,200(＋税)

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

電子書籍

冊子購入確認¥3,600(＋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 

-  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12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 1026405264 □ □

出版社

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 1026405265 □ □

債権法改正を読む
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,400(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾弘著
9784766424744

▼必ず理解できる改正民法の学びかた！▼ロースクール生、法学部生必携！　改正民法の知識が必要なすべ
てのかたに！民法は「何がどう」変わったのか？改正の過程から解き明かし、新民法への「変化」の理由、その
内容を流れから理解できる決定版！　改正民法条文、新旧対照法情報は、本書のQRコードからダウンロードも
可能！

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

失踪の社会学
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,000(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中森弘樹著
9784766424812

▼あなたは、なぜ、そこにいるのか。失踪とは何か。その不条理さ、不可解さ、やりきれなさは、何に由来するの
か。現在でも日本国内で年間に数千件規模のペースで生じている隠れた社会問題、失踪――。　失踪が惹起す
る実存的な問いを突きつめ、あなたや私がそこにいる、という一見自明の事態を根底から見つめなおす、気鋭の
力作。

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

-  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。



理工学編 2017年12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 1026405266 □ □

出版社

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 1026405267 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 大野博司編

細菌は地球上のあらゆる環境に存在し、さまざまな相互作用のもとに複雑な共生系を構成している。生物内も例
外ではなく、動物の体表面や腸管内、植物の根圏や根粒など、共生細菌は宿主と相互に影響を及ぼしており、
なかには共進化により不可分の関係になっているものさえいる。本書は、共生細菌の基礎から最新の知見まで
を横断的にまとめた意欲作である。

冊子購入確認

DOJIN BIOSCIENCE SERIES27　共生微生
物

化学同人

¥14,900(＋税)

¥6,000(＋税)

9784759817287

大学で学ぶ食生活と健康のきほん
化学同人 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉澤みな子著,武智多与理著,百木和著
9784759818284

さまざまな栄養素と食品、健康の維持・増進のために必要な食生活の基礎知識について、わかりやすく解説した
半期用のテキスト。大学入学後の１年生が学ぶのに適した内容を取り上げているので、栄養を専門としない学生
でも興味をもって学ぶことができる。生活科学分野をはじめ一般教養の教科書としても適している。

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。

□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  -

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12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 1026405268 □ □

出版社

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 1026405269 □ □

出版社

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 1026405270 □ □

出版社

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 1026405271 □ □

出版社

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 1026405272 □ □

著編者名 山脇兆史著,巌佐庸コーディネーター
9784320009134

本書は、「昆虫そのもの」ではなく「動物の行動の仕組み」に興味を惹かれて研究に取り組む著者が、ハエ、ミツ
バチ、カマキリなどを例に昆虫の驚異的な行動の仕組みをわかりやすく説明する。さらに、それらの行動を制御
する運動系の神経機構、昆虫の行動の仕組みをロボットに応用した例について取り上げる。

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

本書は、中間子-原子核束縛系を舞台にした、ハドロン多体系の構造や生成反応と強い相互作用に関する研究
の入門書。読者としては、量子力学の基礎を修得済みの物理学を学ぶ大学学部４年生・大学院修士課程１年生
を想定している。中間子-原子核束縛系の物理が無理なく理解できるような構成を心がけており、ハドロン物理学
の面白さの説明、基礎的な相対論的量子力学の復習の後で、中間子と原子核の束縛系に関する研究成果を解
説している。

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。

昆虫の行動の仕組み―小さな脳による制御
とロボットへの応用―（共立スマートセレク
ション 13）

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税)

中間子原子の物理―強い力の支配する世
界―（基本法則から読み解く物理学最前線
15）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤彰三監修,岡真監修,比連崎悟著

