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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8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 

-  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8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。

-  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8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 1028063172 □ □

出版社

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 1028063173 □ □

出版社

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 1028063174 □ □

出版社

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 1028063175 □ □

出版社

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 1028063176 □ □

戦略子育て 楽しく未来を生き抜く「３つの
力」の伸ばし方（※）

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 三谷宏治著
9784492223819

プログラミングも英語も不要！　外資系コンサルとビジネススクールで人材育成を実践してきた著者がＡＩに負け
ない子の育て方を解説。

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

野中郁次郎　ナレッジ・フォーラム講義録
（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野中郁次郎編著
9784492522233

日本最高峰の経営者養成塾では何を教え、何を学んでいるのか？　１０年分のプログラムから高評価のコンテン
ツを初公開。

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

インフォメーション・ガバナンス　企業が扱う
情報管理のすべて 顧客情報から社内情報
まで（※）

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
ベーカー＆マッケンジー法律事務所編著,

デロイトトーマツコンサルティング合同会社編著,
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社編著

9784492534007

個人情報保護法、ＧＤＰＲ（ＥＵ一般データ保護規則）、ＮＩＳＴ（米国）に対応する初の総合専門書。法的・実務的
な観点からの提案。

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

経営戦略原論（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 琴坂将広著
9784492534021

経営戦略論は科学として、実務として、何を探究し、発展と進化を遂げたのか。紀元前５００年からＡＩ時代に至る
壮大なストーリー。

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

ロジカル・シンキング練習帳 論理的な考え
方と書き方の基本を学ぶ５１問（※）

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 照屋華子著
9784492533925

超人気講師の研修がこの１冊で学べる！斜め読みで確実に伝わる論理的な書き方とセルフチェックの技術が同
時に学べる画期的な練習帳。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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8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 1028063177 □ □

出版社

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 1028063178 □ □

出版社

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 1028063179 □ □

出版社

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 1028063180 □ □

出版社

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 1028063181 □ □

就職四季報　企業研究・インターンシップ版　
２０２０年版（※）

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 東洋経済新報社編
9784492974322

売上Ｎｏ．１の業界研究本『就職四季報』がインターンシップに臨む就活生を徹底サポート。９Ｓｔｅｐでわかる、企
業研究の決定版！

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。

東洋経済ＩＮＮＯＶＡＴＩＶＥ　リースの新常識　
産業構造を激変させる最新リース事情（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492961490

個人向けリースの増大によって、消費行動や産業構造はどう変わるのか。リース業界の現在の課題と将来を大
胆に展望する一冊。

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。

会社四季報の達人が教える１０倍株・１００
倍株の探し方（※）

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 渡部清二著
9784492733479

四季報を片手に日本株を機関投資家へ売りまくった元証券マンが教える１０倍株の発見法。読み方はもちろん、
使い方が身につく。

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。

１００年企業戦略 「持たざる」から「持つ」経
営へ（※）

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 宮沢文彦著
9784492961483

企業が１００年を超える長寿企業として栄えるにはどうすれば良いのか？都心の不動産の有効活用で事業継続
力を身につける方法を紹介。

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

モビリティシフト（※）
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 木南浩司著
9784492961391

激変するモビリティビジネス市場に向け、業界に特化した最適なプロジェクトマネジメントのあり方を提案。実効性
の高い具体案を提示。

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

-  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8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028063182 □ □

出版社

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 1028063183 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063184 □ □

出版社

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 1028063185 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063186 □ □

グローバル・ヘルス・ビジネス
日本経済評論社 電子書籍

¥4,200(＋税) □

¥2,500(＋税)

アダム・スミスの影
日本経済評論社 電子書籍

¥4,300(＋税) □

¥2,600(＋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 一戸真子著
9784818824911

健康ブームが続くなか、日本では社会保障体制が揺らぎつつある。日本で、そして世界で、人びとの健康と医療
を守る新たな社会システムの構築を考える。

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

9784818824737

「経済学の父」アダム・スミスは、もっとも誤解され利用されてきた経済学者でもある。「市場原理主義」ではない
スミスの真の姿をとおして、現代経済学への含意を考える。

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

ドイツ歴史学派の研究
日本経済評論社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税)

ケインズとケンブリッジ・ケインジアン：未完
の「経済学革命」

日本経済評論社 電子書籍

¥9,100(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
L. L. パシネッティ著,渡会勝義監訳,
内藤敦之訳,黒木龍三訳,笠松学訳

冊子購入確認

著編者名 田村信一著
9784818824959

歴史学派とは何か。ロッシャー、シュモラー、ゾルバルトなど代表的研究者の膨大な業績の分析を通し、新たな
視点からその世界を解明。歴史学派研究の頂点に立つ力作。

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

9784818824812

20世紀最大の経済学者ケインズが巻き起こした「革命」は、未完に終わった。本書は、ケインズとその意思を継
いだ人々の姿を浮き彫りにし、20世紀の経済学を再考する。

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。

異端の試み
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 武田晴人著
9784818824751

日本近代史・経済史研究の最前線を切り開いてきた､先学たちが試みた通説への挑戦の意図を読み解き、研究
史の到達点を示す講義の記録｡

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。

  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8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 1028063187 □ □

出版社

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 1028063188 □ □

出版社

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 1028063189 □ □

出版社

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 1028063190 □ □

出版社

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 1028063191 □ □

出版社

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 1028063192 □ □

我が国の経済外交　2018
日本経済評論社 電子書籍

¥4,500(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 外務省経済局著
9784818824898

対米や対ＥＵ経済関係、日本企業の海外展開や資源エネルギー等の安定供給、投資や外国人観光客の誘致、
これらを支える土台ともなる国際的なルール作りへの参画など、経済外交の最新の動きをキャッチ。

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

学生時代にキャリア力を身につけよう
日本経済評論社 電子書籍

¥1,200(＋税) □

¥700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近藤仁著
9784818824904

将来のキャリア向上に向けて！　日本では、新規大学卒業者の10人中３人が３年以内に離職する。希望する企
業に就職したはずが、多くのミスマッチが発生している。社会人としての将来を見据えたキャリア設計を行うた
め、学生のうちにすべきことはなにか。

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

学歴と格差の経営史
日本経済評論社 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥7,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 若林幸男編著
9784818824881

日本の企業社会では当然とされてきた「学歴格差」はいつ、つくられたか。 明治期から戦後までの三井物産の人
事を、多くの新史料によって実証・比較分析し、新しい視座を与える。

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

韓国経済発展の始動
日本経済評論社 電子書籍

¥14,700(＋税) □

¥8,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金子文夫編著,宣在源編著
9784818824850

第２次大戦後、市場経済や対外関係の回復と資本移動や技術移転に適応し、1960年代に高成長した韓国経済
の成長要因と仕組みを、経済政策、資源調達、企業行動に注目し解明する。

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。

協同組合のコモン・センス
日本経済評論社 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中川雄一郎著
9784818824997

知っているつもりで実は分かっていない協同組合。その良識の何たるかを開陳。格差社会がますます広がりを見
せるなかで、協同組合に何ができるのか。

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。

金融システムの不安定性と金融危機
日本経済評論社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水正昭著
9784818824935

金融危機はなぜ繰り返されるのか。70年代から先のサブプライム危機まで、日米英それぞれのバブル経済の発
生と崩壊のメカニズムを分析し、金融システムの不可避的な脆弱性を明らかにする。

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。
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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8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 1028063193 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063194 □ □

出版社

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 1028063195 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063196 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063197 □ □

出版社

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 1028063198 □ □

写真で読む三くだり半
日本経済評論社 電子書籍

¥5,300(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高木侃著
9784818824744

離縁状研究５０年の著者が誘う、三くだり半のワンダーランド。収集した1300通から選り抜いた約100通の三くだ
り半が、悲喜こもごもの男女の離別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。

大塚久雄から資本主義と共同体を考える
日本経済評論社 電子書籍

¥5,000(＋税) □

¥3,000(＋税)

