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　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

●「新刊ハイブリッドモデル」とは
　年間を通じて継続的に「書籍（冊子）」と「電子書籍」をセットでご提供するサービスです。

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

　「電子書籍版」のお届けは、カタログ掲載から ２～３ヶ月後を予定しています。

●「電子書籍」価格設定について

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

②選書する場合は、各書籍毎に冊子体・電子書籍の購入欄にチェックを付けてください。

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

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

購入

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

野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□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7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6月 商品コード 1027882379 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882380 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882381 □ □

出版社

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3月 商品コード 1027882382 □ □

ジュニアスポーツコーチに知っておいてほし
いこと

勁草書房 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大橋恵著,藤後悦子著,井梅由美子著
9784326851959

生涯スポーツが声高に叫ばれる現代において、スポーツのきっかけとなる児童期までの指導者の影響力は大き
い。本書は職業的なコーチだけでなく、子どもをスポーツに通わせている親、地域のスポーツ活動に携わるアマ
チュア指導者をも対象に、大人がなすべきサポートやスポーツ文化が盛んな欧米での実践、国内の先進的事例
を紹介する。

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

パンと野いちご 戦火のセルビア、食物の記
憶

勁草書房 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山崎佳代子著
9784326851942

卵と生クリームなしのマーブル戦争ケーキ。停電で溶けだした冷凍庫の肉で銃弾に怯えながら催すバーベ
キュー大会。第一次、第二次大戦、ユーゴスラビア内戦、コソボ紛争……戦争の絶えないバルカン半島に長年住
む著者が戦下のレシピを集めた。食べ物とは思い出のこと。そして甦りのこと。繰り返される歴史のなかの、繰り
返しのない一人ひとりの人生の記憶と記録。

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。

法学講義民法　総則　第3版（※）
勁草書房 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥田昌道編,安永正昭編
9784326403523

学習者が民法の基礎概念と基本構造を把握し、法学部で修得すべき民法学の水準を充足できるように、構成、
内容、叙述の仕方等の点で周到な配慮し、判例、通説を踏まえ解説したスタンダードテキスト。悠々社旧版の基
本的編集方針を踏襲しつつ、平成29年改正民法に全面対応した第3版。

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

未来の環境倫理学
勁草書房 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉永明弘編著,福永真弓編著
9784326603053

ポスト・ヒューマニティーズの哲学思想、公共性の環境倫理学、3.11以降の原発と復興に関する倫理学等、90年
代以降の環境倫理学・環境哲学の潮流を体系的に捉え直すと共に、実践を支える思想として、未来をつくってい
く学問としての環境倫理学を提示する。人が「生きる場」としての「環境」、リアルな課題と対峙するテキスト。

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

勁草書房 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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7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 □ □

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。

「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。

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。

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。

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。

東京大学出版会 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  4  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2018年7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。

-  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7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5月 商品コード 1027882383 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882384 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882385 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882386 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882387 □ □

日本ｖｓ．アメリカｖｓ．欧州　自動車世界戦争 
ＥＶ・自動運転・ＩｏＴ対応の行方（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 泉谷渉著
9784492762431

対日「ＥＶ包囲網」に恐れる必要はない。次世代自動車で日本が圧勝するシナリオを完全予測。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく　東
大読書（※）

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 西岡壱誠著
9784492046258

速く読める。論理の流れを追える。一言で説明できる。多面的に解釈できる。ずっと忘れない。東大生だけが知っ
ている、究極の読書術！

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

全４７都道府県幸福度ランキング　２０１８年
版（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
寺島実郎監修,（一財）日本総合研究所編,
日本ユニシス株式会社総合技術研究所編

9784492212387

４７都道府県、２０政令指定都市、４２中核市を最大６５のデータで徹底比較。地方公務員、地銀、マスコミ必携の
データ集。

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

熱海の奇跡 いかにして活気を取り戻したの
か（※）

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 市来広一郎著
9784492503010

団体観光客などが激減し衰退した熱海はなぜ復活を遂げたのか。ゼロから街の再生に取り組み、テレビなどで
も注目を集める著者が明かす。

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。

続・善と悪の経済学　資本主義の精神分析
（※）

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
トーマス・セドラチェク著,

オリヴァー・タンツァー著,森内薫訳

9784492315064

話題書『善と悪の経済学』の衝撃ふたたび！　チェコの鬼才経済学者セドラチェクが、古代の神話から資本主義
の未来を語る。

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   

 

 

 

□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7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5月 商品コード 1027882388 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882389 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882390 □ □

戦略的産業財マーケティング Ｂ２Ｂ営業成
功の７つのステップ（※）

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 笠原英一著
9784492534014

先進企業が実践しているＢ２Ｂマーケティングのフレームワーク、モデルを体系化。７つのステップで産業財営業
の戦略が実現できる。

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。

一橋ＭＢＡケースブック　【戦略転換編】 自
社の戦略・業界構造を変える（※）

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
沼上幹著,

一橋ＭＢＡ戦略ワークショップ著

9784492522226

ＭＢＡで学ぶ分析ツールを自学自習できる戦略事例集。ヨドバシカメラ、資生堂、大塚家具、三菱電機など事例
で経営を学ぶ。

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。

戦火の欧州・中東関係史 収奪と報復の２０
０年（※）

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 福富満久著
9784492444467

欧州と中東は憎しみの連鎖を断ち切れるのか。気鋭の国際政治学者が書き下ろす、欧州視点でとらえた新しい
中東史。

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。
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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。



人文社会編 2018年7月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1027882391 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード 1027882392 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード 1027882393 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード 1027882394 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード 1027882395 □ □

グローバル資本主義の変容と中心部経済 
(グローバル資本主義の現局面 1)

日本経済評論社 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥3,500(＋税)

「アベノミクス」の正体
日本経済評論社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 相沢幸悦著

冊子購入確認

著編者名 SGCIME編
9784818824027

グローバル資本主義は、現在、どのような局面にあるのか。アメリカ、ヨーロッパ、日本という中心部経済にグ
ローバル金融危機がもたらしたインパクトを中心に解明する。

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。

9784818824577

「改憲」という野望実現のため、経済政策で支持率上昇を図り、日銀にマーケットの「国家統制」を強いる安倍政
権。単なる円安誘導「アベノミクス」が五輪後にもたらすのは？

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

ドイツ資本主義と観光
日本経済評論社 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥6,500(＋税)

グローバル資本主義と新興経済 (グローバ
ル資本主義の現局面 2)

日本経済評論社 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 SGCIME編

冊子購入確認

著編者名 山田徹雄著
9784818823877

ドイツ資本主義の空間的構成、地域の経済圏を基盤とする官民一体の地域間競争のあり方、国境を跨ぐ観光圏
の存在、という３つの論点について観光客の動向から検証する。

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

9784818824034

グローバル資本主義の「もう一つの主役」として登場してきた中国、ブラジル、ロシアなどの新興経済の現状と課
題を考察することで、グローバル資本主義の現局面を解明する。

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。

横山源之助伝 下層社会からの叫び声
日本経済評論社 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立花雄一著
9784818823945

日本の労働運動・底辺記録文学の先覚、横山源之助。著書『日本之下層社会』は変革期の民衆の生々しい叫び
を今に伝える。解説は奥武則法政大学教授。

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。

  日本経済評論社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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。



人文社会編 2018年7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 2015年11月 商品コード 1027882396 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年10月 商品コード 1027882397 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年3月 商品コード 1027882398 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年12月 商品コード 1027882399 □ □

出版社

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1月 商品コード 1027882400 □ □

出版社

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2月 商品コード 1027882401 □ □

近代日本の地方事業家
日本経済評論社 電子書籍

¥14,100(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井奥成彦編著,中西聡編著
9784818823921

愛知県知多郡半田の肥料商兼醤油醸造業者であった地方事業家・萬三商店小栗三郎家の18世紀後半から昭
和前期までの経営展開と地域の工業化、地域社会との関係を解明する。

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。

自由貿易下における農業・農村の再生
日本経済評論社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥3,200(＋税)

経済を読む
日本経済評論社 電子書籍

¥2,700(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 根井雅弘著

冊子購入確認

著編者名 高崎経済大学地域科学研究所編
9784818824201

TPP参加など貿易自由化の過程で国民生活に影響を及ぼす様々な分野で農業分野がその障害になっていると
の言説を巡って日本国内の農業・農山村の解体と再生の攻防を描く。

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

9784818823990

経済学の古典・名著を著者のエピソードとともに紹介するブックガイドに加え、経済についての時評、歴史・音楽
を含めた話題の本の書評からなる最新エッセイ集。

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

先住民族社会の形成と存続
日本経済評論社 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥4,500(＋税)

座談会　世界史の中の安倍政権
日本経済評論社 電子書籍

¥3,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
南塚信吾編著,小谷汪之編著,

木畑洋一編著

冊子購入確認

著編者名 原田敏治著
9784818824102

先住民族マオリとヨーロッパ人入植者間の経済的・社会的格差が顕在化するニュージーランド。その二文化主義
の特徴と背景を、国家形成の社会的・政治的経緯を通じて考察。

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

9784818824119

安倍政権とその諸政策は特異なものではない。歴史家が集団的自衛権、安保関連法制、改憲等の政策を世界
史的に徹底検証。激動する世界の中で日本の進路はこれでよいのか!?