冊子購入確認

著編者名
室井芳史著,照井伸彦編,小谷元子編,

赤間陽二編,花輪公雄編

9784320111226

本書は、生命保険、損害保険、金融といった分野において、どのように数学が用いられるのかを解説。分布計算
やマルコフ連鎖、確率解析の初歩などの確率・統計における基礎的な話題を多く取り込む一方、他の書物では
あまり触れられることのない初等的かつ興味深い話題も多く取り上げた。理工系の大学1、2年生で学ぶ線形代
数や微分積分、確率・統計を理解している学生や、数学をしっかりと学んだ経済学部の学生であれば、読み進め
られる内容となっている。

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

9784320035355

社会科学系学生のための基礎数学
共立出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
塩出省吾著,上野信行著,
柴田淳子著,中村光宏著

9784320111332

本書では経済学部や経営学部などの社会科学を学ぶのに必要な数学の知識を説明する。数学が得意でない学
生のために、少しでも理解を進めるためにはどうすればよいか、また就職のときに役に立つほうが学習する動機
を与えられるのではないか、と考えて執筆した。高校で学んだ数学を復習し、そのうえで専門科目に必要な数学
を学べるよう配慮した。実践問題を通じて、数学が現実の社会にどのように役立っているか学習する。また、公
務員試験や就職試験のSPI等で必要な数学を意識して、それらの内容も盛り込んだ。

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

保険と金融の数理（クロスセクショナル統計
シリーズ 6）

共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

実践耐震工学 第2版
共立出版 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大塚久哲著
9784320074354

2012年に改訂された道路橋示方書に沿って全面的に見直し、さらに熊本地震の教訓から、新たに断層変位を考
慮した橋梁の耐震照査の章を設けた。さらに内容理解のための25題の設問を補充した。

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 

-  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12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9月 商品コード 1026405273 □ □

出版社

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 1026405274 □ □

出版社

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 1026405275 □ □

出版社

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 1026405276 □ □

工業力学の基礎（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福田勝己ほか著
9784339046489

本書は、初歩的な数学や物理学の知識だけで工業力学の基礎を理解することができるようにした大学・高専向
けの教科書である。特に基本的な問題を多く取り入れて、基礎力の充実を図ることを念頭においてまとめてい
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。

冊子を購入または
発注の場合は、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 小林貴訓ほか著

電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税)

9784339028652

オブジェクト指向言語Java（※）
コロナ社

オブジェクト指向言語の代名詞Javaの中級者用プログラミング解説本。Java FXのGUIを含むJavaの広範な内容
を1冊にまとめ、入門者のつぎのステップとして最適です。各章にある章末問題と演習で理解の確認が可能。

著編者名 渡邊洋著
9784339061123

本書は推計統計学のキモの部分に最速で到達することを目的としている。すなわち、なぜ推計統計学といえば
正規分布のグラフが登場するのか、その計算方法、使い道などについて、腹の底から理解することをひとまずの
ゴールとしている。

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。

電気は生活に浸透し、ますます高効率化が必要とされている。本書は電気の供給方法を定量的に考えられるこ
とを目的とし、発電から利用まで包括的に電気応用を学べるようにした。なお、第二種電気主任技術者試験に一
部対応している。

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。

最速の推計統計  正規分布の徹底攻略
（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

電気応用とエネルギー環境（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

冊子購入確認

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 植月唯夫編著
9784339008906

  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 

-  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12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 1026405277 □ □

出版社

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 1026405278 □ □

精選栄養学 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
五十嵐脩編,藤原葉子編,飯島陽子編,
池田彩子編,市育代編,北島光子編,

戸塚哲夫編,中村美詠子編,西川陽子編

9784407340310

栄養に関する専門的な知識をコンパクトにまとめたテキスト。「日本人の食事摂取基準2015年版」に対応してい
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。

精選住居学 (First Stageシリーズ)
実教出版 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
後藤久編,飯尾昭彦編,定行まりこ編,
下村律編,鈴木賢次編,水沼淑子編

9784407340327

住生活にかかわる基本的な内容のテキスト。住居の歴史、設備、設計、インテリア、住宅政策など、幅広い知識
を習得できる。

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 

-  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12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 1026405279 □ □