出会いと結婚
日本経済評論社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平井晶子編,床谷文雄編,山田昌弘編

冊子購入確認

著編者名 梅津順一編著,小野塚知二編著
9784818824836

戦後社会科学の旗手であった大塚久雄。彼の提起したさまざまな基本的論点は、現在の人間･社会･世界に対し
てどのような問いを投げ掛けているだろうか。

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。

9784818824713

未婚、晩婚、離婚、再婚、国際結婚、同性婚――。ひとはどんな出会いを経て、誰と結びつくのか。現代および歴
史的な日本の状況と、世界の事情から、結婚の意味を再考する。

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。

金融危機は避けられないのか
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 青木達彦著
9784818824867

ミンスキーの金融不安定性仮説は今回の金融危機の分析に際しても大いに機能する――本書は、このことを理
論的、実証的に確認し「危機」のメカニズムを解明する。

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。

国際通貨体制の動向
日本経済評論社 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥田宏司著
9784818824799

リーマン・ショック後のドル体制、ギリシャ危機後のユーロ体制の動向を明らかにし、人民元の国際化、アベノミク
ス下の円相場、対内外投資の諸相を探求する。

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。

資本主義的市場と恐慌の理論
日本経済評論社 電子書籍

¥7,600(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 江原慶著
9784818824980

価値論と恐慌論を体系的に再構築し、景気循環に対する理論的アプローチを確立する。マルクス経済学原理論
の最新の成果。

冊子を購入または
発注の場合は、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8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 1028063199 □ □

出版社

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 1028063200 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063201 □ □

出版社

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 1028063202 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063203 □ □

日本憲兵史 思想憲兵と野戦憲兵
日本経済評論社 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥6,500(＋税)

地域間ヤードスティック競争の経済学
日本経済評論社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西垣泰幸著

冊子購入確認

著編者名 荻野富士夫著
9784818824928

国内、そしてアジア各地で恐れられた憲兵は、いかなる組織と理論のもとで暴威をふるったのか。その実態を史
料から読み解き、憲兵の誕生から終焉、そして現代への連続性を明らかにする通史。

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。

9784818824843

地方財政の最新理論モデルを用い、地方分権下の政策競争による効率的な公共財供給、財政格差是正や、地
方税のあり方を考察。日本財政が悪化し続けるいま、既存の理論を刷新する試み。

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

留学生は近代日本で何を学んだのか
日本経済評論社 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥3,700(＋税)

複合危機
日本経済評論社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 牧野裕編,紺井博則編,上川孝夫編

冊子購入確認

著編者名 見城悌治著
9784818824973

近代日本への留学生たちは、何をどう学び・考え、その成果を未来に活かしたのか。人びとの交流と思想的連携
や葛藤を、長いスパンでとらえ今日の多文化共生に資す。

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。

9784818824829

現代資本主義のもとで繰り返されてきた金融・財政・通貨危機と実体経済の危機が複合的・重層的に現出せざ
るを得ない構造を解明する。トランプ政権はどこへゆくのか。

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。

9784818824720

今から百年前、日本経済に大きな波乱を捲き起こした巨大商社・鈴木商店。ベールに覆われた経営実態と破綻
に至る経緯について、銀行資料を手掛かりに迫る。

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。

鈴木商店の経営破綻
日本経済評論社 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田晴人著
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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8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 1028063204 □ □

出版社

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 1028063205 □ □

出版社

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 1028063206 □ □

出版社

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 1028063207 □ □

出版社

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 1028063208 □ □

女のことば　男のことば
勉誠出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税)

火葬と両墓制の仏教民俗学 サンマイの
フィールドから

勉誠出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩田重則著
9784585222125

お墓がふたつに分かれた理由―それは、西方の墓場を歩むことで紐解かれる。両墓制。遺体の埋葬地と、遺族が参拝する石塔墓地が分
かれた墓制をこう呼ぶ。その分布は近畿・中部地方に濃厚である。なぜこの地では、両墓制をとったのか？柳田国男・折口信夫らに始まる
墓制研究は、なぜそれを「固有の信仰」ととらえてしまったのか？その発生の起源と歴史的展開を実際のフィールドから探り、仏教と深く結
びついてきた両墓制の実態を明かす。＊サンマイとは…「三昧」とも。サンスクリット語から音訳された仏教用語で、心が静かに安定した状
態を示す。それが時代を経て変化し、現在では遺体埋葬地や火葬場を指すことが多い。本書では埋葬地・火葬場を指す民俗用語としてカタ
カナで「サンマイ」と表記する。

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

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中野幸一訳

冊子購入確認

著編者名 小林祥次郎著
9784585280439

おでん、お開き、おます、とちる、ひもじい、ほの字…女官が、遊女が、芸人が、たくまず生み出す隠語の世界。
古今の書物をひもとき、特定の社会や集団のなかで使われたことばを探求。日常のことばに潜む、いにしえの文
化・慣習を知る。

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。

9784585291671

紫式部とはどのような人物だったのか？栄華を誇った藤原道長の目にとまり、その娘中宮彰子の女房として仕えた宮廷生活の記録だけではなく、鋭い人物批判
と、自己の内面を告白した稀有な日記文学。紫式部と紫式部日記を理解するための充実の附録付き。『正訳 源氏物語 本文対照』に続く、平安文学研究の泰斗
による本文対照で読める現代語訳、第二弾！本書は親王誕生を中心とする宮廷行事、自己の反省や告白をもつづる深い人間性などが記された、『源氏物語』作
者による、唯一の生活記録。女流日記文学の傑作として必読の書である。【本書の特色】◎美しく正しい日本語にこだわった、読みやすい現代語訳。◎本文を忠
実に訳し、本文と訳文を対照できる本文対照形式。◎本文の敬語の語法を重視し、その語りの口調を活かして全文を「ですます調」で訳す。◎訳文に表わせない
引歌や、地名・歳事・有職・人名などの説明、あるいは和歌の技巧などの解説を上欄に簡明に示す。◎訳文には適宜段落を設け、上欄に小見出しをつけて内容
を簡明に示す。◎巻末に紫式部日記の理解を深めるための附録を掲載。

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。

儒教の本質と呪縛 社会をゆがめる根源 (勉
誠選書)

勉誠出版 電子書籍

¥2,800(＋税) □

¥1,000(＋税)

正訳　紫式部日記　本文対照
勉誠出版 電子書籍

¥6,100(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 黄文雄著
9784585234050

儒毒！なぜ日本は儒教の毒に染まらなかったのか？日・中・韓の文化的素地のちがいの根本原因となった「儒
教」の真実を暴く！

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。

9784585222149

外務省がにぎり潰した、戦争回避の道。「日本の侵略戦争であった」という謝罪が、歴史の真実を覆い隠す。共
産ソ連が南下するなか、石原らが果たした満州建国。それは、満州人の独立を守り、共産主義の防波堤を築くた
めの死闘だった。しかし、戦争を避けようとする石原の努力をつぶす外務省。自虐史観を植えつけた元凶は、外
務省だった！

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。

究極の敗戦利得者日本外務省が隠蔽する　
満州建国の真実 軍事の天才石原莞爾の野
望と挫折

勉誠出版 電子書籍

¥2,000(＋税) □

¥750(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木荘一著

□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 

勉誠出版 

-  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8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 1028063209 □ □

出版社

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 1028063210 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子書籍

¥11,900(＋税)

みすず書房 電子書籍

戦争文化と愛国心 非戦を考える

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

¥11,400(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 海老坂武著
9784622085188

戦後の厭戦と反戦の雰囲気から、少しずつ、少しずつ、何がどう変わって、いまの日本になったのか。細部に宿
る“戦争文化”とたたかうために、私たちに何ができるのか。

□

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 カロリン・エムケ著,浅井晶子訳

なぜ世界中で、他者への集団的な憎しみが高まっているのだろう。そこから自由になるためには。難民政策に揺
れるドイツでベストセラーになった、世界を読むための必読書。

憎しみに抗って 不純なものへの賛歌
みすず書房

9784622086703

□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 

-  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8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 1028063211 □ □