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

地方財政・公会計制度の国際比較
日本経済評論社 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 関口智編著
9784818824188

米・独・スウェーデン・英の州・地方政府と公共交通を対象に、予算と公会計制度の関係を分析。各国の予算・決
算、政府間関係、業績評価、監査等の仕組みを明らかにし、財政統制はいかにあるべきかを問う。

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



人文社会編 2018年7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 1027882402 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2015年9月 商品コード 1027882403 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882404 □ □

出版社

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1月 商品コード 1027882405 □ □

地方製造業の展開
日本経済評論社 電子書籍

¥5,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高崎経済大学地域科学研究所編
9784818824683

「高崎発のものづくり」に挑む産学官連携の取り組みをふまえ、市内中小メーカーの創造性や地域貢献を紹介
し、近年の群馬県内における地場産業の動向をさぐる。

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。

母子世帯の居住貧困
日本経済評論社 電子書籍

¥4,800(＋税) □

¥2,900(＋税)

帝国主義期イギリス海軍の経済史的分析
1885～1917年

日本経済評論社 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤田哲雄著

冊子購入確認

著編者名 葛西リサ著
9784818824676

女性の多くが不安定な非正規労働に就く現在、なかでも母子世帯の年収は一般世帯の３分の１程度である。住
生活を軸に生活実態に即した母子施策の再構築の可能性を提示する。

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。

9784818823440

列強の海軍増強と潜水艦の登場による戦略の変化は、第一次世界大戦期イギリスの軍事・外交・食糧政策にい
かなる影響を与えたのか。戦争計画は平時に研究・構想されていた。

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。

9784818824140

山口県の「防長米」は近代日本の米穀市場にどのように包摂されたか。産地に浸透する米穀検査が産米を「商
品」として仕立て、円滑な取引とその拡大を促していく過程を解明する。

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。

防長米改良と米穀検査
日本経済評論社 電子書籍

¥15,600(＋税) □

¥9,450(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大豆生田稔著
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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。



人文社会編 2018年7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 1027882406 □ □

出版社

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 1027882407 □ □

出版社

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 1027882408 □ □

出版社

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 1027882409 □ □

出版社

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 1027882410 □ □

沖縄 憲法なき戦後 講和条約三条と日本の
安全保障

みすず書房 電子書籍

¥10,200(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古関彰一著,豊下楢彦著
9784622086765

沖縄が「基地の島」になったのは、日米両国の思惑によって「無憲法の島」に追いやられたからだ。その歴史と論
理を、憲法と外交史の双方向から解き明かす。

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

みすず書房 電子書籍

廣松渉の思想 内在のダイナミズム

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

¥17,400(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺恭彦著
9784622086819

1960年代以後、日本の思想・哲学に大きな影響力をもった廣松渉(1933‐94)。この独自な哲学者の人と思想と時
代と影響関係の全体を思想史上に位置づけ、その思考過程を精密に追跡した、気鋭の書。

ユダヤ人社会から追放されたスピノザの出発点となる両著作（ラテン語、オランダ語）が、最新の研究を踏まえて
50年ぶりに新訳・詳注。

知性改善論／神、人間とそのさいわいにつ
いての短論文

みすず書房

9784622083481

□

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 スピノザ著,佐藤一郎訳

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。

電子書籍

¥23,400(＋税)

コリアン・シネマ 北朝鮮・韓国・トランスナ
ショナル

みすず書房 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 イ・ヒャンジン著,武田珂代子訳
9784622086642

「春香伝」映画から『血の海』『月尾島』『南部軍』『オールド・ボーイ』『下女』『ナヌムの家』『オクジャ』まで縦横無
尽に論じ、コリアンのアイデンティティを探る。

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。

石を聴く イサム・ノグチの芸術と生涯
みすず書房 電子書籍

¥22,500(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ヘイデン・ヘレーラ著,北代美和子訳
9784622086758

20世紀の世界的彫刻家の波瀾万丈の生涯をたどり、庭園から家具・照明まで多ジャンルにわたる作品の誕生を
解き明かした評伝の決定版。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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7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 1027882411 □ □

出版社

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 1027882412 □ □

出版社

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 1027882413 □ □

ハリウッド映画と聖書
みすず書房 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 アデル・ラインハルツ著,栗原詩子訳
9784622086772

ピューリタンが創建した国アメリカで、あまたある映画が聖書を利用してきた。神と人と宇宙のドラマが社会を映し
出す。聖書学者が映画から読み解く文化の深層。

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

〈電気ショック〉の時代 ニューロモデュレー
ションの系譜

みすず書房 電子書籍

¥19,200(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
エドワード・ショーター著,

デイヴィッド・ヒーリー著,川島啓嗣他訳

9784622086789

“電気ショック”は精神疾患を治せるか?　電気けいれん療法をはじめとする身体療法の開拓者たちの証言と膨大
な資料から、「ショック療法」の虚像と実像を峻別する。

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。

ウェルス・マネジャー 富裕層の金庫番 世界
トップ1％の資産防衛

みすず書房 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ブルック・ハリントン著,庭田よう子訳
9784622086802

2年をかけてウェルス・マネジャー世界標準資格を取得した社会学者が、8年間で世界18か国の当事者65人を詳
細に取材。知られざる実態を初分析。

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。

-  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7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3月 商品コード 1027882414 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882415 □ □

出版社

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3月 商品コード 1027882416 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882417 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882418 □ □

不法行為法〔第2版〕 民法を学ぶ（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,200(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 窪田充見著
9784641137226

不法行為法の基本的構造を理解させることに主眼を置いた「丁寧な」テキスト。行間を埋めるような、言葉を尽く
した筆致はスムーズな読解を助け、無理なく通読できる。平成29年の民法改正や、初版刊行後の重要判例も織
り込んだ第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。

著編者名 三木義一編著
9784641281424

わかりやすい対話形式による税法の入門書の決定版。はじめて税法を学ぶ人たちに最適。税法総論から所得
税・法人税・消費税・相続税・その他諸税等税法ほぼ全部を網羅。最新の法令および統計資料、さらには平成３
０年の税制改正大綱にも対応した最新版。

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

民法Ⅲ　債権総論〔第4版〕 (Ｓシリーズ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
野村豊弘著,栗田哲男著,池田真朗著,

永田眞三郎著,野澤正充著

9784641159501

第一線の執筆陣による債権総論のテキスト。コンパクトながら体系を維持しつつ、重要な論点は印を付し、ある
いは図表を使い、分かりやすく丁寧に解説する。債権総論の骨格やポイントをつかむことができる構成に。債権
法改正にも対応した最新版のテキスト。

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

はじめての行政法〔第4版〕 (アルマＢ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石川敏行著,藤原静雄著,大貫裕之著,

大久保規子著,下井康史著

9784641221154

「まさに『はじめて』にぴったりの本」「説明が整理されていて楽に、楽しく通読できる」と好評を博している初学者
向けの行政法テキスト、３年ぶりの改訂版。2014年改正行審法の施行に対応。巻末の「全体の見取り図」と「行
政法（学）関係年表」も充実。

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

よくわかる税法入門〔第12版〕 (有斐閣選書)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

¥4,200(＋税)

¥1,900(＋税)

9784641126015

電子書籍
法解釈入門〔補訂版〕 「法的」に考えるため
の第一歩（※）

□

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。

法律学の基本である法解釈を、憲・民・刑と異なる分野の著者が丁寧に解説。法を解釈する思考過程をできるだ
け具体的に文章化し、法律分野ごとの考え方の特徴を明らかにする。法解釈の初歩から実践までを体感でき
る、好評の書。法改正に対応した補訂版。

山下純司著,島田聡一郎著,宍戸常寿著著編者名

有斐閣

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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7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4月 商品コード 1027882419 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882420 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882421 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882422 □ □

株主の利益に反する経営の適法性と持続
可能性 会社が築く豊かで住みよい社会

有斐閣 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 草野耕一著
9784641137943

企業の非営利活動は「株主利益の最大化」という会社法の大原則と両立するのか、経営者はこれを継続的に実
施できるのか。長年弁護士として企業経営者の隣に立ってきた経験と数理的な知見を生かして分析、実践可能
な行動指針を導く。