出版社

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 1026405280 □ □

出版社

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 1026405281 □ □

出版社

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 1026405282 □ □

出版社

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 1026405283 □ □

風景にさわる ランドスケープデザインの思
考法

丸善出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川浩己著
9784621302040

数多くのランドスケープデザインを手掛けてきたなかで醸成された著者独自の思考をスケッチやイラスト、図面と
ともに紹介し、読者に建築、風景、社会を考えるきっかけを与える設計手引き風読み物。ランドスケープデザイン
を「風景を構成する膨大な他者たちとの関係を模索するデザイン」と捉え、そのディテールから風景までを言葉で
描き切る。

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。

構造物性物理とX線回折（※）
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 若林裕助著
9784621301951

原子が物質の中でどのように配置されているかを知り、その物質が持つ伝導性や磁性といった性質との関係を
深く理解できれば、より高度な機能を持つ物質を設計することも可能になります。 “普通の物質の普通の性質”
を明確にすることで、個々の研究で問題になるような特殊な性質を浮かび上がらせることを目標とし、伝導性や
磁性と原子配置がどう関係するかまで解説しています。実験を進めるために必要な知識が身に付く一冊です。

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。

ジョン・ロックの道徳哲学
丸善出版 電子書籍

¥17,200(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木拓著
9784621302002

十七世紀英国の哲学者、ジョン・ロック（John Locke, 1632-1704）。本書は、道徳論の核心を、主著『人間知性
論』の中に見出し、これまでは道徳との関係から論じられてこなかった、ジョン・ロックの自由論、人格同一性論を
道徳論の中で解釈し、これまで光の当たらなかったサンクションの視点から捉え直すことを目指しまとめられまし
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。

47都道府県・妖怪伝承百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小松和彦監修,常光徹監修,

香川雅信編著,飯倉義之編著

9784621301586

本書では、民俗学的視点から各地の生活文化・歴史に息づいた妖怪＝鬼、天狗、海の怪、川の主、人魂、入道、
小豆とぎ、座敷童子、狐、ムジナ、人魚など、地域の自然現象や史実から生み出された特徴的な妖怪たちを、民
俗学的視点から都道府県の切り口で紹介しています。不思議で非日常的、かつ身近な妖怪たちの魅力を知るこ
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。

科学を伝え、社会とつなぐ　サイエンスコミュ
ニケーションのはじめかた（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 独立行政法人国立科学博物館編
9784621301975

サイエンスコミュニケーションとは、「科学の専門家と一般の人びとをつなぐ」「科学と社会をつなぐ」活動です。国
立科学博物館が2007年より実施してきた「サイエンスコミュニケータ養成実践講座」のエッセンスをまとめた書
籍。博物館関係者だけでなく、研究機関やメディア、企業など、さまざまな分野の第一線で活躍されている方の
考え方やノウハウがコンパクトにまとまっています。

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。

□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12月号 

2017年11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 □ □

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

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。

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　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。

□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12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 1026405284 □ □

出版社

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 1026405285 □ □

出版社

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 1026405286 □ □

出版社

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 1026405287 □ □

出版社

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 1026405288 □ □

低温環境の科学事典
朝倉書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河村公隆編
9784254161281

人間生活における低温（雪・氷など）から、南極・北極、宇宙空間の低温域の現象まで、約180項目を環境との関
係に配慮しながら解説。物理学、化学、生物学、地理学、生態学、地質学など学際的にまとめた低温科学の読
む事典。〔内容〕超高層・中層大気／対流圏大気の化学／海洋化学／海氷域の生物／海洋物理・海氷／永久
凍土と植生／微生物・動物／雪氷・アイスコア／大気・海洋相互作用／身近な気象／氷の結晶成長、宇宙での
氷と物質進化

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

幾何学百科1.多様体のトポロジー
朝倉書店

¥21,200(＋税)

¥6,400(＋税)

