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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 2018年2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 1026888856 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888857 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888858 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888859 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888860 □ □

9784492762318

労働人口が激減する日本の未来。この危機を打開するのは、外国人労働力か、デジタル労働力か？　近未来予
測とナビゲーション！

冊子を購入または
発注の場合は、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。

9784492762349

糖尿病、肥満以外の生活習慣病やがんにも有効な“真の威力”を、ケトン、ロカボなど最新動向や減薬効果、食
産業への影響も交え解説。

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。

誰が日本の労働力を支えるのか？（※）
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 寺田知太著,上田恵陶奈著,岸浩稔著

社会変化に伴う自治体経営のリスクを再考し、組織改革、政策・施策・事務事業の再生を実現する考え方と手法
を実践的な視点で解説。

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。

たった１分で会話が弾み、印象まで良くなる
聞く力の教科書（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,300(＋税)

江部康二の糖質制限革命（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 江部康二著

冊子購入確認

著編者名 魚住りえ著
9784492046104

１５万部『たった１日で声まで良くなる話し方の教科書』待望の第２弾！１冊だけで「今日から聞き上手になれる」
究極のメソッドを公開。

行動経済学入門（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税)

自治体経営リスクと政策再生
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮脇淳編著,佐々木央著,東宣行著

冊子購入確認

著編者名
筒井義郎著,佐々木俊一郎著,

山根承子著

9784492314975

行動経済学の入門テキスト。具体例や実証結果などを用いながら、基礎から実世界との関わりまで学べる。各
章末に練習問題つき。

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。

9784492212318

□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 2018年2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 1026888861 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888862 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888863 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888864 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888865 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888866 □ □

中国、朝鮮半島、ロシア、中東についてのビジョン、その根底にある軍事・核戦略、エネルギー戦略とは？第一
線の専門家が調査・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。

トランプ後の世界秩序 激変する軍事・外交・
経済（※）

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 川上高司編著,石澤靖治編著
9784492212325

谷野作太郎著

冊子購入確認

著編者名 米倉誠一郎著
9784492371206

彼らはどのように現状を破壊し、未来を創り出していったのか？　アヘン戦争から太平洋戦争にまでのイノベー
ターたちの挑戦の歴史。

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。

9784492444429

日中国交正常化から天皇訪中、河野談話や村山談話の作成まで、アジア外交に深く関わった元駐中大使が語
る歴史の舞台裏。

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

著編者名 清家篤編著
9784492733424

健康とお金という老後の大問題の現状と解決策を、医学、経済学、法律、金融実務など学際的に提言。超高齢
社会の金融実務者必読の書。

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。

9784492762356

航空産業の歴史から、競争激しい現代の航空業界の課題と航空会社の戦略まで網羅。航空業界を読み解くの
に最適な書。待望の改訂版。

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

イノベーターたちの日本史 近代日本の創造
的対応（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

中国・アジア外交秘話 あるチャイナハンドの
回想（※）

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

9784492733394

アナリストランキングで１５年連続１位の著者がプロ向けの分析や戦略を公開し、個人投資家にも使える投資戦
略としてアドバイス。

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

金融ジェロントロジー 「健康寿命」と「資産寿
命」をいかに伸ばすか（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税)

航空産業入門（第２版）（※）
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 （株）ＡＮＡ総合研究所著

冊子購入確認

Ｎｏ．１アナリストがプロに教えている株の講
義（※）

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 吉野貴晶著

-  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 2018年2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 1026888867 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888868 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888869 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888870 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888871 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888872 □ □

9784492533970

どのような課題も「必ずできる」を前提に考える。可能性を信じて、面白がることで実現可能性を高める思考法を
事例を交えて紹介する。

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。

9784492444450

元国連ＰＫＯ担当トップが見た、平和維持という名の大国間の駆け引きの現実。日本人が知らない国際政治の
舞台裏がみえる！

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。

必ずできる。 マッキンゼーの２５年で鍛え上
げたプロヴォカティブ・シンキング（※）

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 山梨広一著

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。

管理職１年目の教科書 外資系マネジャー
が絶対にやらない３６のルール（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥1,400(＋税)

避けられたかもしれない戦争 ２１世紀の紛
争と平和（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジャン＝マリー・ゲーノ著,庭田よう子訳

冊子購入確認

著編者名 櫻田毅著
9784492557808

外資系トップ企業のマネジャーが、結果を出す人やリーダーに共通する仕事の方法や具体的スキルを紹介す
る。

外資系コンサルのプレゼンテーション術 課
題解決のための考え方＆伝え方（※）

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 菅野誠二著
9784492557761

元マッキンゼーのコンサルタントが、外資に伝わるプレゼンテーションの極意を伝授！ 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

人生１００年時代の国家戦略 小泉小委員会
の５００日（※）

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 藤沢烈著
9784492212356

「若者が老人を支える国」から「みんなで若者を支える国」へ。小泉進次郎がこども保険を提言した理由とは。日
本の未来を問う必読書。

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。

４０歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れな
い体」と「折れない心」のつくり方（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 葛西紀明著
9784492046210

４５歳で過去最高の成果を出し続ける「レジェンド」こと葛西紀明選手の、「体と心をつくる」全秘訣を、初公開しま
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。

-  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 2018年2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 1026888873 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888874 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888875 □ □

レーナの日記 レニングラード包囲戦を生き
た少女

みすず書房 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
エレーナ・ムーヒナ著,

佐々木寛訳,吉原深和子訳

9784622086413

ナチ軍が都市を包囲した飢餓と爆撃の日々、16歳の少女は食欲と言葉に全存在をかけて生きのびた。新発見
のロシアの「アンネの日記」。

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

医療にはなぜミスがつきまとい、医師にも予測のつかないことが多いのか？　『死すべき定め』の著者が研修医
時代に著したデビュー作。

予期せぬ瞬間 医療の不完全さは乗り越え
られるか

みすず書房

9784622086390

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アトゥール・ガワンデ著,古屋美登里訳,

小田嶋由美子訳,石黒達昌監修

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。

みすず書房 電子書籍
インディオ社会史 アンデス植民地時代を生
きた人々

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

¥16,500(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 網野徹哉著
9784622086307

異文化が交差し、利害集団の交錯する植民地世界を生きるとは。通辞と征服、インカの呪文と女たち…先住民
の実存をみごと掬いあげる。

電子書籍

¥9,300(＋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 

-  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 2018年2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 1026888876 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888877 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888878 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888879 □ □

¥17,900(＋税)

¥5,400(＋税)

9784641227279

電子書籍

BEPSとグローバル経済活動

刑事法入門〔第8版〕（※）
有斐閣

¥4,900(＋税)

9784641139275

□

□

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

タックスヘイブン等を利用した租税回避が活発化し、各国法人税源の深刻な浸食を招いている。OECDは2015年
にいわゆるBEPS問題に対処するための行動計画を最終報告として公表した。本書では最終報告を素材に国際
課税理論・実務の最先端を考察する。