出版社

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 1028063212 □ □

出版社

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 1028063213 □ □

出版社

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 1028063214 □ □

出版社

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 1028063215 □ □

ミャンマー新投資法・改正会社法 最新実務
を踏まえて

有斐閣 電子書籍

¥11,600(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
西村あさひ法律事務所編著,

湯川雄介編著,原田充浩編著,伴真範編著

9784641048201

投資法制定・会社法改正により大きく変わる外資企業の投資環境。新法に基づきミャンマー投資関連の法令を
わかりやすく解説。民主化を遂げアメリカによる経済制裁も全面解除されるなど、ますます成長する可能性を秘
めるミャンマーへの投資・業務展開を考えるすべての人に必携の書。

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。

知的財産法 (LEGAL QUEST)（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
愛知靖之著,前田健著,

金子敏哉著,青木大也著

9784641179363

新しい時代を切り拓く、知的財産法テキストの決定版。個別の問題がどのような位置づけにあり、相互にどのよ
うに関連しているかを意識しながら学習できるよう配慮した。制度趣旨や基本概念を丁寧に解説しているので、
各制度・規範の背景まで十分に理解できる。

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。

ひとりで学ぶ会社法（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
久保大作著,森まどか著,

榊素寛著,松中学著

9784641137813

Stage１からStage３まで段階的にレベルアップしていく仕立ての演習書。Stage１（25問）・Stage２（18問）・Stage３
（６問）で49問を収録。基礎から応用まで、会社法事例の考え方を徹底的に学ぶ。頑張るひとの背中を強く押す
一書。

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。

保険法(上)（※）
有斐閣 電子書籍

¥9,700(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山下友信著
9784641137912

2005年刊行『保険法』を2008年制定の保険法をはじめとした法改正に対応させ、２分冊として全面改訂。保険契
約のプロセスに着目した構成で、業法にも言及し、保険法の全体像を明らかにする。民法（債権関係）改正にも
対応。上巻では総論と保険契約の成立を扱う。

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

電子書籍

民法2　物権〔第3版〕 (アルマＳ)（※） □

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。

抽象的な物権法の世界を、具体的なケースや図表、多角的なコラムなどを活用して解説する。コンパクトなサイ
ズでありながら初学者から上級者まで使えるテキスト。近時の判例・学説の動向を織り込むとともに、平成29年
民法改正に対応した最新版。

千葉恵美子著,藤原正則著,
七戸克彦著

著編者名

有斐閣

¥5,300(＋税)

¥2,400(＋税)

9784641221147

□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8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 1028063216 □ □

出版社

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 1028063217 □ □

新しい時代の生涯学習〔第3版〕 (アルマＩ)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,700(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
堀薫夫著,関口礼子著,西岡正子著,

鈴木志元著,柳田雅明著,神部純一著

9784641221062

大きく変動する社会の中で重要性を増している「生涯学習」について、学び手の視点を重視して書かれた入門テ
キスト最新版。統計データ等を刷新し、学習相談、地域の人々の相互学習等のトピックを追加。社会教育主事、
公民館主事、司書、学芸員をめざす人必読。

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

アナリストのための財務諸表分析とバリュ
エーション〔原書第5版〕（※）

有斐閣 電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ステファン・H. ・ペンマン著,荒田映子訳,

大雄智訳,勝尾裕子訳,木村晃久訳

9784641165236

財務諸表を企業価値の評価にどう役立てればよいか、その分析をどのようにして投資につなげていくかの理論
と方法を、詳細に解説。会計とファイナンスを体系的かつ実践的に架橋した、コロンビア大学ビジネススクール教
授による定評あるテキスト、2013年刊行の原書第5版が日本語に。

冊子を購入または
発注の場合は、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8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 1028063218 □ □

出版社

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 1028063219 □ □

出版社

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 1028063220 □ □

出版社

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 1028063221 □ □

出版社

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 1028063222 □ □

江戸無血開城 本当の功労者は誰か？ (歴
史文化ライブラリー 470)

吉川弘文館
□

¥1,800(＋税)

冊子購入確認

電子書籍

9784642058704

戊辰戦争で、幕臣の勝海舟が官軍総大将格の西郷隆盛と会談を行ない、江戸は戦火から救われたとされる。だ
が、最大の功労者は海舟ではなかった。会談前に駿府の敵中に乗り込んだ山岡鉄(てっ)舟(しゅう)と、将軍徳川
慶喜の絶対的な信頼をもとに、鉄舟を推薦した高橋泥(でい)舟(しゅう)。開城前後の二人の動向を当時の情勢と
ともに追い、知られざる江戸無血開城の真実に鋭く迫る。

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。

電子書籍

¥1,700(＋税)

踏絵を踏んだキリシタン (歴史文化ライブラ
リー 469)

冊子を購入または
発注の場合は、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

キリスト教信者摘発のために始まった絵踏は、なぜ形骸化し年中行事となったのか。絵踏が行なわれていた長
崎をはじめ九州諸藩が抱える事情や作法・形態・手順、踏絵素材の変更などを明らかにし、キリシタン捜索手段
から信者でないことを証明する手段への変容過程を探る。悲劇的文脈で語られてきた従来の絵踏観に一石を投
じ、潜伏キリシタンの姿に迫る。

吉川弘文館

¥6,000(＋税)

岩下哲典著

電子書籍

□

9784642058698

冊子を購入または
発注の場合は、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。

中世荘園村落の環境歴史学 東大寺領美濃
国大井荘の研究

吉川弘文館 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋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。

「独眼竜」政宗の時に奥羽の大半を従え、半ば独立王国を築いた伊達氏。鎌倉時代から南北朝・戦国を勝ち抜
き、天下人とわたりあい大藩を維持。伊達騒動を経て戊辰戦争で敗れるまで、東北史に欠かせない一族の盛衰
史。

冊子購入確認

著編者名 安高啓明著

電子書籍

□

冊子購入確認

¥2,200(＋税)

著編者名

著編者名 大橋泰夫著
9784642046497

日本の古代国家は、国郡制によって在地社会の中央集権支配を図った。地域支配の舞台装置として機能した地
方官衙は、いつ頃、どのような意図を持ち、いかに形成されたのか。発掘調査が進む各地の官衙遺跡から、造
営過程や建物構造を考古学的に分析。国府・郡衙・駅路などが一体となり整備されてきた可能性に言及し、律令
国家の地方統治の実態に迫る。

著編者名

¥5,700(＋税)

古代国府の成立と国郡制
吉川弘文館

高橋富雄著
9784642067645

¥27,500(＋税)

¥9,500(＋税)

陸奥伊達一族 (読みなおす日本史)

著編者名 海老澤衷編
9784642029476

岐阜県大垣市に位置する美濃国大井荘は、往時の姿を克明に描ける荘園である。荘域と耕地・水利の景観を復
原し、東大寺領としての開発、住民の編成や土地所有、荘園を経営する寺院と荘内の組織など中世荘園の実態
を解明。自然災害と戦禍を乗り越え、輪中城下町の形成に向かう驚異的な持続性を、現地調査と地理情報シス
テム（GIS）により分析する。

吉川弘文館

¥7,300(＋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8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 1028063223 □ □

現代日本の葬送と墓制 イエ亡き時代の死
者のゆくえ

吉川弘文館 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木岩弓編,森謙二編
9784642082020

死者をとりまく状況を考えることは、生きているわたしたちの時代を問う営みである。葬儀・埋葬・造墓などは遺さ
れた者たちの役割だが、社会変動の波を受けて大きくゆらいでいる。イエと個人の関係、墓標や墓制の連続性、
祖先祭祀のあり方、行政の取り組み、慰霊の方法、死生観の変容など、多様な側面から二十一世紀の死者のゆ
くえを展望する。