著編者名 服部晶夫著,佐藤肇著,森田茂之著
9784254116168

ポアンカレによって提起された多様体のトポロジー研究の指針が、110年を経た今日、如何に結実しているかを、
基礎編1章・発展編2章の3章構成で概観する。〔内容〕トポロジーの基礎／微分トポロジー／特性類

電気回路ハンドブック
朝倉書店

¥59,400(＋税)

¥18,000(＋税)

著編者名
奥村浩士編,西哲生編,

松瀬貢規編,横山明彦編

9784254220612

電気回路は、ますます電化の進む社会基盤を構築する重要な技術である。しかし、システムが複雑化するなか、
基本的な技術が疎かになり、思わぬ事故が発生したり、また回路のブラックボックス化で若い技術者・研究者が
その背景や経緯を知らずに扱うことは、さらなる発展への障害となるおそれがある。本ハンドブックは、人類の技
術遺産ともいうべき「電気回路」の歴史的回路から最新の電気回路、省エネが期待される電力システムまでを網
羅、回路解析に用いられる数学も詳述。

自然地理学事典
朝倉書店

¥59,400(＋税)

¥18,000(＋税)

著編者名 小池一之編,山下脩二編
9784254163537

近年目覚ましく発達し、さらなる発展を志向している自然地理学は、自然を構成するすべての要素を総合的・有
機的に捉えることに本来的な特徴がある。すべてが複雑化する現代において、今後一層重要になるであろう状
況を鑑み、自然地理学・地球科学的観点から最新の知見を幅広く集成、見開き形式の約200項目を収載し、簡潔
にまとめた総合的・学際的な事典。

地形の辞典
朝倉書店

¥85,800(＋税)

¥26,000(＋税)

著編者名
日本地形学連合編,鈴木隆介責任編集,
砂村継夫責任編集,松倉公憲責任編集

9784254160635

地形学の最新知識とその関連用語、またマスコミ等で使用される地形関連用語の正確な定義を小項目辞典の
形で総括する。地形学はもとより関連する科学技術分野の研究者、技術者、教員、学生のみならず、国土・都市
計画、防災事業、自然環境維持対策、観光開発などに携わる人々、さらには登山家など一般読者も広く対象と
する。

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。

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 

-  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12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 1026405289 □ □

出版社

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 1025649054 □ □

出版社

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 1025863931 □ □

出版社

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 1026405290 □ □

出版社

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 1026405291 □ □

徹底攻略 基本情報技術者教科書 平成30
年度

インプレス 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,580(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大滝みや子監修,月江伸弘著　
9784295002642

出題頻度追加で直前対策にも使える定番書！シラバス4.0に対応し、これ一冊で確実に合格力が身に付く基本
情報技術者試験（FE）対策の定番書が、あらたにテーマごとの出題頻度機能を追加して改訂。「テキスト＆問題
集」構成で本書一冊で確実に合格ラインの実力が身に付きます。巻頭には直前対策に効く「頻出用語・数式確認
テスト ○×確認版」を用意。購入者特典「スマホで学べる単語帳」と「本書全文の電子版（PDF）の提供」も継続
中！

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

かんたん合格ITパスポート教科書 平成30
年度

インプレス 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥980(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂下夕里著
9784295002697

「わかりやすさ」で人気急上昇中！！「IT資格書は、そもそも解説に使われる用語がわからない」という声にお応
えし、ITにあまりなじみの無い方でも「知っている言葉」で解説しています。なおかつ、出題頻度の高い内容に
絞って解説しているので、途中で挫折することなく、最後まで学習いただけます。また解説では、ずばり「どこが」
「どのように」出題されるのかがひと目でわかる！覚えるべき内容がわかることで、効率良く合格力を身に付けら
れます。

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。

AWS Lambda実践ガイド (impress top gear)
インプレス 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大澤文孝著
9784295002529