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

会社法〔第4版〕 (ＬＥＧＡＬ　ＱＵＥＳＴ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,400(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤靖史著,大杉謙一著,
田中亘著,松井秀征著

9784641179356

絶大な人気を誇る大好評のスタンダードテキスト。実務上のトピックについての解説も充実。企業グループにつ
いて独立した章にまとめるとともに、近年の重要判例の織込み・コーポレートガバナンスコードの適用開始への
言及などを行いアップデート。

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。

心理学〔新版〕 (ＮＬＡＳ)（※）
有斐閣

著編者名

「大学４年間ずっと手元において学べる」好評の決定版テキスト、待望の新版化。心理学諸領域の知識や考え
方、対象を心理学全体の中に位置づけながら、豊富な図表を用い、丁寧に解説。専門領域や実務に進む上で必
須の知識や最新動向の学習にも最適　（二色刷）

¥9,300(＋税)

¥4,200(＋税)

著編者名
無藤隆著,森敏昭著,

遠藤由美著,玉瀬耕治著

9784641053861

¥2,300(＋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。

現代の世界は、どのようにして成り立ってきたのか。主権国家の成立とその地理的拡大、そしてその部分的な変
容に着目し、歴史的な観点から国際政治の歩みをたどる。宗教改革からトランプ大統領の誕生までの約500年
間の国際政治の大きな流れをつかむ。

国際政治史 主権国家体系のあゆみ (ストゥ
ディア)（※）

有斐閣

¥5,100(＋税)

9784641150522

□

電子書籍

冊子購入確認

小川浩之著,板橋拓己著,青野利彦著

-  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7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6月 商品コード 1027882423 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882424 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882425 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882426 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882427 □ □

沖縄からの本土爆撃 米軍出撃基地の誕生 
(歴史文化ライブラリー 468)

吉川弘文館
□

¥1,700(＋税)

冊子購入確認

電子書籍

9784642058681

太平洋戦争末期、沖縄に進攻した米軍は、各地を占領後すぐに滑走路を建設し、日本本土への大規模爆撃を
開始。出撃したコルセア等の戦闘機は、鹿児島・出水(いずみ)・熊本・久留米・奄美諸島で、一般民間人を標的に
した無差別攻撃をおこなった。米軍史料から知られざる実態を明らかにし、戦争の加害と被害の関係を問う。沖
縄基地問題を考える上でも必読の書。

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。

電子書籍

¥1,800(＋税)

電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

古代の神社と神職 神をまつる人びと (歴史
文化ライブラリー 467)

冊子を購入または
発注の場合は、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

古代の人々は、自然災害などの脅威の背後に神の存在を見ていた。伊勢神宮・大神(おおみわ)神社・住吉大
社・出雲大社など、各地の神社の立地や社殿からその役割を解明。また平安前期までのまつりに注目し、神へ
のことばや儀式次第だけでなく、神職の持つ「笏(しゃく)」や古代の女性神職にも言及。神社のあり方やまつりに
関わる神主・禰宜(ねぎ)・祝(はふり)ら神職の実態に迫る。

吉川弘文館

¥5,700(＋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。

日本における中世国制の変遷を、初期―前期―後期に分け、その実態を論じる。中央集権国家体制が１２世紀
初頭に中世国家に転換するとの説を提示した著者が、その後の知見を加えて初期中世国家論を再構成し、さら
に隣国高麗の国制に関する学説を批判的に再検討しつつ、鎌倉・室町時代の国制を明らかにし、その体制の終
焉に至るまでを見通す意欲作。

冊子購入確認

著編者名 加瀬直弥著

電子書籍

□

冊子購入確認

¥11,000(＋税)

著編者名

著編者名 森暢平編,河西秀哉編
9784642083331

明治から平成まで、天皇を支え「世継ぎ」を産み、さまざまな活動をした美(はる)子(こ)（明治）、節(さだ)子(こ)（大
正）、良(なが)子(こ)（昭和）、美(み)智(ち)子(こ)（平成）の四人の皇后。その役割や社会でのイメージは、時代とと
もに大きく変容してきた。公（表）と私（奥）をテーマに、四代に雅子妃を加え、女子教育や養蚕等の連続性と育児
等の独自性について、エピソードを交えて描き出す。

著編者名

¥6,000(＋税)

林博史著

電子書籍

□

9784642058674

冊子を購入または
発注の場合は、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。

日本古代木簡論
吉川弘文館

皇后四代の歴史 昭憲皇太后から美智子皇
后まで

吉川弘文館

佐々木宗雄著
9784642029469

¥7,300(＋税)

¥2,200(＋税)

日本中世国制史論

著編者名 馬場基著
9784642046473

膨大に出土する木簡は古代社会を今に伝える。どのような場面でいかに作成・使用・廃棄されたのか。形態・出
土地点や内容・書式・書風・素材などを複合的に分析し、古代史研究に活かす方法を提示。荷札のつけられる過
程、塩の流通、進上される品、紙と木の使い分け、事務処理の方法などから、律令時代の都城の様相、行政運
営の実態、人々の暮らしを描く。

吉川弘文館

¥31,900(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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7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6月 商品コード 1027882428 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882429 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882430 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882431 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882432 □ □

絵図と徳川社会 岡山藩池田家文庫絵図を
よむ

吉川弘文館 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 倉地克直著
9784642034876

絵画的に表現され、近代以降とは異なって個性的な様相を示す近世の地図。岡山藩池田家にのこされた大型の
手書き地図に光を当て、何がどのように描かれたのか検討する。国絵図・郡図・城下図を主な素材として、作成
をめぐる幕府と藩の関係、地域社会で果たした役割などを明らかにし、題材選択と描写のはざまに絵図のもつ実
用性と政治性を読み解く。

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。

帝国日本の外交と民主主義
吉川弘文館 電子書籍

¥22,000(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒井一臣著
9784642038775

民衆の外交政策への参加はいかにあるべきか。民主主義思潮高まる戦間期日本に、外交の民主化を模索した
国民外交論がおきた。国際協調や不戦条約、移民問題などの外交課題から、議論の展開と破綻の要因を追究。
外交の現実的利害調整を理解できない大衆と、操作できぬ民意に翻弄され諦観する選良(エリート)―相反する
両者の姿から、外交と民主主義の関係を問う。

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

アジア・太平洋戦争と石油 戦備・戦略・対外
政策

吉川弘文館 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩間敏著
9784642038768

石油に乏しい日本は、なぜアジア・太平洋戦争に踏み切ったのか。蘭領東インドとの輸入交渉、真珠湾攻撃での
洋上給油作戦、石油備蓄と需給の予測、南方からの石油輸送と海上護衛戦の実態、本土空襲と製油工場の被
害などを考察。石油のほか艦船・航空機など戦備に関する豊富なデータをもとに、あらゆる資源を動員した総力
戦の実態と末路を解明する。

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。

飢餓と戦争の戦国を行く (読みなおす日本
史)

吉川弘文館 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤木久志著
9784642067638

中世社会を頻繁に襲う旱魃(かんばつ)・長雨・飢饉・疫病などの災害。さらに物資・人員の略奪や殺害などの戦
争被害。過酷な環境で人々はいかに生き抜いたのか。実態を克明に探り、民衆に焦点をあてた豊かな歴史像を
提示する。

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。

近世武家社会の奥向構造 江戸城・大名武
家屋敷の女性と職制

吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福田千鶴著
9784642034883

近世政治権力の解明には従来の公儀研究（表(おもて)向(むき)＝男の世界）に加え、〝奥(おく)向(むき)〟という
日常の政務を行ない、当主と妻子が生活した空間の果たした役割を追究する必要がある。表方(おもてかた)・奥
方(おくかた)に分かれていた奥向の構造を各職制やその特質、一夫一妻の原則、庶出子の処遇といった妻妾制
の展開、井伊・真田ら大名家と将軍家の交流などから鮮やかに描き出す。

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。
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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。



人文社会編 2018年7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3月 商品コード 1027882433 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882434 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882435 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882436 □ □

収縮経済下の公共政策
慶應義塾大学出版会

中国現地法人の労務管理 Q&A
慶應義塾大学出版会

著編者名
四方理人編著,宮﨑雅人編著,

田中聡一郎編著

9784766425017

▼日本の新たな政策課題を提示。日本経済が「収縮」に向かうなか、格差と貧困、人口減少と地方経済の衰退、
社会保障の限界と財政運営の困難など、喫緊の政策課題が表面化している。緻密なデータ・歴史分析ならびに
国際比較に基づいた14本の論考により、日本の新たな政策課題を提示する。