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

-  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。



人文社会編 2018年8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 1028063224 □ □

出版社

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 1028063225 □ □

出版社

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 1028063226 □ □

出版社

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 1028063227 □ □

現代中国の政治制度
慶應義塾大学出版会

朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道
慶應義塾大学出版会

著編者名 加茂具樹編著,林載桓編著
9784766425055

▼中国共産党支配を支える制度はどのように形成され、持続、変化してきたのか？現代の中国政治を構成する
具体的な制度の変化に焦点を当て、歴史的要因を重視しながらそれらを読み解くことで、現代中国政治の現状
を理解し、将来を展望する一冊。

著編者名 朴敬珉著
9784766425208

1945年の敗戦後、朝鮮半島から引揚げを余儀なくされた日本人。彼らの私有財産の没収に対する認識／対応
と、日韓国交正常化交渉に臨む日本政府の行動は、相互に関連性を持ちながら調和してゆく。その結果が日韓
請求権問題に盛り込まれ、双方の国民感情が衝突する過程を描出する。日韓歴史認識問題にも示唆を与える
必読の書！

アジア都市の成長戦略
慶應義塾大学出版会

著編者名 後藤康浩著
9784766425246

いまや世界の大都市圏トップ10のうち8つまでをアジアの大都市が占めるようになった。本書は都市発展の基本
である「農村から都市への人口流入」「段階的工業化」「経済特区(SEZ)効果」に加え、後発国の不利を逆に後発
者利得に転化するフロッグリープ成長の現実や、ITスタートアップ企業がグローバル企業に飛躍する深圳の都市
エコシステムなどを考察する。“都市地経学（ジオ・アーバノミクス）”の視点からアジアを捉え、アジアのこれから
を読むユニークな都市経済論。

電子書籍

¥12,400(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

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

電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥5,000(＋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

¥7,700(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

歴史は実験できるのか――自然実験が解き
明かす人類史

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジャレド・ダイアモンド編著,

ジェイムズ・A・ロビンソン編著,小坂恵理訳

9784766425192

歴史学や経済学は実験を行うことができなかったが、近年、計量・統計分析が洗練され、ラボ実験やフィールド
実験が盛んに行われるようになってきた。さらにまったくコントロールされない現実の対象を分析するための自然
実験も行われるようになってきた。　本書は、歴史学、考古学、経済学、経済史、地理学、政治学など幅広い専門
家たちが、それぞれのテーマでの比較史、自然実験で分析した論文を集めたものである。

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。

□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 

-  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。



人文社会編 2018年8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 1028063228 □ □

出版社

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 1028063229 □ □

出版社

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 1028063230 □ □

出版社

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 1028063231 □ □

教師の責任と教職倫理 経年調査にみる教
員文化の変容

勁草書房 電子書籍

¥17,400(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
久冨善之編著,長谷川裕編著,

福島裕敏編著

9784326251278

東日本大震災での被災をめぐる経験、「いじめ」問題等を通して、学校で「子どもの命と安全」を守る教師の責任
が改めて問われている。子ども・親の持つ教師への期待を、今日の教師たちはどのように認知し、それに対する
責任意識を持っているのか。その実態について質問紙調査を通じて分析しつつ、教員文化の再構成の可能性を
追究する。

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。

飢えと豊かさと道徳
勁草書房 電子書籍

¥6,200(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ピーター・シンガー著,児玉聡監訳
9784326154548

欧米の若者を中心に、世界的に注目を集めている「効果的な利他主義」運動。シンガーがその着想を初めて示
し、長く影響力を持ってきた1972年の最重要論文に加え、裕福な人々へ寄付の実践を呼びかけた論文２本を収
録。序はビル・ゲイツと妻メリンダ・ゲイツによる。哲学の実践者としてのシンガーの一貫した姿勢を示す貴重な
論文集。

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。

躍動する新規開業企業 パネルデータでみ
る時系列変化

勁草書房 電子書籍

¥10,800(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本政策金融公庫総合研究所編,

深沼光著,藤田一郎著

9784326504466

日本政策金融公庫総合研究所が2001年から2015年まで3回にわたり実施した、「新規開業パネル調査」を通じて
明らかになった企業の新規開業についての新たな研究成果。存続廃業状況、従業者数、業績、経営者の収入、
労働時間、満足度、生産性、資金調達、休業、等々に迫るとともに、東日本大震災後の起業を追う。

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。

歴史学者と読む高校世界史 教科書記述の
舞台裏

勁草書房 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川修一編著,小澤実編著
9784326248483

歴史学者、元教科書調査官、高校教員たちが高校世界史教科書の記述を吟味し、製作の舞台裏を明かす。（1）
記述内容と執筆者に関する分析、（2）検定を行う文部科学省、教科書会社、高校教員、受験産業など、教科書と
いうモノ、商品が作られるプロセスや制度、関係者に関する分析、この2方面のアプローチから浮かび上がる実
態。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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8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 1028063232 □ □

実戦データマイニング　-AIによる株と為替
の予測-

オーム社 電子書籍

¥7,200(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 月本洋著,松本一教著
9784274222375

AIを「株と為替」に応用！／本書は、社会に浸透しつつあるAIを「株と為替」に応用する手法について、実戦的
に解説した書籍です。情報処理関係の知識がない金融関係者でも理解できるように、1章でデータマイニングの
基礎知識、2章で基本的なデータ解析手法を紹介した後、株と為替の売買シミュレーションに入るように構成し
ています。また、本書ではニューラルネットワーク、ディープラーニングによるシミュレーションを取り入れており、
情報処理関係者・金融関係者双方にとってまさに知りたい内容となっています。

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 

-  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8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 

-  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8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028063237 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028063236 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028063235 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028063234 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063233 □ □

グラフ理論とフレームワークの幾何（数学の
かんどころ 34）

共立出版 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 前原濶著,桑田孝泰著
9784320110755

本書は、グラフ理論とその応用例として、平面上のフレームワークに関する話題を取りあげた入門書である。前
半では、木・全域木、オイラーグラフ・ハミルトングラフ、辺彩色・頂点彩色といった、グラフ理論の重要テーマを
扱う。特に彩色のところでは、有名な「四色問題」についても詳しく触れている。後半では平面フレームワークの
入門的な内容を扱う。

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

情報理論のための数理論理学（数学のかん
どころ 31）

共立出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

¥1,900(＋税)

D加群（共立講座 数学の輝き　11）
共立出版 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
竹内潔著,新井仁之編,小林俊行編,

斎藤毅編,吉田朋広編

9784320112056

本書では、D-加群の理論全体をなるべく少ない労力で理解できるよう、わかりやすく解説した。前半のパートで
は、読者の親しみやすさなども考慮し、複素多様体上の解析的D-加群を扱う。後半部では、D-加群の幾何学
への応用を、具体例を通して学んでいく。また、これまでD-加群の理論を学ぶ上で大きな障害であった、層とそ
の導来圏に関するわかりやすい付録をつけた。

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。

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 後藤四郎著

冊子購入確認

著編者名 板井昌典著
9784320110724

高等学校や大学の初学年で数理論理学を学習するが、多くの場合、命題論理・述語論理の初等的な学習まで
に留められてしまい、この分野にどういった応用例があるかを学べる機会は限られている。ただ、命題論理・述
語論理の応用などを学びたい・知りたいと思った場合でも、現状では、数学基礎論寄りの非常に高度な専門書
に取り掛かるほかない。本書では、そのような「初等的な数理論理学の『その少し先』を学びたい」という意欲あ
る読者が、高度な専門書に取りかかれるまでの足掛かりとなる基礎知識を提供する。

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。

9784320110731

本書は、主に学部3・4年次で可換環論の基本を学ぶための入門書を意識している。無闇に高級な議論は避け、常に到達
目標を明確にしながら要点を絞って述べた。高校までに学ぶであろう内容にも証明を付けるなど、可換環論を発展的に学
ぶために丁寧な解説を加えている。前半はイデアル論の視点からの勘どころを述べ、発展部分として加群論を解説する。
間にhomology代数の基本を挟み、後半は正則局所環の局所化に関するJ.-P. Serreの定理を目標に、可換環論の勘どころ
を纏めている。初めて可換環論を学ぶ方にも最良の入門書である。