本書では、従来のシステムをLambdaで構築するときの設計手法や具体的な事例の作成を通じてLambdaでのプ
ログラミング手法を解説します。とくにLambdaを使った開発では、AWSサービスの操作に重きを置きます。
Lambdaを活かせるかどうかは、AWSの各種サービス――ストレージのS3、プッシュサービスのSNS、メール送信
のSESなど――を、いかに使いこなせるかに左右されます。そこで本書では、実例を通じて、そうしたAWSサービ
スの実際の使い方にも言及しています。

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。

2週間でJava SE Bronzeの基礎が学べる本
インプレス 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 志賀澄人著

はじめてJava試験に挑戦する人は必携！Javaプログラミング知識の「基礎の基礎」から学べる！プログラミング
の考え方・しくみから、オブジェクト指向までを丁寧に解説。Oracle Certified Java Programmer Bronze（OCJP
Bronze）資格を取得したいのだけど、プログラミング自体に全く縁がなかった…試験学習用のテキストや問題集
を買ってみたものの、書いてあることがまったく理解できなくて読むことすらできない…そんな人にオススメの一
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。

9784295001423

ソフトウェアグローバリゼーション入門 国際
化I18Nと地域化L10Nによる多言語対応

インプレス 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西野竜太郎著,達人出版会協力
9784295002550

Globalization(G11N)の基本から具体的な手法やツールまで基礎的な知識を集約！Webアプリケーションやスマートフォンが
広く使われる現在、世界中で使われるソフトウェアを開発・配布するための障壁は薄まりつつあります。しかし、多くの人たち
に使ってもらうには、さまざまな言語や文化に対応した、グローバルなソフトウェアを開発しなければなりません。本書はソフ
トウェア開発におけるグローバリゼーション(Globalization, G11N)をテーマにしています。その概要と開発プロセスについて触
れた後、二つの大きな分類である国際化(I18N)と地域化(L10N)について、それぞれ詳しく解説しています。

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 

近代科学社 

-  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12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 1026405292 □ □

出版社

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 1026405293 □ □

出版社

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 1026405294 □ □

出版社

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 1026405295 □ □

出版社

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 1025933994 □ □

出版社

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12月 商品コード 1026405296 □ □

9784764905450

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

量子力学の数学理論：摂動論と原子等のハ
ミルトニアン

近代科学社

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤敏夫稿,黒田成俊編注

シュレーディンガー方程式への応用で決定的な貢献があった加藤敏夫先生の生誕100周年に際し、未発表の原
稿を、弟子の黒田成俊教授が書き起こす。孫弟子にあたる岡本 久教授、中村 周教授の現代的解説も収録。加
藤敏夫先生の偉業を感じることのできる「最新の書」である。

電子書籍

かんたん合格 基本情報技術者教科書 平成
30年度

インプレス 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,280(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五十嵐順子著
9784295002680

「わかりやすさ」で人気急上昇中！！「IT資格書は、そもそも解説に使われる用語がわからない」という声にお応
えし、ITにあまりなじみの無い方でも「知っている言葉」で解説しています。なおかつ、出題頻度の高い内容に
絞って解説しているので、途中で挫折することなく、最後まで学習いただけます。また解説では、ずばり「どこが」
「どのように」出題されるのかがひと目でわかる！覚えるべき内容がわかることで、効率良く合格力を身に付けら
れます。

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。

徹底攻略 応用情報技術者教科書 平成30
年度

インプレス 電子書籍

¥7,900(＋税) □

¥2,380(＋税) 冊子購入確認

著編者名 株式会社わくわくスタディワールド 瀬戸美月著
9784295002666

優先順位がわかるから効率的に身につく！応用情報テキストの決定版！項目ごとに頻出度がわかるので、膨大
な試験範囲を効率的に学習できます。ベテラン講師による丁寧な解説をベースに、随所に散りばめた問題＆解
説と、章末の演習問題、巻末（29年度春）＋ダウンロード提供（29年度秋※＋直近6回分）の過去問題・解説で学
習すれば、合格力アップ間違いなし！