著編者名 尹秀鍾著
9784766425215

日系現地法人が直面している様々な問題について、中国労働法務の第一線で多くの事例に対峙してきた筆者
が、これまでの実務経験上、よく直面する労務紛争相談事例をQ&A形式で具体的かつ簡潔にまとめた。中国労
務問題の解決のためのヒント、知識が、分かりやすく、簡潔に、また具体的に満載されている1冊！

アメリカのナボコフ 
慶應義塾大学出版会

著編者名 秋草俊一郎著
9784766425222

新大陸に移住後、『ロリータ』によってスキャンダラスな形で知られたナボコフは、いかにアメリカの大作家へと上
りつめたのか。芸術家、文学者へと意図的に自己イメージを操作しながら、亡命者から「世界文学」への道程を
歩んでいった作家の姿を、本邦初公開となる膨大な新資料を通じて描きだし、従来のナボコフ像を一新する。

電子書籍

¥13,000(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

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

電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

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

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

電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

インドネシアのイスラーム改革主義運動 
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 山口元樹著
9784766425178

世界最大のムスリム人口を抱え、多民族国家でもあるインドネシアには、アラブ系のマイノリティが暮らしている。
彼らは20世紀初めにムスリム社会の改革・近代化を目指す運動の中で活躍したが、国民国家が形成されはじめ
ると帰属意識の選択を迫られることになる。アラブ人の教育活動の変遷から、近代インドネシアにおける社会統
合とイスラーム運動との関係を、多彩な史料に基づいて明らかにしていく。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2018年7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5月 商品コード 1027579629 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027514842 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027690499 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027690498 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882437 □ □

計算折り紙入門：あたらしい計算幾何学の
世界

近代科学社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上原隆平著
9784764905672

「計算折り紙」は近年大変注目されているコンピュータサイエンスの分野である。研究対象として、「折る」ことに
対するアルゴリズム、計算量などを中心に置いている。その応用分野は大変広く、建築・宇宙工学・医療・分子
生物学など多岐にわたる。本書は、この「計算折り紙」の第一人者である著者が、折り紙パズルや演習問題を
交えながら計算折り紙の最前線を解説していく。「計算折り紙」に関心のある読者必読の書である。

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

次世代産業の共通基盤となるIoT／スマート
プラットフォーム［農業から医療・健康、ス
マートハウス／在宅ヘルスケアまで］

インプレス 電子書籍

¥132,000(＋税) □

¥50,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤原洋著,村井純監修,山下徹監修
9784295003892

本書は、NPO法人ブロードバンド・アソシエーションにおける「スマートプラットフォームWG」内での過去2年間に
わたった主にセミナーおよびシンポジウムの内容を中心に、まとめた一冊である。基本的なIoTプラットフォーム
の定義からその構成例、産業分野との関係について整理した後、特に農業、医療、住宅（スマートハウス）の3
分野にフォーカスして、IoT／スマートプラットフォームの市場／技術、応用の現状と課題について解説してい
る。本書を通して、IoT／スマートプラットフォームによる「産業のデジタル化」の動向がわかる。

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。

かんたん合格 基本情報技術者過去問題集 
平成30年度秋期

インプレス 電子書籍

¥4,900(＋税) □

¥1,480(＋税) 冊子購入確認

著編者名 株式会社ノマド・ワークス著
9784295003731

出題率つきで絶対に解くべき問題がわかる！「問題」+「解説」だけでなく、各問題の覚えるべきキーワードや攻
略ポイントを別枠「午前のカギ」「午後のカギ」に掲載。3ステップによる学習で、ただ解くだけでは養われない“合
格力”がしっかりと身につきます。また、紙面に掲載している全ての午前問題に出題率を掲載。優先して解くべ
き問題がひと目でわかるので、出題範囲が広い基本情報技術者試験の対策も、効率良く行えます。

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。

試験にココが出る！乙種第4類危険物取扱
者 教科書＋実践問題

インプレス 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
株式会社ノマド・ワークス著,

一般社団法人東京防災設備保守協会監修

9784295003663

本書は、忙しい社会人が効率的かつ、安心して学習できるように、出題傾向を徹底分析し、よく出題されるポイ
ントを中心に解説を行っています。本試験に近い実践的な問題を多数収録し、覚えた内容をすぐに試す構成に
より、合格に必要な知識を短期間で身に付けることが出来ます。

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。

ビッグデータ分析基盤の構築事例集 
Hadoopクラスター構築実践ガイド (Top gear
シリーズ)

インプレス 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古賀政純著
9784295003694

オープンソースによるスケーラブルなデータ分析基盤の構築Apach Hadoop 3/MapR 6.0とエコシステムによる
ビッグデータ分析基盤の構築の実践ガイド。 Hadoop基盤の方向性の検討や戦略の立案、および、意思決定を
行う企画部門や、実際に基盤構築を行う技術者が、導入前の検討を実践できる内容を盛り込んだ一冊。多くの
事例により、最新のビッグデータ処理基盤で提供される機能や基本的な使用法を理解出来ます。

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   

 

 

 

□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7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6月 商品コード 1027882438 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027446886 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027659399 □ □

出版社

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3月 商品コード 1027289754 □ □

出版社

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3月 商品コード 1027296246 □ □

細胞膜計算 (ナチュラルコンピューティング・
シリーズ 4)

近代科学社 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西田泰伸著
9784764905689

膜は細胞という「領域」を作り出し、その内外で起きる「化学反応」を各領域に制限する役割を持つほか、膜内外
の物質の「輸送」を制御する。この領域・化学反応・輸送を、プロセッサや演算などの概念に読み替えたものが
細胞膜計算である。本書では、この計算機構の数理的側面を解説するとともに、自然システムにこの計算を適
用する試みや、既存の計算機では難しいNP困難問題等に威力を発揮することなどにも触れる。

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。

IoT時代のビッグデータビジネス革命
インプレス 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡村久和監修
9784295000990

新スマートシティ創造のための実践的活用術！正しい巨大市場理解でIoTと次世代都市産業に参入するための
実践的活用術を解説。 ビジネス最前線で戦ってきたグローバルリーダー達から「新スマートシティ」の生きたア
ドバイスが学べる一冊です。

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。

¥10,900(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

9784295003274

Ansible実践ガイド 第2版
インプレス 電子書籍

著編者名
北山晋吾著,塚本正隆著,

畠中幸司著

Ansibleユーザーの必携ハンドブック「Ansibleの定番書籍の第2版、Ansible 2.4/CentOS 7.4対応＋AWX Project」オー
プンソースの構成管理ツールの一つであるAnsibleの基本的な使い方から、アプリケーションデプロイメントの自動化
や、クラウドAPIとの連携などの応用的な使い方をまとめた実践ガイドです。これからAnsibleを利用し、システム構築の
自動化を始めてみたいというエントリーユーザーから、既存の運用プロセスからの自動化を図りたいという実務向けの
ユーザーまで幅広く活用していただける内容です。

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。

ドローンビジネス調査報告書2018 (調査報
告書シリーズ)

インプレス 電子書籍

¥280,500(＋税) □

¥95,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
春原久徳著,中畑稔著,

インプレス総合研究所編著

9784295003601

急速に立ち上がるドローン市場の現状と今後の展望を徹底分析！本書ではドローン関連ビジネスを展開する
企業やキーマンなど40社以上を取材した上で、市場動向、ビジネス動向、行政、技術、法律や規制、課題、展
望などドローン市場を多角的に分析。国内のドローンビジネスの成功戦略を立てるための情報が網羅された、
必携の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。

Pythonで体験してわかるアルゴリズムと
データ構造

近代科学社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西澤弘毅著,森田光著
9784764905702

15の課題でアルゴリズムとデータ構造を学ぶ。各章の前半で具体的な事例から原理を理解する。確実に身につ
けるために各章に練習問題とその解答を配置。また後半ではPythonを使ってアルゴリズムのプログラムを組
み、実際にどのように動くかを体験できる。原理部分の理解と、プログラミング部分が分かれているので、原理
が理解できていないのか、プログラムが理解できていないのかが、明確に区別できる。

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。

-  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7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 1027296247 □ □

出版社

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 1027116537 □ □

出版社

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 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 □ □

逆引きPython標準ライブラリ 目的別の基本
レシピ180+！

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 田中賢一郎著,大津真著
9784295003106

Pythonの標準スキルを身につける！便利に使えるPython標準ライブラリの活用術。初中級スキルアップの近
道！文字列/データ操作、テキスト処理、ファイル操作、数値演算、ネットワークアクセス、GUIなど、使えるテク
ニックを満載。―Pythonの基本的な文法をすでに理解したユーザーが次に学ぶべきテーマとして、Python標準
ライブラリを取り上げます。