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。

複素数と複素数平面―幾何への応用―（数
学のかんどころ 33）

共立出版 電子書籍

¥5,700(＋税) □

¥1,700(＋税)

可換環論の勘どころ（数学のかんどころ 32）
共立出版 電子書籍

¥6,300(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 桑田孝泰著,前原濶著
9784320110748

本書の1章では複素数を導入し、2章では複素数平面の基本事項を確認する。3章では、メネラウス、シムソン、
トレミー、パスカルの定理など、初等幾何の定理を複素数を用いて証明する。4章では、空間図形の平面への正
射影に関するガウスの定理を紹介する（類書ではあまり見かけない内容であり、複素数に慣れ親しんでいる読
者も新しい発見ができるだろう）。5章では複素関数を導入し、代数学の基本定理や不動点定理などを導く。

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。

□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 

-  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8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年6月 商品コード 1028063238 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063239 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063240 □ □

冊子購入確認

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥村学監修
9784339027600

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

本書では、文脈理解に関する自然言語処理の主要な問題である「述語項構造解析」、「共参照・照応解析」、
「談話構造解析」について、どのように問題が具体化され、その問題に対してどのような手法が提案されている
かを概観する。

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。

材料力学 (機械系コアテキストシリーズ A-
1)（※）

コロナ社 電子書籍

¥12,900(＋税) □

¥3,900(＋税)

文脈解析 述語項構造・照応・談話構造の解
析 (自然言語処理シリーズ 10)

コロナ社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

技術者のための新サービス企画の提案法 
プロジェクトの企画ノウハウをシステム開発
の成功・失敗例から学ぶ

コロナ社

ICT関連企業の若手技術者が、新サービスを提案するためのノウハウを学べる。そのために必要となる新しい
ネットワーク・ユビキタスサービスを取り上げ、安全性・信頼性に配慮したサービスやシステムの実現に必要な
基礎技術も解説。

著編者名 渋谷陽二他著
9784339045314

材料力学を学ぶことで、構造物設計に必要な変形と強度の概念や評価法を修得できるだけでなく、固体力学や
材料科学の先端的諸問題への糸口を見出すことができる。本書ではこの両者を取り上げ、技術者として必要な
考え方と感性を養う。

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。

冊子購入確認

著編者名 宮保憲治他著

電子書籍

¥7,300(＋税) □

¥2,200(＋税)

9784339078008

  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 

-  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8月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2016年11月 商品コード 1028063241 □ □

専門基礎ライブラリー　電気回路　改訂版
実教出版 電子書籍

¥6,900(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
金原粲監修,加藤政一著,和田成夫著,

佐野雅敏著,田井野徹著,鷹野致和著,高田進著

9784407340372

大学・高専の工学部電気・電子学科向けの専門基礎テキスト。電気・電子系以外の学生やすべての技術者にも読めるよう、やさしく丁寧に
解説した。なるべく高校レベルの数学で理解できるよう書いており、数学的表現に気後れすることなく、学習を進めることができる。４単位
の講義に対応するページ分量と、１つの節を１コマの授業量に合わせた構成。各章とも単純な例をあげて解説し、実務で回路解析を行うと
きに困らないレベルの内容を押さえた。例題・演習問題を多数掲載。具体的な計算演習を通して理論の理解を補えるようにした。改訂版で
の改訂点・より丁寧な記述・解説に留意し、例題・問題も見直した。学習者が興味・関心が持てるよう、囲み「Tea Break」を設け、歴史・背
景・学習した理論の応用などを紹介した。

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 

-  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8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 1027840561 □ □

出版社

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 1028063242 □ □

出版社

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 1028063243 □ □

出版社

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 1028063244 □ □

出版社

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 1027988229 □ □

環境経済・政策学事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 環境経済・政策学会編
9784621302927

環境問題は経済発展と隣り合わせに起こることから、経済学からの環境問題へのアプローチに加え、様々な経
済活動や社会情勢を捉えコントロールすることを目的とする政策学の研究、さらには関連する諸科学を総動員
した学際的研究が求められている。本事典は、環境と経済・政策の関わりについて、様々な基本項目／重要項
目を取り上げ、環境問題の解決のための視座を提供する中項目事典。

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。

生命科学・医療系のための情報リテラシー　
第３版－情報検索からレポート、研究発表ま
で（※）

丸善出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯島史朗著,石川さと子著
9784621302934

生命科学・医療系の大学・大学院で必要な情報をまとめた書籍。Word、Excel、PowerPointなどの主要ソフトの
使い方から、ChemBioDraw、Accelrys Drawでの化学構造式の描画、情報検索とその信憑性の判断、情報倫理
と情報セキュリティ、実験データの整理、論文の作成、学会発表の準備まで、「調べて、まとめて、発表する」た
めに必要なスキルを身につけることができる。同書名第2版を、Window 10対応でバージョンアップした改訂版。

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。

青木周蔵　―渡独前の修学歴
丸善出版 電子書籍

¥14,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森川潤著
9784621303030

青木周蔵は、明治期の外交史・政治史の分野における重要人物である。本書は医者の後継者として生まれた
周蔵が、寺子屋時代の読み書き、漢学、蘭学と修学を深め、青少年期にどのような学習をして自己形成をして
きたか、その学習の過程を追う。青木周蔵研究の中での未開拓部分や空隙を補うために不可欠な研究資料。

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

47都道府県・国宝/重要文化財百科
丸善出版 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森本和男著
9784621302958

国宝とは、元来、数多くある文化財の中から政府が輸出を禁止したもので、近代の文化財保護制度の確立に
よって出現した。実際に現地へ行って実物を見て、過去の歴史、社会、宗教、思想、美意識などに思いを馳せ、
見識を磨くことができる。知りたい文化財が調べやすい都道府県別の編集。国宝名と重要文化財名の区別が
一目でわかる凡例付き。利便性の高い「美術品名索引」「建造物名索引」も収録。

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

ゆらぎと相転移（※）
丸善出版 電子書籍

¥8,000(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮下精二著
9784621302965

物理学やその周辺の科学において普遍的で重要な概念「相転移」を、「ゆらぎ」に注目しながら平易に解説しま
す。おもに磁性体を例にとり、ゆらぎと相転移の初等的なところから、コスタリッツ-サウレス相転移や量子相転
移などの話題まで、相転移のいろいろな側面を紹介します。相転移とは何なのか、どのようにおもしろい現象が
現れるのか。相転移のしくみや多様性を多面的にみつめることで追究します。

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 

-  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8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8月 商品コード 1028063245 □ □

通信ネットワーク概論
森北出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 左貝潤一著
9784627776111

情報通信ネットワークの仕組みをわかりやすくコンパクトにまとめたテキストです。光ファイバ通信網の普及に伴
う近年のネットワークの進展状況を反映して、ディジタル通信技術を中心に説明します。とくに、TCP/IPに基づく
通信ネットワーク技術に重点を置き、いまや欠かせない存在となったインターネットとの相互関係がよくわかるよ
うに記述されています。

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

□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8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 1028063246 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年8月 商品コード 1028063247 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1028063248 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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。

コーパスと自然言語処理 (講座　日本語
コーパス8)

朝倉書店

¥11,300(＋税)

¥3,400(＋税)

著編者名
前川喜久雄監修,松本裕治編,

奥村学編

9784254516081

自然言語処理の手法・技術がコーパスの構築と運用に果たす役割を各方面から解説。〔内容〕コーパスアノ
テーション／形態素解析・品詞タグ付与・固有表現解析／統語解析／意味解析／語彙概念と述語項構造／照
応解析・文章構造解析／他

持続可能な開発目標と国際貢献
朝倉書店

¥9,300(＋税)

¥2,800(＋税)

著編者名 東洋大学国際共生社会研究センター編
9784254180534

国連が採択した「持続可能な開発目標（SDGs）」をふまえた国際開発のあり方を実例とともに解説。〔内容〕経済
開発／ソーシャルビジネス／都市開発／環境への貢献／防災／女性のエンパワーメント／観光開発／アフリ
カの開発／農業と技術／他