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

著編者名 東条敏著,平田圭二著

¥8,200(＋税) □

¥2,480(＋税) 冊子購入確認

9784295002567

できる逆引きGoogleアナリティクス増補改訂
2版 Web解析の現場で使える実践ワザ260

インプレス 電子書籍

著編者名 木田和廣著

1万人以上のWeb担当者に支持された定番書が大幅刷新！EC/リードジェネレーションなど、多様なサイトのビジ
ネスを成長させるノウハウとテクニックを「260」の大ボリュームで収録しています。重要度が高まるタグ管理ツー
ル「Googleタグマネージャ」に対応するほか、高度なA/Bテストを実施できる「Googleオプティマイズ」、情報共有
に便利なレポートが作れる「Googleデータスタジオ」にも新たに対応。Web担当者の現場に即した、仕事のための
最強の「逆引き」となる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。

音楽のある側面を言語化し、構造化・記号化できるのか、という問いについて、近年多くの研究成果が出てきて
いる。本書は、音楽専門の読者だけでなく、数学の学芸分野への応用に興味をもつ読者、言語理論の応用に関
心のある読者、情報科学の音楽応用に関心のある読者を対象として、章ごとにそれぞれのテーマにある程度独
立性を持たせた深い解説を行う。

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。

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

9784295002659

電子書籍

Machine Learning実践の極意 機械学習シ
ステム構築の勘所をつかむ！

インプレス 電子書籍

¥11,300(＋税) □

著編者名
Mark Fetherolf著,Henrik Brink著,

Joseph W. Richards著,株式会社クイープ訳

先鋭が直伝！MLワークフローのノウハウ !!本書の中心テーマは、理論や数式、コーディングではありません。機
械学習（ML）ワークフローにおける作業の基礎と応用について解説します。本書の前半では、ビジネス上の機械
学習の利点や課題のほか、データの収集/整備、モデルの構築/評価/最適化など、各作業の基本的な考え方を
説明。後半は、実データによるケーススタディや予測スループットの改善、大容量データへの対応など、応用力
の強化を目的に解説します。

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

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

9784764905382

音楽・数学・言語
近代科学社

¥14,600(＋税) □
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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12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12月 商品コード 1026405297 □ □

出版社

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12月 商品コード 1026405298 □ □

出版社

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12月 商品コード 1026405299 □ □

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

ロボット制御学ハンドブック
近代科学社 電子書籍

¥89,100(＋税) □

¥27,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松野文俊編,大須賀公一編,

松原仁編,野田五十樹編,稲見昌彦編

9784764904736

ロボットを思いどおりに動かすために必要な制御技術を知り、ロボットを使えるようにするために、ロボットの制御
に特化した領域を「ロボット制御学」と名づけ、本書のの出版を企画した。本書は、なぜロボットに制御が必要な
のか？ から始まり、モデリング→設計→実装まで一連の流れを理解し、実践できるように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。

9784764904767

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

□

世界標準MIT教科書 ストラング：微分方程
式と線形代数

近代科学社 電子書籍

¥29,700(＋税)

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ギルバート・ストラング著,渡辺辰矢訳

微分方程式と線形代数を縦横無尽に学べる!!　MITの名物教授ストラング先生の最新書籍の邦訳。大学数学の
基本である微分方程式、線形代数を、今までのセオリー通り独立して学ぶことはもちろん、交互にどのように関
連付いているのかを、具体的事例を提示しつつ基礎から学べるよう工夫してある。また、実際に利用する際にど
のように考えればよいかを記述しているので、工学を学ぶ読者にも大変適している。

可換環論の様相：クルルの定理と正則局所
環 (大学数学 スポットライト・シリーズ 7)

近代科学社 電子書籍

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新妻弘著
9784764905542

本書は、可換環論の発展の出発点となったクルルの定理（クルルの共通集合定理と単項イデアル定理、標高定
理）や代数幾何学に関連の深い正則局所環に的を絞り、読者が自己充足的に読めるよう演習問題や、詳細な解
答を掲載。群・環・体を学んで少しイデアルに関心のある学生や、研究・実務で可換環論を活用する研究者・実
務者に必携の書である。