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。

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。

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

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。

セジウィック：アルゴリズムC 第1～4部
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
Robert Sedgewick著,野下浩平訳,

星守訳,佐藤創訳,田口東訳

9784764905603

2004年に刊行した『アルゴリズムC 新版』の復刊である。本書は、世界の標準教科書として大変高い評価を得
ている。直感的でわかりやすい説明、アルゴリズムの振舞いを示す数多くの見事な図、簡潔で具体的なコード、
最新の研究成果に基づく実用的アルゴリズムの選択、難解な理論的結果のほどよい説明などがその特長であ
る。アルゴリズムに係わる研究者、技術者、大学院生、学生必携必読の書である。

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

-  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7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 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。

-  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7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4月 商品コード 1027882439 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882440 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882441 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882442 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882443 □ □

ARMマイコンによる組込みプログラミング入
門 -ロボットで学ぶC言語-（改訂2版）

オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ロボット実習教材研究会監修,

ヴイストン株式会社編

9784274222290

「習うより慣れろ」で課題をこなしてCのプログラムを身につけよう！／本書は、2011年に発行した『ARMマイコンによる組込みプログラミン
グ入門-ロボットで学ぶC言語』の改訂版です。プログラミング初心者が、実際にテキストに従って環境構築やサンプルプログラムを作成し
ていくことで、C言語を学べる内容になっています。組込み業界でも世界的に使用されているARMマイコンを使うというコンセプトはそのま
ま、開発環境のバージョンアップにによる内容の改訂と、応用編の内容は、現状に即した開発事例に変更しています。具体的には、基本
編は教材用のライントレースロボットを題材として使用し、ロボットを制御するプログラムを作成しながらC言語を学んでいきます。応用編で
は、ロボットの無線化、タブレットとの連携等を取り上げていきます。

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。

UXリサーチの道具箱 -イノベーションのため
の質的調査・分析-

オーム社 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樽本徹也著
9784274222184

製品開発に役立つユーザ調査のプロセスと手法が満載！／人間中心設計、デザイン思考、リーンスタートアップ、デザインスプリント、etc...。イノ
ベーション創出のための様々な方法論が提唱されていますが、いずれの手法でも「ユーザニーズ」を把握することから始まります。表面的なユーザ
の「声」に惑わされず、「真」のユーザニーズを探る─それが『ユーザ調査』です。ただし、ユーザ調査とは、アンケートやグループインタビューを実施
して、ユーザの「購入意向」を推定することではありません。人類学や社会学に由来する質的調査・分析のアプローチを通じて、私たちの「物事の見
方」を変えることです。本書は、まだ一般には馴染みの薄い、このユーザ調査のプロセスと手法を解説する入門書です。弟子入り、KJ法、ペルソナ、
シナリオ、ジャーニーマップといったユーザ調査の「7つ道具」を著者の豊富な実務経験に基づいて紹介します。

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。

9784274222108

電子書籍

著編者名 冨永和人著,権藤克彦著

UNIX/Linuxシステムプログラミングをはじめよう！／本書は、2007年にピアソン・エデュケーションから発行された『例解UNIXプログラミング教室　―システムコールを使いこなすための12
講―』の改訂版です。本書は、UNIX/Linuxの機能を使ったC言語プログラミングを解説するものです。UNIXは、ファイルの操作やプロセスの制御、プロセスへのシグナル、ネットワーク通
信、端末の操作など、多くの高度な機能を持っています。しかし、システムコールによって、このような機能を利用したプログラムを正しく動作するようつくるためには、UNIXの隠れた概念や
制約について知っている必要があり、それらを網羅的に覚えるのは困難です。本書は、この概念や制約が、それぞれのシステムコールの動作に及ぼす影響を全部覚えるといったアプ
ローチはとっていません。むしろ、必要なときに必要なシステムコールが分かり、それをどう使えばよいのか、そして、その機能には当然どのような制限があるのかが分かるようになるよう
に、UNIXの基本概念とプログラマから見えるUNIXの概観をつかめるよう解説しました。本書は単なるインタフェースの解説書ではありません。インタフェースの説明をしつつ、 UNIXの概観
（エッセンス）を読者に理解してもらうことで、できるだけ楽に、しかも確かなUNIXシステムプログラミングができるようになってもらうことを目指しました。また、豊富なサンプルコードと演習
問題を掲載し、実践的なプログラミングの助けとな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。

□

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

¥10,200(＋税)
例解 UNIX/Linuxプログラミング教室 ―シス
テムコールを使いこなすための12講―

オーム社

機械学習と深層学習 ―Python によるシミュ
レーション―

オーム社 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小高知宏著
9784274222269

『機械学習と深層学習 C言語によるシミュレーション』のPython版登場！／本書は人工知能研究における機械
学習の諸分野をわかりやすく解説し、それらの知識を前提として深層学習とは何かを示します。具体的な処理
手続きやプログラム例（Python）を適宜示すことで、これらの技術がどのようなものなのかを具体的に理解でき
るように紹介していきます。

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

Pythonによる 統計分析入門
オーム社 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内長承著
9784274222344

Python・統計分析、どちらも初心者でも気軽に使える書籍！／本書は、Pythonを使った統計解析の入門書です。Pythonに
ついては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、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、統計解析は、推測統計学の基礎から多変量解析、応用統計学分野(計算機
統計学)の決定木まで解説しており、Pythonを使ってデータ分析したい方に向けて、まず統計解析の基礎を学び、実践的な
問題を解決できるように構成しています。Python、統計解析どちらも初心者の方でも気軽に使える書籍となっています。

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   

 

 

 

□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 2018年7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6月 商品コード 1027882444 □ □

進化計算アルゴリズム入門 ―生物の行動
科学から導く最適解―

オーム社 電子書籍

¥7,500(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大谷紀子著
9784274222382

進化計算プログラミングのための代表的な進化的アルゴリズムを解説！／本書は、進化計算プログラミングの
ための代表的な進化的アルゴリズムを解説します。各アルゴリズムを丁寧に解説しているため、どのプログラミ
ング言語にも対応できます。アルゴリズムをプログラミングに応用することに主眼を置いており、情報関連の学
生ばかりでなく企業のSE の方にも役立つものです。　付録としてC++のコードを掲載します。

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。

-  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 2018年7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4月 商品コード 1027882445 □ □

演習で学ぶ科学のための数学
化学同人 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本雅博訳,加納健司訳
9784759820027

化学をはじめ、物理学や生物学に必要な数学を基礎から学べる良書に待望の邦訳が刊行。数学を避けるため
に化学や生物学を志したにもかかわらず、大学での学習に数学が必要であることを痛感している学生には待望
の書籍。数学に苦しむ理系学生には、福音となるであろう。演習問題の詳細な解答を掲載し、自学自習できる
ように編纂された。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  24  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2018年7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 1027882446 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882447 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882448 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882449 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882450 □ □

大型陸上哺乳類の調査法（生態学フィール
ド調査法シリーズ 9）

共立出版 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小池伸介著,山崎晃司著,梶光一著,
占部城太郎編,日浦勉編,辻和希編

9784320057579

本書は、野生動物、特に我々と身近に接することの多い大型陸上哺乳類に焦点を絞っている。大型陸上哺乳類の調査では、野外
調査を始める前に法令や取り扱いに伴う生命倫理への正しい理解が求められ、実際の野外調査には、観察や捕獲、機材、取得サ
ンプルの解析手法等、調査･研究を行う上での非常に多岐にわたる知識が必要となる。野生動物管理にあたっては、さらに応用的
な知識が求められる。したがって大型陸上哺乳類の調査では、必然的にほかの生物種群の野外生態調査よりスケールや知識範
囲は広くなるが、本書はそれらを網羅的に扱うとともに最新の内容も盛り込み、多くの関係者にとって有益な書籍となっている。

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。

人工知能―AIの基礎から知的探索へ―
共立出版 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税)

これからレポート・卒論を書く若者のために 
第2版

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒井聡樹著
9784320005983

本書第2版では、説明の内容と説明の仕方を大幅に練り直した。たとえば、ほとんどの章の冒頭に要点をまとめ
たボックスを置き、大切な部分がすぐに理解できるようにした。例の説明では、良い例・悪い例・良い例をわざと
改悪した例・悪い例を改善した例を示し、どこに問題があるのかを明確にしている。また、初版はどちらかという
と卒論寄りだったが、第2版ではレポートに関する説明を充実させ、【大学で書くであろうあらゆるレポートに役立
つ】ものとなった。