中里実編,太田洋編,
弘中聡浩編,伊藤剛志編

著編者名

有斐閣

日本商業史　 商業・流通の発展プロセスを
とらえる（※）

有斐閣

初学者でも刑事法に関する基礎知識を身に付けることができるように工夫された入門書。刑法領域での性犯罪
関連、共謀罪、児童虐待等の新しい態様の犯罪、刑の一部執行猶予、刑訴法領域での国選弁護人制度の拡
大、取調べの可視化・司法取引等に対応した最新版。

冊子購入確認

大谷實著著編者名

日本的流通システムがどのような歴史的展開を経て成立したかを、長期スパンにて丁寧に読み解く通史。江戸
期から現代まで時期を５つに区分し、それぞれの時代に特徴的な商取引や貿易政策、流通システム、小売業態
を、具体的な事例をもって説明する。図表やデータも充実。

¥5,500(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名
廣田誠著,山田雄久著,木山実著,

長廣利崇著,藤岡里圭著

9784641165069

¥2,200(＋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。

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。

電子書籍

□¥17,900(＋税)

¥5,400(＋税)

高等商業学校の経営史 学校と企業・国家
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。

学校教育の内容に踏み込んで検討を加え、戦前期日本の経済成長・産業発展を支えた高等商業学校が担って
いた役割を解明し、実務教育と経済、企業経営との関係を考察。戦時期における学校と国家が相克する実態も
捉える。今の大学改革論議にも一石を投じる力作。

有斐閣

著編者名 長廣利崇著
9784641165113

□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 2018年2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 2018年1月 商品コード 1026888880 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888881 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888882 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888883 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888884 □ □

幕末の海軍 明治維新への航跡 (歴史文化
ライブラリー 459)

吉川弘文館 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 神谷大介著
9784642058599

ペリー来航から十年、洋式海軍が組織され、幕府権力の回復を目指す将軍家(いえ)茂(もち)は蒸気船で上洛し
た。武士たちはいかに西洋の新技術を導入したのか。蒸気船の普及、長崎海軍伝習所・軍艦奉行の設置、浦賀
の軍港化や地域社会との関係を描き、海軍の実態を解明。急速な軍事技術の発達と幕長戦争・戊辰戦争の展
開をたどり、明治維新のメカニズムに迫る。

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。

花押・印章図典
吉川弘文館 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
瀬野精一郎監修,

吉川弘文館編集部編

9784642083270

文書に記す署名をサイン化した花押(かおう)と、戦国時代ごろから花押に代わり用いられた印章。古代から幕末
まで、歴史上の人物が使用した花押約２０００と印章約４００を収録し、各人物の基本情報（武家・公家等の別、
生没年、別名、主な官職名、法名）も掲載する。文書様式などの用語解説や参考図書、没年順索引を収め、古
文書を学ぶ上で座右必備の一冊。

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。

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。

漢詩文を駆使した中世の禅僧と、武家や商人など社会の諸階層との文芸交流は、海域を越えて室町文化として
結実した。仏事や芸術を通じた足利将軍・領主社会との結びつき、社会生活を鼓舞する思考などを、漢文や肖像
画の厳密な読解により分析。宗教勢力としての禅宗寺院と世俗の切り離せない関係を活写し、仏教史から新た
な中世社会像を切り拓く。

冊子購入確認

著編者名 古畑徹著

¥5,700(＋税)

¥1,700(＋税)

戦争と放送 (読みなおす日本史)
吉川弘文館

日本中世社会と禅林文芸
吉川弘文館

¥24,800(＋税)

¥8,500(＋税)

著編者名

吉川弘文館 電子書籍
渤海国とは何か (歴史文化ライブラリー
458)

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

□

9784642058582

冊子購入確認

７～１０世紀、中国東北部から朝鮮半島北部にかけて栄えた渤(ぼっ)海(かい)国。この歴史は長く忘れられてい
たが、こんにち、周辺各国が自国とのかかわりのみを強調しがちな「歴史の争奪」が起きている。こうした対立を
乗り超えるため、国際交流を軸に、地域の大きな枠組みに焦点を合わせて多元的に捉え直す。河川流域に拠点
を築いた多種族国家の実像に迫る。

芳澤元著
9784642029421

電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹山昭子著
9784642067577

ラジオ放送は１９２５年、開始と同時に政府の統制下に置かれ、国策通信社が配信する情報をそのまま放送し
た。原爆などの不都合な情報を秘され、政府の指導に従う国民。戦時期の情報操作に果たした放送の役割を解
明。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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 2018年2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 2018年1月 商品コード 1026888885 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888886 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888887 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888888 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888889 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888890 □ □

著編者名 金田章裕著
9784642083287

古代の土地制度は、碁盤の目と称される方格状の都市計画と、「条里」と呼ばれる方格網を基準とした農地管理
を特徴とする。一町四方の地割と位置を示す条里呼称を合わせた「条里プラン」の成立と展開・改変過程を、残さ
れた国衙の台帳や土地証文、寺院の帳簿、荘園絵図、現在の地形などから探る。一部現在まで遺構の残る古
代の土地プランに迫る。

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。

室町期顕密寺院の研究
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西尾知己著
9784642029438

中世前期の顕密寺院研究で重要な位置を占めた東寺と東大寺。在地に強い基盤をもたなかった両寺は室町期
の政治・社会状況にどのように対応したのか。室町幕府の権力を背景に寺内で影響力を発揮した貴種僧や、自
立的な経営をめざした学侶衆中の活動から寺家運営の実態を追究。組織内の変化を解明するとともに幕府権力
の動向との関わりを描き出す。

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。

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

日宋貿易と仏教文化

中国と国家間の外交関係を結ばなかった中世前期、民間の唐船による貿易が日本の社会・文化にもたらした影
響を考察する。特に、僧侶が博多在住の貿易商人とつながることで、宋版一切経などの唐物や中国の知識・情
報を手に入れ、仏牙信仰や宝篋印塔、輪蔵などの新しい文化が日本に広がったことを解明。社会史の視点から
豊かな国際関係を描き出す。

古代国家の土地計画 条里プランを読み解く
吉川弘文館

日本古代の政治と仏教 国家仏教論を超え
て

吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤文子著
9784642046404

古代の日本は、中央集権的な国家が政治の手立てとして仏教を興隆し、得度を統制したと理解されてきた。それ
は本当に実態に即した姿なのであろうか。得度と為政者との関係、天皇権の発動契機などを古代人の思想に
沿って分析し、古代社会における権力の実情を探る。さらに、〈国家仏教〉論の歴史的成立過程を解き明かし、従
来の理解を超克する意欲作。

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。

古代国家の地方支配と東北
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 今泉隆雄著
9784642046411

文献史学と考古学双方による研究のあり方について模索しつつ、古代史研究を牽引した著者の業績を集成。按
察使(あぜち)や郡司など地方官の実態を解明した若き日の実証的研究と、その成果をもとに陸奥南部＝南奥地
域に光をあて東北古代史の捉え直しを試みた、近年の未発表稿を含む研究、合わせて７編を収録する。付論と
して金石文に関する論考一編を加える。

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。

戦争とトラウマ 不可視化された日本兵の戦
争神経症

吉川弘文館 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村江里著
9784642038690

アジア・太平洋戦争期に軍部の関心を集めた戦争神経症。恐怖を言語化することが憚られた社会で患者はどの
ような処遇を受けたのか。また、この病の問題はなぜ戦後長らく忘却されてきたのか。さまざまな医療アーカイブ
ズや医師への聞き取りから忘却されたトラウマを浮かび上がらせ、自衛隊のメンタルヘルスなど現代的課題の視
座も示す注目の一冊。