□
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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12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 1026405300 □ □

出版社

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 1026405301 □ □

出版社

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 1026405302 □ □

出版社

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 1026405303 □ □

強化学習と深層学習 -C言語によるシミュ
レーション-

オーム社 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小高知宏著
9784274221149

人工知能研究における諸分野を、C言語による具体的な処理手続きやプログラム例によりやさしく解説する！／
強化学習は、一連の行動の結果だけから行動知識を学習する手法です。　本書では、この強化学習と深層学習
の基礎を紹介した上で、深層強化学習のしくみを具体的に説明します。単に概念を説明するだけでなく、アルゴリ
ズムを実際にC言語のプログラムとして実装することで、実際にプログラムを動かすことで具体的な処理方法の
理解を深めます。

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。

Excelで学ぶ 配管技術者のための流れ解析
オーム社 電子書籍

¥9,400(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 板東修著
9784274220494

Excelを使って『管路とポンプの流れ計算』を導き出す方法を紹介！／本書は、機械・化学工業・建築・土木工学など広い分野で必要となる
『管路とポンプの流れ計算』についてExcelを使って導き出す方法を解説します。現場技術者のために、数値計算・プログラミング知識不要
の新しい管路流れ計算法を紹介します。本書により「総管路損失動力最小化の原理」とExcelの「ソルバー」とを2本柱として、液体だけでなく
気体の流れも解くことが可能となります。計算操作は簡単で、Excelワークシート上に所定の手順で流れ計算表を組み立てれば、後の計算
はソルバーによって導き出す。ポンプ省エネを成功させたい方必携の書となりうるものです。※本書は、『Excelで解く配管とポンプの流れ』
（ISBN978-4-274-06838-6、2011年2月発行）の内容をExcel2016に対応させ、一部追記して増補発行するものです。

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。

9784274216770

電子書籍

著編者名 白井康之編著

全国の多くの大学のカリキュラムやシラバスに合った、「電気機器学」のテキスト／電気・電子・情報通信系の大
学学部向け2単位用の教科書。本書は、電気・電子系学科の専門課目である「電気機器（学）」の講義用教科書
です。電動機、変圧器、同期機、誘導機、直流機を中心として構造・原理・特性、応用を解説するほか、パワーエ
レクトロニクス・制御との関連，よく使われるモータなどについてわかりやすく解説するものです。全体は1コマの
講義の回数に合った15章構成をとっており、各章末には理解度をチェックする演習問題を配しています。

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。

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

¥7,700(＋税)OHM大学テキスト 電気機器学
オーム社

Excelで学ぶ 生命保険 -商品設計の数学-
オーム社 電子書籍

¥10,500(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 成川淳著
9784274219467

生命保険の計算の仕組みがExcelで理解できる！／契約者の金銭の授受に直接的に関わる保険料や解約返戻
金はどのように決定されるのかについて、数式のみならず、Excel上の計算式と計算結果を確認することで、計
算の流れを深く理解できます。Excelでの計算例を軸とした内容とし、「計算基数」による効率的な計算の方法を
紹介します。さらに医療保険、がん保険、個人年金保険、保険料払込免除特約、低解約返戻金型、市場価格調
整型については、昨今の市場規模や話題性を踏まえ、それぞれ説明と計算例を解説していきます。

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

  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 
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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12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 1026405304 □ □

出版社

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 1026405305 □ □

精神疾患の光トポグラフィー検査ガイドブッ
ク―NIRS波形の臨床判読　改訂第2版

中山書店 電子書籍

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

9784521745404

脳活動によるヘモグロビン濃度変化を計測する光トポグラフィー検査は、2014年に保険適用された。改訂版で
は、実際の保険診療についての章と研究的な章を分けて記載。まず保険診療で光トポグラフィー検査を実施す
る際の概要を解説。その後、この検査の原理であるNIRSの基礎と得られた波形の見方について、検査を実施す
る際に必要となる知識をまとめた。さらに、精神疾患への国内外の研究的な応用についても紹介した。