茶の事典
朝倉書店

¥33,000(＋税)

¥10,000(＋税)

著編者名
大森正司編,阿南豊正編,伊勢村護編,

加藤みゆき編,滝口明子編,中村羊一郎編

9784254431209

中国では4000年、日本では800年といわれる茶の歴史。茶は米とともに日本人の身体・健康を育み、かつ茶の
文化も創造し、生活に必需の飲料となった。茶の歴史から、世界的な流通・消費、文化、茶の生産技術、科学と
医学・健康、茶の審査・評価・おいしい淹れ方、茶の料理への利用や生活への応用まで幅広くとりあげる。読者
はお茶の製造から流通にかかわる実務者から、インストラクター、農学・家政学の学生・研究者、茶に興味のあ
る一般読者まで。

□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8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 1027910675 □ □

出版社

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 1028063249 □ □

出版社

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 1027875532 □ □

出版社

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 1027875531 □ □

出版社

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 1027880039 □ □

スッキリわかるC言語入門
インプレス 電子書籍

¥9,000(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中山清喬著
9784295003687

「スッキリわかるシリーズ」にC言語の入門書が登場！ 姉妹書の『Java入門』と同じく、「なぜ？」「どうして？」にしっかりと答
えながら解説を進めていく構成により、「ポインタ」や「文字列操作」など、Cの学習でつまづきやすい部分もスッキリ、楽しく、
グングン身に付きます。C言語やその背景にあるコンピュータの原理について、仕組みやコツも含め、入門者の方が一歩ず
つ着実に学べる一冊です。定番付録「エラー解決・虎の巻」も収録。学習用の開発環境は、複数のOSに対応し手軽に準備
できる仮想化による学習環境を用意しています。

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。

徹底理解ブロックチェーン ゼロから着実に
わかる次世代技術の原則

インプレス 電子書籍

¥9,600(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Daniel Drescher著,

株式会社クイープ訳

9784295003922

ブロックチェーンの仕組みがイメージできる！どのようなデータの固まりがどのようにつながっているか。その機能や仕組み
はどうなっているのか。分散システム、P2P、所有権、二重支払い、ハッシュ、非対称暗号鍵…ブロックチェーンの重要ポイン
トを1つ1つ説き明かす！「非対称暗号鍵は郵便箱」「データ格納は蔵書管理」──例えを用いて技術の仕組みをイメージし
やすくしています。取り上げるテーマは、ブロックチェーンの目的、可能性、必要性、各機能、限界/克服など。本書はブロッ
クチェーンの基礎的な概念をしっかりと理解したい人に格好の一冊です。

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。

スラスラ読める Pythonふりがなプログラミン
グ

インプレス 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥1,850(＋税) 冊子購入確認

著編者名
リブロワークス著,

株式会社ビープラウド監修

9784295003861

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふりがなをふる）」という手法で究極のやさしさを目指した、まったく新しい
Pyhton（パイソン）の入門書です。本書内に登場するプログラムの読み方をすべて載せ、さらに、漢文訓読の手
法を取り入れ、読み下し文を用意。プログラムの1行1行が何を意味していて、どう動くのかがしっかり理解でき
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。

スラスラ読める JavaScriptふりがなプログラ
ミング

インプレス 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥1,850(＋税) 冊子購入確認

著編者名 リブロワークス著,及川卓也監修
9784295003854

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふりがなをふる）」という手法で究極のやさしさを目指した、まったく新しい
JavaScript（ジャバスクリプト）の入門書です。この新しいアプローチで「プログラムが読めないから、自分がいま
何をしているのかわからない」といったプログラミング入門者が途中で挫折してしまう原因を解決しました。

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。

やさしく学ぶ データ分析に必要な統計の教
科書（できるビジネス）

インプレス 電子書籍

¥4,800(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羽山博著
9784295003656

ストーリー＋図解で、統計がよく分かる！売上予測やアンケート結果など、仕事で扱うデータ分析には“統計の
知識”が必須です！ 本書はストーリーや図解を絡めながら、知識と実践方法をやさしく解説。意外と知らない
「平均値」や「グラフ化」の落とし穴、「相関関係」「重回帰分析」「検定」を使いこなすためのコツなど、実務でつま
づきやすいポイントまでしっかりフォローした一冊です。

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。

□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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理工学編 2018年8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 1027914437 □ □

出版社

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 1027853021 □ □

出版社

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 1027853022 □ □

出版社

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 1027776286 □ □

出版社

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 1028063250 □ □

出版社

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 1028063251 □ □

徹底攻略 情報セキュリティマネジメント過去
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 五十嵐聡著
9784295003809

本書は、情報処理試験指導歴27年のベテラン講師である著者が、その経験を生かして午前問題、午後問題の
解法を、全問ていねに解説をしたSG問題集です。過去問題5回（紙面）と模擬問題3回（ダウンロード提供）あわ
せて【8回分】の学習ができます。巻末には「情報セキュリティマネジメント重要用語集」もご用意。

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

動画配信ビジネス調査報告書2018 ［リニア
配信・広告・オリジナルコンテンツ等、差別化
を図る事業者の戦略を追う］

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 森田秀一著
9784295003939

多様化する動画配信ビジネス市場の動向を徹底分析。動画配信市場はオンデマンド配信が主であったが、オ
ンデマンド配信・リニア配信・ライブ、有料・広告モデルが入り乱れて競争が激化し、更にはLIVE動画での投げ
銭市場も立ち上がってきている。本書は動画配信ビジネスに関して最新概況や業界構造などを徹底分析する
ほか、注目すべきサービスの概要と戦略をそれぞれ解説する。また、実際に動画配信を利用しているユーザー
の利用動向を詳細に調査し、今後を展望する。

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

Elasticsearch実践ガイド
インプレス 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 惣道哲也著
9784295003915

本書は、Elasticsearch 6をベースに、分散型全文検索システムによるデータ分析基盤の構築、Elasticsearchの
インデックスの作成やクエリの基本的な使い方、Analyzer/Aggregationによる高度な分析やElastic Stackによる
ログ収集・解析・可視化など、全文検索の基礎から具体的なデータ分析の手法まで、豊富な事例と応用的な使
い方をまとめた実践ガイドです。

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。

かんたん合格 ITパスポート過去問題集 平
成30年度 秋期

インプレス 電子書籍

¥3,900(＋税) □

¥1,180(＋税) 冊子購入確認

著編者名 間久保恭子著
9784295003793

本書は iパス(ITパスポート試験)合格を目指す人向けの、効率よく、かつ確実に実力が身につく、充実解説付き
過去問題集です。まずは本書の前半部分、分野別の頻出問題「よく出る問題」で出題範囲を集中的に特訓！さ
らに、後半＋ダウンロード特典の過去問題（公開問題）5回分を解けば、確かな合格力が身につきます。

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

はじめての論理回路
近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯田全広著
9784764905719

電子・情報系では必須といわれる論理回路をわかりやすく解説。1章には高校からの橋渡し的な内容を入れ、
つまずかないように工夫。また、「論理」がどのように論理回路につながるかも解説する。後半では、現場で使わ
れているHDLも解説し、初歩的な論理回路が組めるようにする。章末に演習問題を多数用意し、また、側注を設
けて、確認する内容やアドバンスな事柄を解説する。

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。

シミュレーションで探る災害と人間
近代科学社 電子書籍

¥8,600(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井田喜明著
9784764905634

我が国は、さまざまな自然災害にみまわれている。さらには、それらがもたらす社会的災害、人的災害に苛まれ
ている。そのような中、本書は災害を解析する手段として比較的最近進歩してきたコンピュータシミュレーション
により、災害と人間の関係を広く解説する。 　シミュレーション手法の基礎的な理解を進めるために読者自ら取
り組めるよう、簡単な例題を適宜組み入れており、計算方法の詳細を付録にまとめている。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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理工学編 2018年8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 1028063252 □ □