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。

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

電子書籍

9784642029407

□

冊子購入確認¥11,000(＋税)

著編者名 大塚紀弘著

¥31,900(＋税)

吉川弘文館

電子書籍

¥9,300(＋税) □

-  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 2018年2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 2018年1月 商品コード 1026888891 □ □

武士神格化の研究
吉川弘文館 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高野信治著
9784642034821

日本では実在の人物が神に祀られることが少なくない。北海道から沖縄までの神社を悉皆調査、四千以上の武
士祭神を見出して一覧表に掲載し、祀られる契機と過程を追究。武士が自身をいかに認識していたか、また武士
以外の人々が武士の存在をどう捉えていたかを探ることは、日本人の精神性の構造解明の一端となる。各地の
郷土史研究にも不可欠な書。

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 2018年2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 1026888892 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888893 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888894 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888895 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888896 □ □

『写真週報』とその時代（下）
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 玉井清編著
9784766424362

戦時中、政府のプロパガンダを国民にわかりやすくアピールする目的で、昭和13年2月から20年7月まで発行さ
れていた国策グラフ雑誌 『写真週報』。当時掲載された350点を超える画像を紹介しつつ、「食糧」「健康増進」
「戦局報道」等テーマ別のアプローチにより、そこから読みとれる当時の政策、国民の生活や意識を立体的に描
き出す。 下巻では、啓蒙活動による国防意識の刷り込みや、大東亜共栄圏構想や南進政策といった外交方針、
同盟国ナチス・ドイツの礼賛と英米に対する誹謗などがいかに喧伝されたかを明らかにする。

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。

『写真週報』とその時代（上）
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 玉井清編著
9784766424355

戦時中、政府のプロパガンダを国民にわかりやすくアピールする目的で、昭和13年2月から20年7月まで発行さ
れていた国策グラフ雑誌 『写真週報』。当時掲載された350点を超える画像を紹介しつつ、「食糧」「健康増進」
「戦局報道」等テーマ別のアプローチにより、そこから読みとれる当時の政策、国民の生活や意識を立体的に描
き出す。 上巻では、『写真週報』の創刊事情をまず詳述し、食糧や物資の徴用、労務動員など、モノから人へと
広がった動員に『写真週報』が果たした役割と、国民生活の変容の実態を明らかにする。

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。

日本帝国の崩壊
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳沢遊編著,倉沢愛子編著
9784766424300

日本帝国勢力圏の形成と崩壊を人々の「生活」に着目しつつ政治史・経済史・社会史の視点から描写。 克明な
実証に基づいて敗戦を挟んだ「1940年代史」を再構築する。

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。

中国の公共性と国家権力
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小嶋華津子編著,島田美和編著
9784766424065

▼国家統合のかたちを探る。生存・生活のために築かれた多層的な「公共空間」は、近現代中国の国民国家建
設の過程でいかなる役割を果たしてきたか。 グローバル化時代にあってなお重要性を増しつつある国家のあり
ようを、生活者としての人びとのつながりと、国家権力との相互作用として描き出す。

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。

「軍」としての自衛隊
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥16,800(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 津山謙著
9784766424676

国際情勢の激変によって、岐路に立つ日本の安全保障。安保関連法成立のはるか以前に根本的な政策転換を
規定したにもかかわらず、その実態がほとんど知られていない「PSI（拡散に対する安全保障構想）」への参加
と、そこでの自衛隊の活動に関する実証分析により、安保政策をめぐる議論に重要な視点を提供する。 改憲が
論議されるいま、研究者のみならず、政策決定に関わるすべての政治家、官僚、ジャーナリストが必ず読むべき
重要文献。

冊子を購入または
発注の場合は、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 2018年2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 1026888897 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888898 □ □

漱石の書斎

▼漱石作品のなかには、謎の外国語、そして外国作品の引用句がちりばめられている。本書では、遺された蔵
書を丹念に調べ上げることで、それらの出所を突き止め、漱石がどのように外国語の本を読み、作品のなかに取
り込んでいったのかを明らかにする。▼とりわけ、ピーコック、ブラウニング、シェンキェヴィチ、ウィリアム・シャー
プなどの典拠を手がかりに漱石作品を読み解き、〈東洋と西洋〉、〈影響と受容〉という二項対立を超えた、その
〈現代性〉をさぐりあてていく。

著編者名 飛ヶ谷美穂子著
9784766424904

¥43,200(＋税)

¥14,000(＋税)

著編者名

□

冊子購入確認

慶應義塾大学出版会 電子書籍

ライヒャルト

滝藤早苗著
9784766424898

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

ゲーテ、シラー、ベートーヴェン――　至高の才能が一挙に生を受けた十八世紀後半のドイツ。古典派、ロマン派
の詩人たちとジャンルの垣根を越えて交流し、民謡のもつ「高貴な単純性」を理想に掲げた一人の作曲家がい
た。彼の名はヨハン・フリードリヒ・ライヒャルト。宮廷楽長という肩書きを持ちながら啓蒙活動にも尽力し、多方面
に影響力を発揮した音楽家ライヒャルトの実像に迫る。

□

慶應義塾大学出版会

¥7,700(＋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¥2,500(＋税)

-  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 2018年2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 1026888899 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888900 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888901 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888902 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888903 □ □

保育実践と児童家庭福祉論（※）
勁草書房 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 相澤譲治編著,今井慶宗編著
9784326701025

現代社会における児童家庭福祉の意義と歴史的変遷、保育、制度の実施体系、現状と課題などを相互に関連
づけながら総合的に学べるよう配慮したテキスト。次々と新しくなる制度・政策や統計情報もできるだけ最新のも
のを取り入れた。

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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
消費資本主義！ 見せびらかしの進化心理
学

□

冊子購入確認

¥11,000(＋税)

¥3,500(＋税)

著編者名 ジェフリー・ミラー著,片岡宏仁訳
9784326299256

人々が見せびらかし消費をしてることならみんな知ってる。でも正確なところ何を見せびらかそうとしてるのかは、
マーケティング理論もよくわかってない。カギを握るのは「ビッグファイブ特徴＋知性」と「コスト高シグナリング」
だ。マーケターには洗練された理論を、消費者にはかしこい消費生活のヒントを、進化心理学からご提案。

契約責任の多元的制御
勁草書房 電子書籍

¥18,500(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笠井修著
9784326403462

アメリカ法との比較、法と経済学の観点をふまえ、多元主義の議論の利点、制御要素論への発展に重点を置い
て伝統的論点を再構成する。

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。

ブックガイド　環境倫理 基本書から専門書
まで

勁草書房 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉永明弘著
9784326603008

ブックガイド形式で環境倫理学がカバーする領域、体系、基本文献から重要な専門研究書まで網羅し、基本的コ
ンセンサスを提示する1冊。従来の環境倫理学入門書に抜け落ちていたアメニティ保全論、都市環境論、空間論
を環境倫理学の基礎学として位置付け、分野の範囲と論点を提示し環境倫理学の分野全容を示す。入門者必
携書。