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。

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加茂将史著,巌佐庸コーディネーター

冊子購入確認

著編者名 趙強福著,樋口龍雄著
9784320124196

急速な発展と広がりを見せた人工知能関連分野は、ますます高度化・細分化の傾向にあり、初学者には全体像を見渡すことが困
難になっている。人工知能を健全に発展させるためには、中心となる概念をしっかり理解し、さまざまな知識や技術をその中心概念
で結びつけることが不可欠である。世の中にあるさまざまな問題は、それを適切に定式化すれば、すなわち数式や計算機言語など
で表現すれば、探索アルゴリズムで解決することができる。「探索」は人工知能の中心的概念であり、全貌を理解するための「カギ」
の役割を有する。本書は、探索に着目し、その観点から人工知能の全体像が理解できるように工夫している。

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。

9784320009172

本書では、リスク評価の考え方を化学物質の生態リスク評価にどうやって当てはめればいいのかを中心に書い
ています。現代では生態系保全に反対する人はほとんどいません。けれども、どこまで守ればいいのか、守る
ために現代生活の利便性をどこまで放棄すべきか、という話になると、意見が分かれます。本書にはその答え
は書いていません。本書では、答えに近づくには何をすべきか、どう考えれば良いのかを書きました。考え方の
考え方が記された一書です。

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。

キノコとカビの生態学―枯れ木の中は戦国
時代―（共立スマートセレクション 19）

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥1,800(＋税)

生態学と化学物質とリスク評価（共立スマー
トセレクション 18）

共立出版 電子書籍

¥6,000(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 深澤遊著,大園享司コーディネーター
9784320009196

本書では枯れ木に生息する菌類をすべて「木材腐朽菌」と呼び、森の枯れ木の中で彼らがどのような暮らしをし
ているのか紹介します。最近の菌類生態学の大きな進歩の一つに、キノコではなくその本体である菌糸の野外
でのふるまいに関する知識が急速に増えたことがあげられます。本書では、こういった最新の研究成果を盛り
込んだ菌類生態学の解説を目指しました。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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7月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年5月 商品コード 1027882451 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882452 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1027882453 □ □

冊子購入確認

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木健夫著
9784339066395

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

本書は量子化学の基礎を習得するための本である。高校の物理・数学の解説を入れ、図・写真も多用、さらに、
科学者のエピソードを織り交ぜ、物語的な内容にすることで、難解で敬遠されがちな量子化学を理解しやすくし
た。

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

異種接合材の材料力学と応力集中
コロナ社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税)

ゼロからの最速理解   量子化学（※）
コロナ社 電子書籍

¥10,900(＋税) □

視聴覚メディア (メディア学大系 15)（※）
コロナ社

よいメディアコミュニケーションとは、情報発信者の意図を受信者が正確にとらえることができる状態である。本
書では、我々の視聴覚における認知的特徴をふまえ、伝えたい情報を正確かつ効果的に「魅せる」表現手法に
ついて解説する。

著編者名 野田尚昭他著
9784339046526

最近、盛んに構造物の構成に用いられている、異なる材料を組み合わせた異種接合材について、材料力学的
な問題を縦弾性係数・応力集中・接着構造の強度といった大きく３つの観点から取り上げた。有限要素法の活
用についても解説した。

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

冊子購入確認

著編者名 近藤邦雄他著

電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税)

9784339027952

  コロナ社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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7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 1027659412 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027659413 □ □

あなたのまわりのデータの不思議
実教出版 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 景山三平著
9784407344615

・身のまわりで示されているデータの本質がわかる。・世間での統計データ表示には疑わしいものも多いけれど、それにダマされない眼を
養える。・不確定的な現象の中で生活している我々は、統計的なものの見方・考え方には無意識のうちにお世話になっていることに気づけ
る。・統計的な思考スタイルは人生をバラ色に染めてくれることの一助になることがわかる。・世の中で様々な異変（地震・津波等）が起こる
予測確率が発表されているが、その確率の本当の意味が分かり正しく行動をとれるようになる。・数式を極力避けて統計の核となる概念が
説明されている（難しいものは付録にまとめてある）。・数字や数学が苦手な人も、統計に親しむことができる。

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

Primary大学テキスト　専門へのステップアッ
プ　理工系の基礎数学

実教出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金原粲監修,水町龍一他編著
9784407344608

●理工系（とくに電気工学、機械工学）の分野で必要とされる難解な数学を着実に理解するための土台となるテ
キスト。 ●付録として高校数学の復習、それに数学と現実世界を結ぶ知識を掲載した。●本文中に内容の理
解を助ける例題、練習問題に加え、学習内容の定着のため補充問題を設けた。●問題の解答は、巻末に略
解、WEB上に詳解を掲載。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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。



理工学編 2018年7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4月 商品コード 1027882454 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027853020 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027855699 □ □

出版社

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3月 商品コード 1027723640 □ □

ベッドサイドの薬理学
丸善出版 電子書籍

¥15,900(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笹栗俊之編,宮田篤郎編
9784621302743

薬理学の本質をコンパクトに記すこと、医学部（および看護学部）学生にとって必要な“ベッドサイドの薬理学”の
教育を意図し、基礎医学的側面からの薬理学と臨床医学的側面の臨床薬理学を１冊にまとめた新時代の薬理
学教育をリードする教科書。最重要事項を最初に “キーポイント” として示した上で、本文を通読できように編
集。学生の教科書としてだけでなく、医療従事者の参考書としても末長く利用できる内容。

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

消費生活アドバイザー受験合格対策　2018
年版

丸善出版 電子書籍

¥21,500(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大矢野由美子編著,安藤昌代編著,

工藤千草編著

9784621302804

各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し本年度の試験対策を的確に洗い出しており、試験科目の全
重要項目を体系的に理解できる。また試験までにおさえておきたい最新情報の収集方法をアドバイスしながら、
難関といわれる2次試験対策も詳しく紹介する。消費生活アドバイザー試験対策本の決定版。国家資格「消費
専門相談員」取得の対策本としても有用。

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

書物の文化史 メディアの変遷と知の枠組み
（※）

丸善出版 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤好郎編,木島史編,山本昭編
9784621301067

モノとしての書物を通じ、「文献文化」・「知の枠組み」を考察。世界の各地域・時代に文献はどのような媒体(メ
ディア)に載せられ、どのように読まれてきたかを図版も豊富に交えながら解説。「媒体(メディア)の制約と文献
の仕組み」「媒体(メディア)の特性と知の枠組み」という切り口から「書物」の様々な現象を読み解くテキスト。

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

加速器ハンドブック
丸善出版 電子書籍

¥115,500(＋税) □

¥35,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本加速器学会編
9784621089019

基礎科学の推進から、重粒子を用いたがん治療という医療への応用や産業利用など、その応用範囲が広が
り、産業用の小型なものから超大型なものまで存在する加速器科学。現在までの加速器科学の基礎から応用
までをまとめ、本分野の発展に資することを目的とし、分野間の交流を促進し加速器を用いた科学全体が推進
される基盤となる一冊。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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。



理工学編 2018年7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7月 商品コード 1027882455 □ □

生態系生態学(第2版)
森北出版 電子書籍

¥30,300(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
F. Stuart Chapin III著,Pamela A. Matson著,

Peter Vitousek著, 加藤知道訳

9784627261228

エネルギー・物質循環、生物間の相互作用を理解するために。世界中の研究者・学生に愛読されてきた『Principles of Terrestrial 
Ecosystem Ecology』(Chapin・Matson・Vitousek、初版2002年、第2版2011年)の翻訳書。これまでの日本の生態学の主対象であった個体
や群集レベルと比べて、より大きな生態系レベルの空間スケールで、生物と環境の間の物質循環や生物間相互作用を詳しく解説する。植
物生理生態学、土壌学、気象学、水文学、地球化学など幅広い基礎事項をおさえ、細分化されていた分野どうしを結び付ける。また、景観
生態学、保全生態学、生態系管理学など、環境と社会の橋渡しとなる内容が含まれ、環境行政や社会・経済学分野に対しても示唆に富む
内容である。ますます盛んになる学際的な研究に向けて、必要な知識が一冊にまとめられた必携書。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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。



理工学編 2018年7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 1027882456 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882457 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882458 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1027882459 □ □

生化学・基礎栄養学 （第2版） (栄養科学
ファウンデーションシリーズ 4)（※）

朝倉書店 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
池田彩子編著,石原健吾編著,

小田裕昭編著

9784254616583

生化学・基礎栄養学の要点を簡潔に押さえた「教えやすい」教科書。〔内容〕人体の構造／酵素／生体エネル
ギーと代謝／糖質の代謝／たんぱく質・アミノ酸の代謝／脂質の代謝／ビタミン・ミネラルの栄養／水と電解質
の代謝／情報伝達／他