¥14,600(＋税) □

著編者名 西村幸香編,福田正人監修

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

南学　腎臓病学
中山書店 電子書籍

¥7,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 南学正臣著
9784521745244

東京大学の南学正臣教授が、腎臓病全体を非常にコンパクトに、しかもわかりやすく解説した教科書。ひとつの
章は9項目から成り、腎臓病学のエッセンスが全10章計90項目に要領よくまとめられている。臨床の現場で一般
内科医が感じる、なぜそうするのか、なぜそう考えるのかという素朴な疑問にも答える内容であり、医学生はもと
より研修医や勤務医、実地医家にもお薦めのハンドブック。

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。

□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。



医学編 2017年12月号 

2017年11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 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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。

□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 

-  28  -

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12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 □ □

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。

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。

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。

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。
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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12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 1026405306 □ □

出版社

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 1026405307 □ □

出版社

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 1026405308 □ □

出版社

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 1026405309 □ □

出版社

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 1026405310 □ □

シングルセル解析プロトコール
羊土社 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅野純夫編
9784758122344

1細胞ごとの遺伝子発現をみる「シングルセル解析」があなたのラボでもできる！1細胞の調製法や微量サンプ
ルのハンドリングなど実験のコツから、最新の応用例までを凝縮した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。

ライフステージや疾患背景から学ぶ臨床薬
理学

羊土社 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大井一弥著
9784758109369

コアカリの「テーラーメイド薬物治療」を網羅した画期的なテキスト。高齢者、妊婦、小児、腎疾患、肝疾患など薬
物治療で考慮すべき重要因子をおさえることができます！章末のチェック問題は国家試験に頻出の薬剤をセレ
クト！

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。

がんと正しく戦うための　遺伝子検査と精密
医療

羊土社 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西原広史著
9784758118194

遺伝子変異を調べて個々人に最適な治療を行う「精密医療（プレシジョン・メディシン）」。そのために必要な「網
羅的がん遺伝子検査（パネル検査）」をいちはやく臨床実装した著者が、ノウハウを丁寧に解説。

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

リハビリに直結する！運動器画像の見かた
羊土社 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河村廣幸編
9784758102230

画像診断ではなく、理学療法のための画像の見かたがわかる入門書！画像の基本的な見かたはもちろん、損
傷部位の類推、運動療法の適応・禁忌、リスク管理や予後予測まで、臨床に活かせる考えかたが身につく！

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。

薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け
100

羊土社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児島悠史著
9784758109390

【第50回日本薬剤師会学術大会先行販売にて完売、売上 １位達成！】 「この薬、前の薬とどこが違うの？」と聞
かれて返答に困ったことはありませんか？本書は、類似薬の違いを約730点の参考文献を明記して解説。医師
の処方意図がわかり、服薬指導や疑義照会、処方提案にも自信がもてます！

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 
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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。



出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年7月 商品コード

出版社
電子書籍価格

冊子定価
底本ISBN

底本発行年 2015年4月 商品コード

この本は、はじめて卒業研究をする人のためのものです。研究室の一
員になると、最初は初めてのことばかりで、頭を悩ますことも多いでしょ

世界を代表する医薬品のうち109の化合物についてその製法と合成に
おける重要な医薬中間体の合成法を解説。それぞれの医薬品と類似

はじめての研究生
活マニュアル 解消
します！理系大学

化学同人
¥3,300(＋税)
¥1,200(＋税)

著編者名 西澤幹雄著
9784759815979

医薬品の合成戦
略  医薬中間体か
ら原薬まで

化学同人
¥10,900(＋税)
¥4,200(＋税)

著編者名 有機合成化学協会編
9784759816174
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