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。

終の選択 終末期医療を考える
勁草書房 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中美穂著,児玉聡著
9784326701018

看取り、緩和ケア、安楽死、生命維持治療の中止……。終末期医療における日本の現状と課題を、より先進的
な取り組みをしている諸外国の例を参考にわかりやすく解説。人生の最期をどこで過ごし、どんな医療を受けた
いかといった希望を叶えるヒントも満載！ 朝日新聞デジタルの医療・健康・介護サイト「アピタル」での連載に大
幅加筆。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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 2018年2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 1026888904 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888905 □ □

日本政治とカウンター・デモクラシー
勁草書房 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩井奉信編著,岩崎正洋編著
9784326302611

原発・安保法制・沖縄基地問題・憲法改正といった論点と、カウンター・デモクラシーをめぐる国内外の潮流やそ
の担い手の動向を軸に、民主主義とは何かを改めて問いなおす。現在の日本においてみられる「国会内民主主
義」と「国会外民主主義」の相克を多角的に描き、カウンター・デモクラシーの現在と今後の可能性を検討する。

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。

批評について 芸術批評の哲学
勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ノエル・キャロル著,森功次訳
9784326851935

恣意的な深読みはなぜ悪いのか。作者の意図は批評にどう関わるのか。客観的な批評を行うにはどのような作
業が必要なのか。分析美学の泰斗であり映像批評家としても活躍する著者が、批評をめぐるさまざまな論争を解
きほぐしながら批評の本質をつきとめていく。批評の哲学の最前線から突きつける、挑戦的な批評論。

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。

-  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 2018年2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 2018年2月 商品コード 1026888906 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888907 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888908 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888909 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年2月 商品コード 1026888910 □ □

沖縄米軍基地と日米安保　基地固定化の起
源　1945-1953

東京大学出版会 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池宮城陽子著
9784130362665

日本にいまだ大きな影を落とす沖縄米軍基地は、なぜ、いかなる経緯を経て固定化されたのか？――1945年の
終戦から1953年のアメリカによる施政権行使の継続決定まで、日米両国の構想と交渉の模様を膨大な資料を通
じて詳細に描き、問題の構図を浮き彫りにする。現在まで続く未解決の困難に向き合うため改めて過去を検証
し、真相を解き明かした意欲作。

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。

研究開発機能の空間的分業　日系化学企
業の組織・立地再編とグローバル化

東京大学出版会 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鎌倉夏来著
9784130461252

日系化学企業を対象に、研究開発の組織、立地、知識フローのグローバルな動態を明らかにし、分業がどのよう
な論理に基づき成り立っているのかを考察する。イノベーションを活発に起こしていく上で、国内外でいかなる空
間的分業が望ましいのかを解き明かす。

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。

町並み保存運動の論理と帰結　小樽運河問
題の社会学的分析

東京大学出版会 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀川三郎著
9784130561143

日本における歴史的景観保存運動のさきがけとなった小樽運河。当事者たちの語りを丹念に追いつつ、開発が
ある種の必然でもあった都市の社会史、住民たちの語りが共同性を得てゆくプロセス、今日に至る観光都市化
のアンビバレンツをも複層的に見つめ、町並み保存の「意味」を問う。著者による33年間のフィールドワークが結
実した、圧倒的なモノグラフ。

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

「日韓連帯運動」の時代　1970-80年代のト
ランスナショナルな公共圏とメディア

東京大学出版会 電子書籍

¥9,500(＋税) □

¥5,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 李美淑著
9784130561150

1970～80年代の韓国は独裁政権による弾圧に抗して、民主化運動が沸き起こっていた。植民地支配の歴史もま
だ生々しい当時、隣国のこの状況に対して、日本の市民たちはどのように反応したのか。両国市民の国境を越
えたネットワークと連帯の姿を鮮やかに描き出す。

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。

近世フランスの法と身体　教区の女たちが
産婆を選ぶ

東京大学出版会 電子書籍

¥15,600(＋税) □

¥9,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川まゆ帆著
9784130261579

18世紀フランスのアルザス南部で起きた助産婦の選任をめぐる教区の女たちの紛争事件をめぐって、この事件
の歴史的な意味を考察する。この解明に向けた重層的かつ実証的な探査が、近世フランスの法と身体をミクロヒ
ストリーから照らし出す。著者のフランス史研究の集大成。

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。

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 

-  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 2018年2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 2018年2月 商品コード 1026888911 □ □

政権交代の政治力学　イギリス労働党の軌
跡　1994-2010

東京大学出版会 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今井貴子著
9784130362672

サッチャーの登場により不可能とみられていたイギリス労働党の政権奪還は、いかにして成し遂げられ、13年に
及ぶ政権運営はいかなるものだったのか？――党首二代にわたる立て直しを経て、党首に就任したトニー・ブレ
アのもと抜本的な改革を経て政権交代を実現し、長期政権を築いたのち総選挙に敗退する労働党の軌跡を辿
る。今日まで続く功績と負の遺産の解明を通じて、現代における政権交代の意義と教訓を提示した待望の書。

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。

-  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 2018年2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 1026888912 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888913 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888914 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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 吉川雅弥著

電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

9784339028676

コンピュータのしくみ（※）
コロナ社

本書は、情報関連の様々な学問を学ぶ上で基礎となるコンピュータの基本的な動作原理を学べる教科書であ
る。図面や例題を多用し基礎から応用まで難易度の異なる演習問題を入れ理解度の確認ができるように工夫し
た。

著編者名 兼岩憲著
9784339028690

セマンティックWeb は、人が読むドキュメントから機械が意味を解読できる構造化データへ拡張させた未来のWeb
である。本書では、データの意味を扱うRDF、 共通語彙、リンクトデータ、SPARQLの最新技術を解説する。

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

Processingは簡単な記述である程度の機能を持ったプログラムが作成できるので、初学者に適したプログラム言
語である。本書はそのProcessingを教材として、論理的思考による問題解決力を養うことを目的とした。

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。

セマンティックWebとリンクトデータ
コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税)

つくって学ぶProcessingプログラミング入門
（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

冊子購入確認

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長名優子他著
9784339028720

  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 

-  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 2018年2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 1026888915 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888916 □ □

30時間アカデミック　PHP入門 (30時間シ
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 大川晃一著,小澤慎太郎著
9784407340358

・実際にWebアプリケーションを作成しながらPHPの基本を身に付けられる。・例題作成を通じてPHPの初歩から
丁寧に解説。・1冊を通して1つのプロジェクトが完成する。・HTML5／CSS／データベース(SQL)の基礎も解説。

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。

Office2016で学ぶコンピューターリテラシー
実教出版 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野目如快著
9784407340600

・ Windows 10、Office2016に対応し、Word、Excel、PowerPointの基本操作および操作の意味、相互の関連性を
学習できるテキスト。・インターネットや電子メールなど情報社会に必要とされる知識や、HTMLやCSSの基礎知
識も学べる。

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。

□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 2018年2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 1026810914 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888917 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888918 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888919 □ □