冊子を購入または
発注の場合は、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

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

電子書籍

□

冊子購入確認

電子書籍

□

電子書籍

□

冊子購入確認

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

個別量子系の物理  ─イオントラップと量子
情報処理─

朝倉書店

¥13,200(＋税)

¥4,000(＋税)

著編者名 占部伸二著
9784254131239

1～数個の原子やイオンをほぼ静止状態で分離し、操作するイオントラップの理論と応用を第一人者が解説。
〔内容〕イオントラップ／原子と電磁波の相互作用／イオンのレーザー冷却／量子状態の操作と測定／量子情
報処理への応用／他

これからの光学  ―古典論・量子論・物質と
の相互作用・新しい光―

朝倉書店

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 大津元一著
9784254131246

古典光学、量子光学の基本と限界を正確に把握し、新しい学問領域にも対応できる確かな知識と着眼点を身
に着ける〔内容〕古典光学／量子光学／光・物質の相互作用／新しい光／ドレスト光子／フォノン／応用技術
／展望

化学英語30講  ―リーディング・文法・リスニ
ング― (やさしい化学30講シリーズ 5)

朝倉書店

¥8,000(＋税)

¥2,400(＋税)

著編者名 宮本惠子著
9784254146752

化学英語恐るるに足らず。演習を解きながら楽しく化学英語を学ぶ。化学英語特有の文法も解説。〔内容〕リー
ディング：語彙、レベル別英文読解、リスニング：発音、リピーティングとシャドーイングほか、文法：文型、冠詞、
複合名詞ほか

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  30  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2018年7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5月 商品コード 1027882460 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882461 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882462 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882463 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882464 □ □

患者指導が劇的に変わる！糖尿病・腎臓
病・透析患者のやる気を引き出すコーチン
グ

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 坂井敦子著
9784840465298

【患者の行動変容を促すにはコツがある】自己管理ができない、何度言っても変わらない……。そんな患者の心
をつかみ、自発的な行動を促すためのコミュニケーション技法「コーチング」。慢性期医療にぴったりなスキルの
基本から実践的なテクニックまでをマンガ事例でわかりやすく紹介する。

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。

超入門　形成外科・美容外科手術 手技の基
本が写真とWEB動画55本でわかる！

メディカ出版 電子書籍

¥52,800(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名  尾﨑峰編著
9784840465137

【形成外科特有の手技のキホンとコツが満載】形成外科特有の手技や、若手医師が日常診療でとくに多く扱う関
心度の高い手術を豊富な写真とWEB動画でわかりやすく解説した入門書。「手技のコツ」「ピットフォール」「術後
のケアの指示」など、さらに理解が深まるコラムも満載！

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。

各種ガイドライン準拠 研修医・レジデント必
携 改訂4版　必ず役立つ！肝炎診療バイブ
ル

メディカ出版 電子書籍

¥16,100(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三田英治編著,平松直樹編著
9784840465267

【第6版・C型肝炎治療ガイドライン対応】第6版・C型肝炎治療ガイドラインの最新情報、第3版・B型肝炎治療ガイ
ドラインをいち早く収載し、各種ガイドラインに準拠した必須知識もさらにパワーアップ。消化器内科を目指す研
修医・レジデント必携の一冊！

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。

これだけはおさえておきたい 明日からでき
る訪問看護管理

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 清崎由美子編著
9784840465236

【かけ出し管理者を助ける初の入門＆実践書】訪問看護ステーションの管理業務から管理者の役割、運営方
法、ガイドラインやデータの活用術、訪問看護の基礎知識まで、ひととおりの管理業務とノウハウを紹介。初めて
管理業務を任される方はもちろん、経験者でお悩みの方にも実践的なアドバイスが役立つ。

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。

解剖から主要手術の看護のポイントまで！
産科・婦人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 万代昌紀編
9784840465328

【全部わかる！婦人科の器械出し・外回り】婦人科の手術には開腹手術、腹腔鏡手術、経腟的など多様なアプ
ローチがあり、手術ごとに器械が変わるので細心の注意が必要である。本書では、器械出しと外回りにおいて、
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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  31  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2018年7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6月 商品コード 1027882465 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882466 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882467 □ □

開講！　神戸中央市民ER＋ICUスクール  
ER医＋ICU医の頭の中をのぞいてみよう

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
神戸市立医療センター中央市民病院

救命救急センター編著

9784840465038

【ここでしか学べない救急・集中治療】わが国最初の救命救急センターのひとつであり、現在まで救急領域のトッ
プランナーとして走り続ける神戸中央市民病院による“本当の基本”。よくある症状への動きかたと考えかたこそ
ER＋ICU医の腕の見せどころであり、本書はその真骨頂を惜しみなく教える学校なのである。

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。

キホンから術式・治療別のケアまで　全部にチェック
シートつき 新人ナースのための消化器外科看護ダン
ドリBOOK (消化器外科ナーシング2018年春季増刊)

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 土岐祐一郎監修
9784840463508

【基礎技術と必須ケア、段取り力が身につく】新人ナースの救世主！　基礎看護技術から術式別のケアまで、新
人さんが知っておくべき消化器外科看護のすべてが詰まった決定版。スゴ腕ナースがケアの流れに沿って実践
的なコツや注意ポイントを伝授！ケアの見落としが確認できるチェックシート付き。

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

写真・WEB動画で理解が深まる若手医師の
ための脊椎外傷の診断・保存的治療・手術

メディカ出版 電子書籍

¥33,000(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松山幸弘編
9784840465304

【初期対応、重症度判断からしっかりわかる！】「若手医師のための」のタイトルの通り、卒後10年目くらいまでの
医師を対象に、脊椎外傷の診断・治療をわかりやすく解説。脊椎外傷の初動で何を考え、どのように動くべきか、
そのためにどういった知識が必要かが示される羅針盤。頚椎、胸椎、腰椎の部位ごとに診断・治療が基本からわ
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。

-  32  -

同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2018年7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5月 商品コード 1027882468 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882469 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882470 □ □

いびき!?眠気!?睡眠時無呼吸症を疑ったら
羊土社 電子書籍

¥13,900(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮崎泰成編,秀島雅之編
9784758118347

致命的な合併症のリスクもあり、知名度も高い疾患のため、患者からの相談も増加中。しかし検査・治療は独特
で、治療法により診療科が異なります。適切な診断、治療のため診療の全体像を具体的、簡潔に解説しました。

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

臨床統計はじめの一歩　改訂版
羊土社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 能登洋著
9784758118330

エビデンスを診療やケアに活かすための超入門書！「論文を読む際はどこを見る？」「臨床研究は何から始める
べき？」などの初歩的な疑問が数式なしでスッと理解できます。EBMを実践したい医師・看護師にオススメ！

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

MMF　たろう先生式医学部6年間ベストな過
ごし方

羊土社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 志水太郎著
9784758118262

医学部6年間の学び方がガラッと変わる！「教養は必要？」「アンマッチになってしまった…」など、実際に聞き
取った医学生の悩みに志水先生が温かく答えました。医学部に入る前の「0年生」からそばに置きたい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   

 

 

 

□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 

-  33  -

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7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5月 商品コード 1027882471 □ □

出版社

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5月 商品コード 1027882472 □ □

頚椎・胸椎の手術 (整形外科手術イラストレ
イテッド)

中山書店 電子書籍

¥60,500(＋税) □

¥25,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鐙邦芳編,戸山芳昭編
9784521732565

頚椎・胸椎に対する除圧再建手術を、頭蓋頚椎移行部・上位頚椎、中下位頚椎、胸椎の３つの部位に分けて取
り上げた。環軸椎後方固定術、頚椎椎弓形成術、頚椎椎弓根スクリュー固定、胸椎前方除圧再建術などの手術
手技を、実際の手術をイメージできるように多くのカラーイラストと簡潔な文章で分かりやすく解説。第一線の術
者のスキルを習得できる1冊。※書籍版付録のDVDは、付いておりません。

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

TEES（経外耳道的内視鏡下耳科手術）手技
アトラス

中山書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 欠畑誠治編,二井一則画
9784521745862

TEES（経外耳道的内視鏡下耳科手術）は外耳道内から手術を行うkeyhole operationで、外から見える切開創が
なく、拡大視ができ死角のない低侵襲かつ安全な手術である。近年、光学機器の革新もあり、TEESは耳科手術
に革新をもたらしている。本書は、耳科医師に向けて、その導入から基礎的な手技、さらに一歩進んだテクニック
などを、ステップバイステップに簡潔な文章、写真、明示的なイラストで解説する本邦初のマニュアルである。ウェ
ブにて手術ビデオも供覧。

冊子を購入または
発注の場合は、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   

 

 

 

□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 

-  34  -

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7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4月 商品コード 1027882473 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882474 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882475 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882476 □ □