出版社

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 1028063253 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。

プロジェクトの概念 第2版：プロジェクトマネ
ジメントの知恵に学ぶ

近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本プロジェクトマネジメント協会編,

神沼靖子監修

9784764905726

現実のプロジェクトに関わったことのない初心者が、プロジェクトに関する基礎的な知識を理解することを目指し
ている。文系・理系を問わず、すべての学生に理解してほしい基礎的な概念について述べた入門書。章末には
演習課題を用意し、解答またはヒントも配した。改訂にあたり、旧版の14，15章を1つにまとめて14章とし、15章
に実践事例を配置してより具体的に理解できるよう工夫した。

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

実践UXデザイン：現場感覚を磨く知識と知
恵

近代科学社 電子書籍

¥8,300(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松原幸行著
9784764905696

UXデザインとは、ユーザーの経験をより良くするための仕組み・仕掛けを企画・設計することである。本書は、
著者の長年にわたる実務経験を基にUXデザインにおける実践的手法を解説する。メソッドとして一般化しにくい
現場の知識や現場感覚を大事にしながら、実践上必要となる知識や知恵をまとめている。UXデザインをどのよ
うに実務に使うか悩んでい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。
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理工学編 2018年8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 1027882437 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。2018年1月電子版新リ
リース。

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。

-  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。



理工学編 2018年8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 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 □ □

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。

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。

-  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8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 1028063254 □ □

出版社

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 1028063255 □ □

出版社

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 1028063256 □ □

メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統
計手法

羊土社 電子書籍

¥10,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山田実編,浅井剛編集協力,

土井剛彦編集協力

9784758102285

誰もが悩む「統計手法の選択」を解決！76の研究事例を「目的×データの種類」でマトリックス図に整理。適した
手法がたちまち見つかる！その手法を使う理由の他、解析結果の記載例も紹介、学会発表にも役立ちます。

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。

病態で考える薬学的フィジカルアセスメント
羊土社 電子書籍

¥12,600(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木孝著
9784758109406

発疹、出血傾向、リンパ節腫脹、チアノーゼ…など、日常臨床でよく遭遇する41症候を網羅！主訴や症状から病
態や疾患を予測し、適切なフィジカルアセスメントができる！薬局・病院・在宅などすべての薬剤師におすすめ！

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

小児科医宮本先生、ちょっと教えてくださ
い！

羊土社 電子書籍

¥11,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮本雄策編著,

大橋博樹編集協力

9784758118316

小児外来の極意を伝授！熱性けいれん、喘息、発達障害、母乳育児、不登校など小児科医×家庭医の熱い
ディスカッションをもとに本音で解説！保護者への説明にも自信がつき信頼度もアップ！診療の合間に気軽に読
めます。

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

□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 

-  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8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 1028063257 □ □

出版社

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 1028063258 □ □

出版社

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 1028063259 □ □

内分泌腫瘍　甲状腺，副腎 (癌診療指針の
ための病理診断プラクティス)

中山書店 電子書籍

¥50,900(＋税) □

¥21,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長沼廣編,笹野公伸編,青笹克之編,
9784521742717

実際的かつ標準的な病理学の知識を簡潔な文章と豊富な病理写真、診断フローチャートで解説する『病理診断
プラクティス』シリーズ。「内分泌腫瘍」の巻では、甲状腺と副腎の二つの臓器を中心に、現在の病理診断のスタ
ンダードを示す。最新のWHO分類に基づき、多様な内分泌疾患の病理に迫る。甲状腺検査の機会が増える超音
波技師にもお勧め。

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

プライマリケアに活かす 臨床耳鼻咽喉科学
中山書店 電子書籍

¥38,800(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 白幡雄一著
9784521745992

耳鼻咽喉科学は、人間の生存に欠かせない呼吸と食物摂取の門戸および人間が人間らしく生きるために重要
な感覚器を扱う学問である。人が文化的で健康な生活を維持する上で耳鼻咽喉科学は重要性を増している。複
数疾患を抱える高齢者が増えた今、境界領域の疾患への対応も求められる。知識と技術をブラッシュアップし、
周辺領域の理解を深めるべくまとめられた、時代のニーズに応える臨床耳鼻咽喉科学の決定版。

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。

メンタルクリニックのこれからを考える (外来
精神科診療シリーズ)

中山書店 電子書籍

¥19,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原田誠一編
9784521740096

いまや転換期を迎えつつあるメンタルクリニックのこれまでの歴史を振り返り、次に大都市と地方都市での現状
と課題を知る。それらを全国の地域ごとに掘り下げ、さらに各界の識者や当事者からの所感や考察も織り交ぜな
がら、これからのメンタルクリニックのあり方や役割を考える。特別付録として「開業までに必要な手続き」、「お薦
め文献集」、シリーズ全体の「執筆者索引」を付した最終巻。

冊子を購入または
発注の場合は、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8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 1028063260 □ □

出版社

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 1028063261 □ □

マンモグラフィによる乳がん検診の手引き―
精度管理マニュアル＜第6版増補＞

日本医事新報社 電子書籍

¥10,900(＋税) □

¥4,500(＋税)

NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）の利用教材改訂版！マンモグラフィの平均乳腺線量
数値、乳房の構成の所見用語、「読影に関する基本講習プログラム案、「検診実施体制を自己点検・評価するた
めのチェックリスト」などを変更しました。乳がん検診に関わるスタッフ必携です。

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。

冊子購入確認

著編者名 大内憲明編著
9784784942152

診療所で診る市中肺炎
日本医事新報社 電子書籍

¥9,300(＋税) □

¥3,800(＋税)

9784784947720

冊子購入確認

著編者名 藤田次郎著

診療所で出会う肺炎に絞って解説。これだけ押さえておけば安心です！肺炎の起炎菌ごとに症例や病態生理、
鑑別、臨床像や治療薬を簡潔にまとめ、X線やCTの読影、病変部位・肺容積の変化から起炎菌を推定するプロ
セスを示しています。病原体のお気に入りの（感染しやすい）細胞は？といった鑑別のヒントが満載。「自分の肺
炎診療はこれであっているの？」とちょっと不安になったときにサッと調べられる一冊です。

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   

 

 

 

□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8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 1028063262 □ □

出版社

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 1028063263 □ □

出版社

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 1028063264 □ □

出版社

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 1028063265 □ □

出版社

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 1028063266 □ □

ねころんで読める新しいリハビリ  内部障害
リハビリテーションの驚くべき効果

メディカ出版 電子書籍

¥11,300(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上月正博著
9784840465403

【目からウロコの新リハビリ指南書】「入院したら絶対安静」はもう古い！心不全やCOPD、腎不全などの内部障
害患者が増える現代において、それらの患者の生活機能・運動機能を改善し、QOLを高める“内部障害リハビリ
テーション”のエッセンスを、第一人者の著者が余すことなく伝える。

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

透析ケア BASIC  透析室に配属されたらこ
の1冊！ (透析ケア 2018年夏季増刊)

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 松岡由美子編
9784840463362

【透析ナースに必要な知識と技術がわかる！】基本的な透析操作や腎不全の病態生理だけでなく、トラブル対処
や合併症、患者指導についても詳しく解説！ 透析患者の長い療養生活を支援するために欠かせない保存版で
あり、後輩指導に迷ったときにも活用できる。学習度を確認できる便利な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。

循環器看護の“ワザ＆コツ”ＢＯＯＫ  目標達
成チェックシートで確認→スキルアップしよ
う！ (ハートナーシング 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 山田佐登美監修
9784840462815

【疾患、治療、必須の手技・ケアがまるわかり】循環器医療は、心臓の解剖、循環のしくみ、心電図、突然の急
変、たくさんの薬剤…など、難しいと思われがち。循環器看護の必須知識・手技・技術をイラスト・写真・図を用い
てビジュアル的に解説！ 『目標達成チェックシート』で、自分のスキルを確認しながら楽しく学べる。