有機反応機構-有機反応を深く理解するた
めに（※）

丸善出版 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥山格著
9784621302132

本書は、有機反応機構を電子の動きから納得して理解するためのテキストです。反応機構をわかりやすく説明す
るとともに、電子の動きを巻矢印で示して有機反応と有機化学の基礎を解説しています。電子の動きによる反応
機構の書き方および反応がどのように起こるのかを理解することで、初見の有機反応に対して「合理的な反応機
構」が書け、多様な有機反応を関係づけて理解できるようになる一冊です。

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。

世界の暦文化事典
丸善出版 電子書籍

¥39,600(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中牧弘允編
9784621301920

国別の項目ごとに＜暦法とカレンダー＞＜祝祭日と行事・儀礼＞＜暦と生活文化＞の３つの共通テーマおよび
＜トピック＞を設けました。生業やお祭りなどと人々の生活との関係をわかりやすく解説しています。ビジネス、
観光、学術などの実用目的に、あるいは世界各地の季節感、記念行事、お祭りでの過ごし方を知るために必読
の書。農暦、旧暦、風暦、カレンダーを必要としない地域の紹介も行い、各国の時間の感覚を楽しめる事典。

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

華僑華人の事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 華僑華人の事典編集委員会編
9784621301760

華僑華人に関する興味深い話題を提供しながら、現代の華僑華人研究の全体像を浮き彫りにしています。 華僑
華人の歴史、経済、生活・文化について概説し、華僑華人が住む世界各地を多面的に論述。第III部では、研究
対象とみなされてこなかった事象・現象、既存の概念によって「華僑華人」に分類されなかった人々を扱う「フロン
ティア」として構成。 厳選されたテーマ約200程度を取り上げた有益な事典。

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

深化する一般相対論—ブラックホール・重力
波・宇宙論（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中貴浩著
9784621302316

本書は、特殊相対性理論のまとめに始まり、一般相対性理論の鍵となる概念・基礎理論から観測による検証に
ついて解説するとともに、よく話題となるトピックスを取り上げて物理的に解説。相対論は間違っていると感じがち
なポイントも、論理的思考を積み重ねることで納得できるよう配慮しています。一般相対論の美しさ・奥深さを理
解できる一冊です。

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。

□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 2018年2月号 

2018年1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 2018年1月 商品コード 1026634702 □ □

上水道工学(第5版)
森北出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
本山智啓監修,岩崎恭士著,木村慎一著,

 田原功著,成田岳人著, 藤川和久著

9784627492851

多くの分野を包む複雑な総合技術としての水道技術全般を広く説明しています。取水やろ過などの従来からある
上水道に必須の知識だけでなく、膜処理や高度浄水処理などの技術の進展、上水道における維持管理などの
広範な内容についてまとめています。現役水道従事者によって改訂した第5版です。

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。

□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 2018年2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 1026888920 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888921 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888922 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888923 □ □

生物・農学系のための 統計学（※）
朝倉書店

¥11,900(＋税)

¥3,600(＋税)

著編者名
平田昌彦編著,宇田津徹朗著,

河原聡著,榊原啓之著

9784254122237

大学の講義での学修から、研究論文まで使える統計学テキスト。〔内容〕調査の方法／変数の種類・尺度／デー
タ分布／確率分布／推定・検定／相関・単回帰／非正規変量／実験計画法／ノンパラメトリック手法／多変量
解析／各種練習問題

食と味嗅覚の人間科学　食行動の科学（※）
朝倉書店

¥13,900(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名 今田純雄編,和田有史編
9784254106671

「人はなぜ食べるか」を根底のテーマとし、食行動科学の基礎から生涯発達、予防医学や消費者行動予測等の
応用までを取り上げる〔内容〕食と知覚／社会的認知／高齢者の食／欲求と食行動／生物性と文化性／官能評
価／栄養教育／ビッグデータ

新・神話学入門 （※）
朝倉書店

¥8,300(＋税)

¥2,500(＋税)

著編者名 山田仁史著
9784254500257

神話学の歴史をたどり、世界各地の神話を学ぶ。〔内容〕聖書／ギリシャとローマ／アメリカ／ゲルマンとケルト
／ペルシャとインド／メソポタミアとエジプト／オセアニア／日本・アイヌ・琉球／アフリカと北ユーラシア／東南・
東アジア／他

現代基礎数学10．応用微分方程式（※）
朝倉書店

¥10,600(＋税)

¥3,200(＋税)

著編者名 小川卓克著
9784254117608

自然現象の理解や工学に必須となる、時間を変数とする微分方程式の理論と応用を学ぶ。常微分方程式、偏微
分方程式、フーリエ解析の基礎を1冊にまとめた。大学2～3年生向けの応用解析・物理数学の講義に相当する
内容を収録。

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 

-  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 2018年2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 1026888924 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888926 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888925 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888927 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888928 □ □

できるビットコイン入門 話題の仮想通貨の
仕組みから使い方までよく分かる本

インプレス 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ビットバンク株式会社著,
できるシリーズ編集部著

9784295002956

「ビットコイン」は値動きの激しさから投資・投機などで注目されがちですが、インターネット時代の「お金」として従
来の通貨にはない長所を数多く持っています。本書は「ビットコインのことがよく分からない」「興味はあるけど損
をしそうで心配」といった方のために、ビットコインの始まりから日本円で購入する方法、店舗での使い方まで詳し
く解説した一冊です。

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。

できるポケット iPhone X 基本＆活用ワザ
100 ドコモ/au/ソフトバンク完全対応 (できる
シリーズ)

インプレス 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥980(＋税) 冊子購入確認

著編者名
できるシリーズ編集部著,清水理史著,
白根雅彦著,法林岳之著,橋本保著

9784295002970

新しい操作感のiPhoneをすぐ使いこなせる！顔認証（Face ID）を搭載し、本体いっぱいにディスプレイが広がっ
た新しいiPhone Xを徹底解説！通話やインターネットなどの基本はもちろん、Face IDの設定や「Apple Pay」で買
い物をする方法もしっかり解説。上手な写真の撮り方も説明しているので、カメラと写真も120%楽しめます。古い
AndroidスマートフォンやiPhoneからの乗り換え、困ったときの対処法もしっかり解説。iPhoneがはじめての人に
も、iPhoneをもっと活用したい人にも最適な解説書です。

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。

Microsoft Azure実践ガイド (TOP GEAR)
インプレス 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
水谷広巳著,横谷俊介著,
松井亮平著,真壁徹著

9784295002796

Microsoft Azureの基本サービスである、仮想マシン、PaaS、ネットワーク、ストレージ、データベース、セキュリ
ティを対象として、各種サービスの使い方、仕様、サービスを組み合わせたシステム構築手法などを解説した一
冊！最初に、冗長構成をとったサンプルシステムの構築からスタートし、基本サービスの解説では、具体例を示
しながら各種サービスの主だった機能を網羅的に取り上げています。

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。

徹底攻略 情報セキュリティマネジメント教科
書 平成30年度

インプレス 電子書籍

¥5,900(＋税) □

¥1,780(＋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,齊藤健一著

9784295002895

売上No.1！実務にも使えるSG対策の定番書！指導歴15年以上で開発現場経験豊富な著者陣がAIも活用して
出題傾向を徹底分析。情報セキュリティ以外にも、テクノロジ系、ストラテジ系などの知識を完全網羅した、売上
No.1 SG対策書です。過去問解説は紙面＋ダウンロードで計5回分をご用意しております。