出版社

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4月 商品コード 1027882477 □ □

jmedmook56 あなたも名医！あぁ～どうす
る？この不整脈 ver.2

日本医事新報社 電子書籍

¥8,500(＋税) □

¥3,500(＋税)

jmedmook55 あなたも名医！かかりつけ医
のための「攻める」認知症ガイド

日本医事新報社 電子書籍

¥8,500(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 眞鍋雄太編著

冊子購入確認

著編者名 山下武志編著
9784784966561

ジェネラリストのための不整脈診療の教科書、待望の改訂版！初版から約8年の間に進歩した不整脈の診断・
治療についてエキスパートが解説。不整脈診療の要諦が各項目冒頭1頁にびしっとまとまっています！

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。

9784784966554

これ1冊あれば大丈夫！豊富な画像所見、具体的な症例を交えながら、診断のための検査、原因疾患ごとの特
徴や症状別の治療法、さらに認知症の予防や介護、運転免許や成年後見制度などの法律にまつわる事柄ま
で、第一線で活躍する著名な執筆陣が網羅的に解説しています。

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。

これだけ！知っておきたいこどもの感染症
10×3

日本医事新報社 電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥3,000(＋税)

点眼薬の選び方
日本医事新報社 電子書籍

¥8,500(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石岡みさき著

冊子購入確認

著編者名 笠井正志監修
9784784946464

最低限知っておきたいこどもの感染症治療について、「感染巣」「病原微生物」「抗菌薬」それぞれ10×3=30項目
にまとめました。それぞれを別個にでなく、つながりをもって学ぶことにより、こどもの感染症診療が得意科目に
なります！

9784784962402

眼科の基本中の基本、点眼薬の選び方・使い方を懇切丁寧に解説！市販薬から、調剤が必要となるような処方
薬までカバー。点眼アドヒアランスの上手な確認の仕方など、明日からの診療で真似してみたくなる具体的な診
療のコツや工夫を紹介しています。

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。

論より証拠の漢方処方
日本医事新報社 電子書籍

¥9,700(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙山真著

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。

9784784947607

世界初の「漢方薬に関する高齢者の診療ガイドライン」をまとめた東北大学漢方内科のメンバーによる、漢方処
方の入門書！研修医や学生への指導経験豊富な執筆陣が、臨床研究とエビデンスをもとに西洋医学的アプ
ローチで漢方の使い方を解説します。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 2018年7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5月 商品コード 1027882478 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882479 □ □

出版社

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6月 商品コード 1027882480 □ □

在宅医療マネジメントQ&A
日本医事新報社 電子書籍

¥15,100(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田秀樹監修,和田忠志監修
9784784947669

多職種協働時代の地域包括ケアと地域共生型社会を見据えた在宅医療を実践するためのノウハウを凝縮しま
した。全10章310項目のQ&Aで、基本事項から、現場の疑問や困りごとまで、在宅医療を取り巻くあらゆる疑問に
お答えします！

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。

お茶クリ流！下肢静脈瘤診療マニュアル
日本医事新報社 電子書籍

¥14,600(＋税) □

¥6,000(＋税)

Dr.増井の神経救急セミナー
日本医事新報社 電子書籍

¥10,300(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増井伸高著

冊子購入確認

著編者名 広川雅之著
9784784962501

初心者、検査技師必見！お茶クリ流下肢静脈瘤診療の究極マニュアル、遂に刊行！約9万件の静脈エコーを
行ってきた著者が下肢静脈エコーのテクニックを詳しく解説。プローブの持ち方から静脈奇形の診断まで、他の
追随を許さない圧倒的わかりやすさです！

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。

9784784962433

増井伸高の大人気セミナー、"公式"副読本登場！コモンディジーズの脳卒中やめまい、軽症頭部外傷等を取り
上げて、とくに初学者が苦手な箇所を丁寧に説明。自信をもって他科にコンサルトできます。グレーゾーンにも切
り込んで解説。結局現場ではどうすればいいの？に答える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。
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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。



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

● 表示価格は税抜きです。 

全11巻 

No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 経済学の現在 1 塩沢 由典 2004 9784818817081 ¥6,200 ¥9,300 1011601560 

2 経済学の現在 2 吉田 雅明 2005 9784818817319 ¥6,200 ¥9,300 1011601561 

3 黎明期の経済学 坂本 達哉 2005 9784818817609 ¥6,200 ¥9,300 1011601562 

4 経済学の古典的世界 1 鈴木 信雄 2005 9784818817654 ¥6,200 ¥9,300 1011601563 

5 経済学の古典的世界 2 大森 郁夫 2005 9784818817890 ¥6,200 ¥9,300 1011601564 

6 社会主義と経済学 太田 一広 2005 9784818817999 ¥6,200 ¥9,300 1011601565 

7 経済思想のドイツ的伝統 八木 紀一郎 2006 9784818818118 ¥6,200 ¥9,300 1011601566 

8 20世紀の経済学の諸潮流 橋本 努 2006 9784818818224 ¥6,200 ¥9,300 1011601567 

9 日本の経済思想 1 大森 郁夫 2006 9784818818521 ¥6,200 ¥9,300 1011601568 

10 日本の経済思想 2 鈴木 信雄 2006 9784818818781 ¥6,200 ¥9,300 1011601569 

11 非西欧圏の経済学 ―土着・伝統的経済思想とその変容― 八木 紀一郎 2007 9784818818897 ¥6,200 ¥9,300 1011601570 

全11巻セット特価 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥67,800 ¥101,700 1011601559 

経
済
思
想 

経済学の現在は今日の歴史的世界の裡にどのような位置にあるか 
もし経済学に可能性がのこされているならば、その「可能性の中心」とはどのよう
なものか。第一線の研究者が挑む！ 
（「経済学の現在 1 」より、他シリーズ全11冊） 

  日本経済評論社 
既刊コンテンツも好評発売中！ 

●こちらのコンテンツは新刊ハイブリッドモデル対象外となります。 



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

● 表示価格は税抜きです。 ●こちらのコンテンツは新刊ハイブリッドモデル対象外となります。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 
アクセス 
（本体） 

同時３ 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

新微生物学 （Qシリーズ） 舘田 一博 2016 9784784911936 ¥7,100 ¥10,600 1022133861 

新薬理学 フルカラー新装版 改訂第6版（Qシリーズ） 安原 一 2015 9784784911660 ¥7,100 ¥10,600 1018451153 

新病理学 新装版  第5版（Qシリーズ） 山本 雅博 2012 9784784911851 ¥7,700 ¥11,600 1011618980 

新衛生・公衆衛生学 新装版  第6版（Qシリーズ） 大井田 隆 2012 9784784911813 ¥7,100 ¥10,600 1012368960 

新発生学  改訂第4版（Qシリーズ） 白澤 信行 2012 9784784911899 ¥7,300 ¥10,900 1012910086 

新解剖学 新装版  第6版（Qシリーズ） 加藤 征 2011 9784784911738 ¥7,700 ¥11,600 1011618978 

人気の『Q』シリーズ！！ 

新組織学 フルカラー新装版  
第6版（Qシリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥7,300 

同時3アクセス（本体） ¥10,900 

冊子版ISBN 9784784911783  

著編者名 野上 晴雄 発行年 2016年 商品コード 1024801190 

系統的な組織学の知識をまとめたテキスト。組織と細胞のイメージがわくよう、フルカラーのスケッチ+模式図で
わかりやすく解説する。顕微鏡での観察の助けにもなる一冊。 

新生理学 フルカラー新装版 
第6版（Qシリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥7,100 

同時3アクセス（本体） ¥10,600 

冊子版ISBN 9784784911707  

著編者名 竹内 昭博 発行年 2015年 商品コード 1024801191 

さまざまな生理学的現象と臓器レベル・細胞レベルの仕組み(メカニズム)を、概念化したフルカラーのイラストを
用いて解説する。近年の知見を加味して本文と図版を見直すと共に、多くの用語解説を傍注として加えた改訂
第6版。 

既刊コンテンツも好評発売中！ 



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

和雑誌
バックナンバー
和雑誌
バックナンバー

学生用図書
就活・資格・留学
学生用図書
就活・資格・留学

英語
多読
英語
多読

ICT
教材
ICT
教材

● 1点からの買い切り型（初期導⼊費は不要）の電⼦書籍をご提供致します。

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

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

● IPアドレスによる認証が⾏えます。

● 全⽂検索等の便利な機能や、印刷、ダウンロードが⾏えます。

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

⾏えます。

● ディスカバリーサービスと連携が⾏えます。

● 図書館のOPACからのリンクが⾏えます。(MARCは無償提供)

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

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



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&Fビル1 2階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

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

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

             ◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

         丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184
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