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。

認知症患者さんの病態別食支援  安全に最
期まで食べるための道標

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 野原幹司著
9784840465496

【認知症別の食支援で介助ストレスも減少】認知症をひとくくりにせず、4大認知症（アルツハイマー型、レビー小
体型、血管性、前頭側頭型）の違いを理解することは本書で可能である。その特徴・ポイントがわかると、無理の
ない＝認知症患者さんにとっても安全で美味しく、介護者にとっても楽でストレスがない食支援ができる。

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。

はせじゅん先生のおもしろセレクション　助
産師が今さら聞けない臨床のギモン (ペリネ
イタルケア 2018年夏季増刊)

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 長谷川潤一編著
9784840462266

【妊娠・分娩・産後のハテナを図解で学べる！】人気上昇中のはせじゅん先生が企画！ 助産師が分娩介助時や
病棟・外来で日頃感じているギモンを45個取り上げ、それぞれに基礎知識とAnswerを付けて分かりやすく図解し
た。妊産婦・後輩助産師への声掛け例も盛り込み、助産師の日々の臨床で役立つ、楽しい一冊！

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

□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8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 1028063267 □ □

産婦人科手術スーパーレッスン改訂２版　子宮
体癌・卵巣癌におけるStaging Laparotomyen 
bloc骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術

メディカ出版 電子書籍

¥59,400(＋税) □

¥18,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田畑務著
9784840465274

【子宮体癌の手術を写真と動画で徹底解説】子宮体癌や卵巣癌の手術は、病巣摘出だけでなく、リンパ節郭清を
行い臨床進行期を決定することも目的の一つで、staging laparotomyと呼ばれる。本書は、staging laparotomy、
en blocリンパ節郭清術について写真と動画で解説する。上腹部の臨床解剖およびトラブルシューティングを追加
して改訂。

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

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。 

西郷どん評判記 

同時1アクセス
（本体） ¥4,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥6,000 

著編者 北影 雄幸 
冊子体ISBN 9784585215349  

商品コード 1025431642 

文武両道を貫徹した最後の武士、西郷隆盛―大久保利通、坂本
龍馬、勝海舟、伊藤博文、アーネスト・サトー…。その家族や同時代
を生きた武士たち、思想家や文化人など様々な人物による「西郷さ
ん」の記録。その真の人物像に迫る。 

西郷どん入門 
同時1アクセス

（本体） ¥4,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥6,000 

著編者 北影 雄幸 
冊子体ISBN 9784585215332  

商品コード 1025431641 
日本の英雄豪傑の中で、最も人々に愛され、日本人の美徳を体現
する人物、西郷隆盛。その知られざる劇的な一生を振り返り、人間
像や思想、美学、人間関係を多様な史料から明らかにする。 

西郷隆盛事典 

同時1アクセス
（本体） ¥11,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥16,500 

著編者 北影 雄幸 
冊子体ISBN 9784585200598   

商品コード 1027010692 

維新史の巨人、日本人が愛する英雄の生涯を知る。島津斉彬、勝
海舟、岩倉具視、乃木希典、大久保利通ら138名の関連人物を網
羅。薩長同盟、鳥羽伏見の戦い、江戸無血開城、西南戦争まで、
50を超える事件・地名を紹介。南洲翁遺訓の現代語訳、主要研究
文献目録、年譜などの付録も充実させた。 



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。 

既刊コンテンツも好評発売中！ 

書名 著編者 発行年 冊子体ISBN 
同時 

１アクセス（本体） 
同時 

３アクセス（本体） 

Python ―言語によるプログラミングイントロダクション― 
ジョン V. グッ
ターグ 

2014 9784764904699 ¥12,600  ¥25,100  

ストラング線形代数イントロダクション  
ギルバート・スト
ラング 

2015 9784764904057 ¥26,400  ¥52,800  

ストラング:計算理工学  
ギルバート・スト
ラング 

2017 9784764904231 ¥29,700  ¥59,400  

Python言語によるプログラミングイントロダクション ―データ
サイエンスとアプリケーション― 

John V.Guttag 2017 9784764905184 ¥15,200  ¥30,400  

ストラング ―微分方程式と線形代数― ★今月号新刊掲載 
ギルバート・スト
ラング 

2017 9784764904767 ¥29,700  ¥59,400  

アルゴリズムイントロダクション 第3版 総合版 

                         ★今月号新刊掲載 
T. コルメン 2013 9784764904088 ¥46,200  ¥92,400  

世 界 標 準 M I T 教 科 書  

 MIT（マサチューセッツ工科大学）で常にトップクラスの人気
を誇る講義内容をまとめた、計算科学の教科書をついに翻訳。 
今、注目のPython言語を通してプログラミングの手法一般を学ぶ
という、これまでの教科書にはない内容となっている。 
また、読者が身近な興味深い問題をどのようにプログラミングし
て解決してゆくのか、自分で考えさせるという構成となっている。  
 ・プログラミングの基礎 
 ・Python言語 
 ・計算法を理解するために中心となる概念 
 ・計算機を用いて問題解決を行うためのテクニック  
 

 最新にして最強!! 人気講義の教科書、ついに翻訳版が完成！ 

●こちらのコンテンツは一部新刊ハイブリッドモデル対象外となります。 

既刊コンテンツも好評発売中！ 

近代科学社 

 6冊揃価格  
同時1アクセス（本体）￥159,800 同時3アクセス（本体）¥319,500 
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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 

メンタルクリニックが切拓く新しい臨床 
 ―外来精神科診療の多様な実践― 

原田 誠一 2015 9784521740003  ¥19,400 ¥29,100  - 

メンタルクリニックでの薬物療法・身体療法の進め方 石井 一平 2015 9784521740010  ¥19,400 ¥29,100  - 

メンタルクリニック運営の実際 ─設立と経営，おもてなしの工夫─ 松﨑 博光 2015 9784521740034  ¥19,400 ¥29,100  - 

診断の技と工夫 原田 誠一 2017 9784521740065  ¥19,400 ¥29,100  - 

精神療法の技と工夫 原田 誠一 2017 9784521740072  ¥19,400 ¥29,100  - 

メンタルクリニックでの主要な精神疾患への対応 [1] 
 発達障害，児童・思春期，てんかん，睡眠障害，認知症 

森山 成杉木 2015 9784521740027  ¥19,400 ¥29,100  - 

メンタルクリニックでの主要な精神疾患への対応 [2] 
 不安障害，ストレス関連障害，身体表現性障害・嗜癖症，パーソナリティ障害 

森山 成杉木 2016 9784521740041  ¥19,400 ¥29,100  - 

メンタルクリニックでの主要な精神疾患への対応 [3] 
 統合失調症，気分障害 

高木 俊介／ 
神山 昭男 

2016 9784521740058  ¥19,400 ¥29,100  - 

精神医療からみたわが国の特徴と問題点 原田 誠一 2017 9784521740089  ¥19,400 ¥29,100 1026634723 

メンタルクリニックのこれからを考える 原田 誠一 2018 9784521740096  ¥19,400 ¥29,100  - 

本シリーズは，外来精神科診療の実践的な「知と技」を集大成し，メンタルクリニックのこれからを強力にサポートする新しいシリーズ． 

 執筆者は，原則としてクリニックの最前線で患者の診療を担うドクターであり，現場の創意工夫から生み出された多くの優れた技を，
余すことなくご披露いただいた． 

 クリニック関係の先生方はもとより，クリニックと直接関係のない先生方にもぜひご一読をお薦めしたい． 

10冊セット価格 
同時１アクセス（本体） ¥193,600 
同時３アクセス（本体） ¥290,400 

メンタルクリニックのニーズに応える従来の書籍にない多彩な執筆陣！ 

臨床最前線で活躍するベテラン医師が培ってきた熟練の技と叡智を結集！ 

開業医ならではのスピリットと，多様な実践・診療に役立つノウハウを満載！ 

既刊コンテンツも好評発売中！ 

●こちらのコンテンツは一部新刊ハイブリッドモデル対象外となります。 
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