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。

Angularデベロッパーズガイド 高速かつ堅牢
に動作するフロントエンドフレームワーク

インプレス 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
金井健一著,吉田徹生著,林優一著,

宇野陽太著,奥野賢太郎著,稲富駿監修

9784295002574

第一線の開発者陣による執筆！ バージョン5＆4に対応―Angularは、定番のWebフロントエンド開発用フレーム
ワーク。本書では、高速化とスケーラビリティを高めた新世代Angularによる開発に必要な知識と活用術を網羅し
ています。まずAngularの全体像を説明した後、モジュール、コンポーネント、サービス、DI、パイプなど、さまざま
な機能を解説。さらに、アプリケーションの構築手法やテストにまで言及。新世代Angularを理解して活用しようと
考えるWeb開発者に格好の一冊です。

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。

□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 
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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 2018年2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 1026888929 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888930 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888931 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2013年12月 商品コード 1026888932 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888933 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888934 □ □

いちばんやさしい不動産の教本 人気講師
が教える土地建物の基本と取引のしくみ

インプレス 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林秀行著
9784295002963

不動産の知りたいことが全部わかる！本書は、不動産の売買を中心にしながら、マンション管理や不動産投資、
業界がかかえる問題点も含めた幅広い知識が身につくように構成してあります。そのため、仕事で不動産を扱う
人はもちろん、不動産の購入や不動産投資を考えている人にも役立つ一冊です。

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。

角度データのモデリング (ISMシリーズ：進化
する統計数理 7)

近代科学社

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

9784764905573

確率的シミュレーションの基礎 (IMIシリー
ズ：進化する産業数学 1)

近代科学社 電子書籍

著編者名 手塚集著

「マス・フォア・インダストリ：産業数学」とは、純粋数学・応用数学を流動性・汎用性をもつ形に融合再編しつつ産
業界からの要請に応えようとする、新たな研究領域である。　本書は、IBC（情報に基づく複雑性）と呼ばれる分
野の概要と最近の成果を紹介する。その例として金融計算を取り上げている。この分野の理解を助けるために、
第Ⅰ部でランダマイゼーション、第Ⅱ部でデランダマイゼーションを解説する。

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

9784295002864

¥313,500(＋税)

¥95,000(＋税)

9784295002949

¥6,600(＋税)

¥2,000(＋税)

電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水邦夫著
9784764905559

ISMシリーズ：進化する統計数理の第7巻であり、方向統計学全般について解説する書籍である。　方向統計学
とは、風向のような角度観測値を含むデータの科学を指す。本書では、角度データの取扱いの説明から始めて、
円周の拡張である球面、トーラス、シリンダー、ディスクといった各種座標上でもデータが扱えるように実例を示し
ながら解説する。いわば方向や角度に着目した統計学の専門書である。

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。

ドローンビジネス調査報告書2018 【海外動
向編】 (調査報告書シリーズ)

インプレス 電子書籍

□

冊子購入確認

著編者名
田中亘著,春原久徳著,

インプレス総合研究所著

海外の市場データや企業戦略を分析！本調査報告書は、海外の市場データや企業戦略、技術トレンドなどを捉
えながら、世界のドローンビジネスの現状を解説します。国内および海外市場で、自社がどのように戦略をたて
て、どのようにビジネスをしていけばいいのか、ビジネスの機会を逃さずに、事業を大きくしていくためのアイデア
やヒントをつかむためのレポートです。

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。

アルゴリズムイントロダクション 第3版 総合
版（世界標準MIT教科書）

近代科学社 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
T. コルメン著, R.リベスト著, C.シュタイン著, 
ライザーソン著,浅野哲夫訳, 岩野和生訳,

 梅尾博司訳, 山下雅史訳, 和田幸一訳

9784764904088

世界標準 MIT 教科書!!原著は、計算機科学の基礎分野で世界的に著名な4人の専門家がMITでの教育用に著
した計算機アルゴリズム論の包括的テキストであり、その第3版。前版までで既にアルゴリズムとデータ構造に関
する世界標準教科書としての地位を確立しているが、より良い教科書を目指して再び全面的な記述の見直しが
なされ、それを基に新たな章や節の追加なども含めて、大幅な改訂がなされている。

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。

クラウド&データセンター完全ガイド 2018年
冬号

インプレス 電子書籍

□

冊子購入確認

著編者名 完全ガイド編集部著

「国内唯一のクラウド／データセンター専門誌」今号の特集は、「デジタル変革期のITインフラ［戦略と選択］」。デ
ジタル変革期＝膨大かつ多種にわたるデータの高度活用があらゆるビジネスの前提となりつつある今、サー
バー／ストレージ／ネットワーク技術・製品の重要なトレンドを確認しながら、データを司るITインフラに対する［戦
略と選択］を探ります。

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。



理工学編 2018年2月号 

2017年12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12月 商品コード 1026405296 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026405299 □ □

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。

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
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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 2018年2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 1026888935 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888936 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888937 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888938 □ □

数学図鑑 －やりなおしの高校数学 －
オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永野裕之著,ジーグレイプ制作
9784274221712

苦手だった数学の「楽しさ」に行きつける本！／「算数は得意だったけど、数学になってからわからなくなった」「最初は何とかなっていたけ
れど、途中から数学が理解できなくなって、文系に進んだ」このような話は、よく耳にします。これは、数学は算数の延長線上にはなく、「な
ぜそうなるのか」を理解する必要がある、ということに気付けなかったためなのです。数学は、一度理解してしまえばスイスイ進み、とても楽
しい学問なのですが、途中でつまずいてしまったために苦手意識を持ち、「楽しさ」まで行きつけなかった人が多くいま す。本書は、そのよう
な人達のために高校数学まで立ち返り、図鑑並みにイラスト・図解を用いることで数学に対する敷居を徹底的に下げ、飽きずに最後まで学
習できるよう解説しています。

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。

いまからはじめる NC工作 －Jw_cadと
NCVCでかんたん切削－（第2版）

オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 眞柄賢一著
9784274221644

Jｗ_cadとNCVCを用いて、CAD/CAMの入門から実際の製作までできる、実践書！／本書は、フリーソフトで定評
のあるJｗ_cadとNCVCを用いて、CAD/CAMの入門から実際の製作に至るまでを解説しています。

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。

9784274221385

電子書籍

著編者名
ニュートン・コンサルティング株式会社監修,

勝俣良介著

これだけは知っておきたい「リスクマネジメント術」を世界一わかりやすい講義形式で学べる！／本書は、リスク
マネジメントの実務担当者はもちろんのこと、ミドルマネジメント、経営層に至るまで組織を率いて活動する人が、
最低限知っておくべきリスクマネジメント知識やその実践方法について、やさしく解説します。また、知識ゼロの人
でも直感的に、かつ短時間で理解できるように、イラストを多用し、講師と生徒による対話形式で、無理なく短時
間で読み進めることができるようにしています。

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。

□

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

¥6,100(＋税)
世界一わかりやすい リスクマネジメント集中
講座

オーム社

Pythonによる テキストマイニング入門
オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内長承著
9784274221415

Python 3を使ったテキストマイニングの入門書！／本書は、Pythonを使ったテキストマイニングの入門書です。
Pythonのインストールから基本文法、ライブラリパッケージの使用方法などについてもていねいに解説していま
すので、Pythonに触れたことがない方でも問題なく使用できます。また、テキストマイニングも、概要から実例に
至るまで一から解説していますので、Python・テキストマイニング両方の知識が全くない方にとって最適な入門書
となっています。

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。

  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 

-  25  -

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 2018年2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 1026888939 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888940 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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

バイオセンサー、遺伝子診断、人工臓器、抗体医薬、核酸医薬、DDS、細胞シート、再生医療などの概念や手法
を解説。これからの医療へ応用するための新しい方向性を化学的な見地から探った、これまでにない意欲作。

冊子購入確認

CSJカレントレビュー24　医療・診断・創薬の
化学

化学同人

¥10,900(＋税)

¥4,200(＋税)

9784759813845

新食品・栄養科学シリーズ  新版　食品衛生
学

化学同人 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川添禎浩著
9784759816440

管理栄養士国家試験ガイドラインに準拠した内容で、食品の安全に関する内容（法を含む食品衛生行政、微生
物を原因とする食中毒、自然毒、カビ毒、食品の変質、食品添加物、容器包装、汚染物質）を取り上げる。また
「臨床栄養学」の項目で、「薬と栄養・食事の相互作用」「栄養・食品が医薬品に及ぼす影響」は食品の安全性と
も関連が深い。本書では、食品添加物などの化学物質の毒性試験の詳細とともに、食品と医薬品の相互作用を
「食品の毒性学」として13章で取り上げた。

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 

-  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 2018年2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 1026888941 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888942 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888943 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888944 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888945 □ □

著編者名 緒方一介著
9784320036000

加速した粒子を用いた散乱実験は、肉眼では決して捉えることができない世界を“見る”基本的な手段である。実
験で測定される散乱断面積は、極微の世界の映像ともいえる。本書は、この映像を読み解くために必要な量子
力学的散乱理論の基礎を、初学者向けに解説したものである。必要な知識はごく初歩的な量子力学のみであ
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。

本書では、動く人や様々なモノを繋げる無線ネットワークシステムを取り上げて、その基本的なしくみと技術をわ
かりやすく解説する。スマートフォンに搭載されているネットワーク新技術を取り上げるなど、ネットワークシステ
ム利用者の視点を中心に解説することで、読者にとっても内容がより身近に感じられるだろう。また、最先端の技
術や今後の展望まで取り上げることで、将来におけるこの分野の研究・開発などにも興味を持てるような内容に
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。

量子散乱理論への招待―フェムトの世界を
見る物理―

共立出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税)

無線ネットワークシステムのしくみ―IoTを支
える基盤技術―（共立スマートセレクション 
15）

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

冊子購入確認

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 塚本和也著,尾家祐二コーディネーター

冊子購入確認

著編者名
木村春彦監修,

田嶋拓也著,阿部武彦著

9784320124172

本書は、コンピュータの知識をほとんど持たない、コンピュータに慣れ親しんでいない、コンピュータ初心者であ
る、専門学校、短大、大学（経済・経営系等の文系）の学生を対象とした、コンピュータ科学の基礎を学習するた
めのテキストである。コンピュータの歴史、基本原理、データベース、ネットワーク、情報セキュリティなどの幅広
い分野の基本を平易に解説。

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。

9784320009158

3次元リッチフローと幾何学的トポロジー（共
立講座 数学の輝き 9）

共立出版 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
戸田正人著,新井仁之編,

小林俊行編,斎藤毅編,吉田朋広編

9784320112032

ペレルマンがサーストンの幾何化予想を解決してからすでに10年が経ち、その手法はすでに幾何学の基礎にな
りつつある。本書ではその手法を最小限の知識を前提として解説することを試みた。直接解決に用いられたリッ
チフローの解析について述べるだけでなく、予備知識がない読者でも幾何化予想の内容を無理なく理解できるよ
う最初にページを割いて３次元多様体論、とくに幾何構造と標準分解について述べた。

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。

コンピュータ科学の基礎
共立出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税)

都市の計画と設計 第3版
共立出版 電子書籍

¥12,300(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小嶋勝衛監修,横内憲久監修,宇於﨑勝也著,

岡田智秀著,北野幸樹著,桜井慎一著,
坪井善道著,根上彰生著,三浦金作著,横内憲久著

9784320077188

本書では、初版以来、建築学を学ぶ学生にとって最低限必要な基礎知識をできるだけ平易に解説することで、
読者の自ら学ぶ意欲を促すことに努めてきた。そのため、都市の計画と設計の一体化の理解がなされるよう多く
の具体的事例を紹介している。今回の第３版では、現在の社会の変化に対応した内容となるよう加筆修整をし、
最新の具体的事例も取り入れ改訂を行った。

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。

□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 

-  27  -

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 2018年2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 1026888946 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888947 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888948 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888949 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888950 □ □

診断力を鍛える！　症候足し算
羊土社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山中克郎監修,北啓一朗著,三浦太郎著
9784758118170

「疾患」とその疾患に特徴的な「症候」の組合せを足し算で表わした、診断力強化ドリル。300超の足し算式を22
の主訴に分けて収録し、さらに確定診断のための「次の一手」や、各疾患の鑑別ポイントも掲載。

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

教えて！ICU　Part3　集中治療に強くなる
羊土社 電子書籍

¥12,900(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 早川桂著
9784758118156

レジデントノート誌の人気連載の単行本化、待望の３巻目！敗血症の新定義や抗菌薬適正使用など、ICUの現
場で注目されているトピックスについて、研修医目線でやさしく噛み砕いて教えます！

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。

内部障害の症例検討
羊土社 電子書籍

¥14,200(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
玉木彰編,森沢知之編集協力,

宮本俊朗編集協力

9784758102261

臨床でよく出会う20症例を、エキスパートPTが解説。症例の概略と初期評価から「主要な問題点」と「最適な理学
療法プログラム」を考える問題を解くことで、どんな患者さんに対しても適切な介入ができる応用力が身につく！

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。

改訂版　ステップビヨンドレジデント1　救急
診療のキホン編　Part1

羊土社 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林寛之著
9784758118217

全面改稿＆大幅ボリュームアップで帰ってきた、大人気シリーズ第1巻の待望の改訂版！救急診療でまず身に
つけたい技と知識を、おなじみの“ハヤシ節”と最新の世界標準のエビデンスでやさしく伝授します！

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。

あなたのラボにAI（人工知能）×ロボットが
やってくる

羊土社 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 夏目徹編
9784758122368

人工知能は生命科学研究を行い、研究論文を書けるのか？ロボットは繊細な実験プロトコールを再現できるの
か？変わるライフサイエンスの現場を描く、導入実例とレビューを満載した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。

□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 2018年2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 1026888951 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888952 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888953 □ □

食べ物と健康 I 食品学総論―食品の成分と
機能― (Visual栄養学テキスト)（※）

中山書店 電子書籍

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

9784521742878

食品の機能は、一次機能（栄養機能）、二次機能（嗜好機能）、三次機能（体調調整機能）で説明される。本書で
はこれらの機能をわかりやすく解説するとともに、それらの相互作用も総合的に理解できる構成とした。また食文
化や環境問題など、人類をとりまく食品とのかかわりや、食品表示制度などを取り上げた。

¥6,600(＋税) □

著編者名
寺尾純二編,村上明編,津田謹輔監修,

伏木亨監修,本田佳子監修

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。

食べ物と健康 II 食品学各論―食品の分類・
特性・利用― (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
土居幸雄編,津田謹輔監修,
伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742885

「日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2016年」に準拠し、食品の分類、特性、利用について詳述した。それ
ぞれの食品は、植物性食品、動物性食品、微生物利用食品、油脂・甘味料・調味料・香辛料・嗜好飲料に分けて
解説。食品の保存と加工、成分の変化についても取り上げた。姉妹書の「食品学総論」との併用でさらに理解度
がアップ！

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

子ども・大人の発達障害診療ハンドブック―
年代別にみる症例と発達障害データ集―

中山書店 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
内山登紀夫総編集,

宇野洋太編,蜂矢百合子編

9784521745688

発達障害は疾病ではなく特性であり、子どもから大人まで、生涯を通して切れ目なく支援が必要とされる。これま
で小児と成人とで別々に論じられてきた発達障害を連続するものとして一つにまとめ、発達段階を追って問題点
を浮き彫りにし、 的確な理解と適切な支援を教授するプラクティカルな書籍。「総説編」「症例編」「発達障害デー
タ集」の３部構成にて、発達障害診療の実際に肉迫した。

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 

-  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 2018年2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 1026888954 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888955 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888956 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888957 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888958 □ □

透析患者の病態・栄養指導・治療食  疾患・指
導・食事のすべてがわかる管理栄養士のとらの
まき (ニュートリションケア2017年冬季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北島幸枝編著
9784840460804

【透析患者の栄養療法が一冊でわかる！】透析患者の病態生理、治療、栄養指導のポイント、常食から透析食
への展開献立や一品料理などをわかりやすく解説する。管理栄養士が透析患者へ適切かつ柔軟に対応した栄
養管理、栄養指導を行うために臨床に即した一冊。患者教育にも活用できる。

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。

透析看護のシーン別Do＆Do Not  これって
OK？ NG？ 手技とケアの根拠とポイントが
わかる！ (透析ケア2017年冬季増刊)

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 宮美子編,澤村美海編
9784840459679

【手技・トラブル対応・患者対応の要点解説！】透析看護業務にあたり「すべきこと（Do）」と「してはならないこと
（Do Not）」について、その根拠・ポイントを写真やイラストとともに解説。安全に透析治療を行い、患者を支えるか
かわりかたのヒントが満載の、透析室看護師必読の一冊。

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。

地域包括ケア時代の互助の築き方  共助・
公助に頼らない (医療と介護Next2017年秋
季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 医療と介護Next編集室編
9784840461139

【生活支援を地域で担うノウハウ事例満載】低成長・財政難の時代、地域包括ケアも共助（社会保険）や公助（税
金）にばかりよりかかってはいられず、市民による互助の構築が不可欠である。とはいえ、大都市圏ではこれか
ら地域づくりに取り組まなければならない街が多い。この１冊で“ご近所力”の高め方がわかる。

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。

若手外科医のための考える外科　上部消化
管外科の治療戦略

メディカ出版 電子書籍

¥18,200(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 土岐祐一郎編,小寺泰弘編,掛地吉弘
9784840464857

【一流外科医の治療戦略構築プロセスが学べる】17例の想定臨床カンファレンスを通して、診断確定後に「どう
いった考え方のプロセスで治療方針を決めるか」が学べる。第一線の外科医の思考過程をトレースし、患者に
とってベストな治療方針が自分で立てられるようになる。研修医ならプレゼンの前にはぜひ読んでおきたい。

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。

がん・生殖医療ハンドブック 妊孕性・生殖機
能温存療法の実践ガイド (女性ヘルスケア
practice 3)

メディカ出版 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大須賀穣編,鈴木直 編
9784840461900

【限られた期間での自律的な治療選択を支える】「生命」と「妊孕性・生殖機能」の危機を同時に迎える小児期、
AYA世代のがん患者。適切なタイミングで正確な情報を提供し、患者にとって最善のがん治療・生殖医療に導く
ために必要な最新のがん・生殖医療の知識をわかりやすくまとめた。若年がん患者に関わるすべての医療者必
携。

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

□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。
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医学編 2018年2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 1026888959 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888960 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1026888961 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年1月 商品コード 1026888962 □ □

教えて！ホメシカ先生　今どきナースのほめ方・
しかり方 ゆとり世代の心に響くホメシカ理論の
実践で、明日からの新人・後輩指導が変わる！

メディカ出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野津浩嗣著
9784840464949

【10事例で具体的な指導スキルが身につく！】数あるコーチング技法の中から、「ほめる」と「しかる」に焦点をあ
てて、今どきナースの特徴に合わせた新人・後輩の指導方法を解説する。すぐに現場で実践できるよう「指導者
と指導対象者の会話例」や「シーン別・タイプ別のケーススタディ」なども紹介している。

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。

対人関係がラクになる！ ナースの感情整理
術  交流分析で納得、今日からできるコミュ
ニケーションのコツ

メディカ出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 白井幸子著
9784840454483

【「話が通じないのはなぜ？」の悩みを解決！】業務の増加で超多忙、多大なストレスを抱えている医療現場。な
かでも看護職は対人対応の要として、人間関係に疲れていないだろうか。まずは自身の傾向がわかるエゴグラ
ムをチェック、心理学の一分野である交流分析の理論に基づき対人関係のヒントを伝授する。

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。

熟練看護師のプロの技見せます！　慢性看
護の患者教育  患者の行動変容につながる
「看護の教育的関わりモデル」

メディカ出版 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河口てる子編
9784840464840

【事例でわかる！　患者が変わる関わり方】ある熟練看護師が関わると不思議と患者の行動が変わる…、その
隠されたプロの技が身につく患者教育書の決定版！　患者を知り、患者の理解を支え、患者に合わせた治療や
療養法を考え実践しフォローする、各段階における効果的な関わり方を実際の会話を通して詳しく解説する。退
院指導はもちろん、あらゆる患者対応の場面で役立つ。

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。

完全版　ナースのための補助循環  IABP・
PCPS・VADのケアの写真がいっぱい！ あなた
もできる！ (ハートナーシング2017年秋季増刊)

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
山名比呂美監修,

大石醒悟監修,瀨口理監修

9784840459136

【管理とケアの要点がわかる！実践に役立つ！】IABP・PCPS・VADのしくみ、適応、使用の実際、合併症をたっ
ぷりの写真で解説。使用の実際では、「ドクターの考え方」「ナースの動き方」「臨床工学技士の見方」「家族・患
者さんの感じ方」も学べる。まずは『補助循環 どこまでわかってる？ チェックリスト』で、レベルをチェックしよう！

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。
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