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著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

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

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

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

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

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

●「電子書籍」価格設定について

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□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 2019年9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 2019年8月 商品コード 1030831380 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831381 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831382 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831383 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831384 □ □

誰も語らなかった フェルメールと日本
勉誠出版 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中英道著
9784585270522

日本に魅了された画家―。　オランダの巨匠フェルメールとユダヤ人哲学者スピノザとの関係や、ユダヤ人の
東インド会社と石見銀による莫大な利益と繁栄…。17世紀のオランダは、日本・ユダヤを無視しては語れな
い！西洋美術史の第一人者が語る大画家の謎。フェルメールの作品全36点をカラーで掲載。

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。

邪馬台国は福岡県朝倉市にあった！！ 「畿
内説」における「失敗の本質」 (勉誠選書)

勉誠出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安本美典著
9784585222439

考古学の世界では、有力者が強く主張すると、多くの研究者がいっせいにそちらになびいてしまう風潮がある。
“ゴッドハンド”と呼ばれた藤村新一による旧石器捏造事件の反省は全く活かされていない。本書は、前著『誤り
と偽りの考古学・纒向―これは、第二の旧石器捏造事件だ！』に続いて、考古学研究者の「不都合な真実」を、
邪馬台国研究の第一人者が徹底解明。その例として岡村秀典著『鏡が語る古代史』を批判的に詳しく読み解く
とともに、卑弥呼の都がなぜ福岡県朝倉市に存在したと考えられるのかを、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。

雪の二・二六 最大の反戦勢力は粛清され
た

勉誠出版 電子書籍

¥2,200(＋税) □

¥800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木荘一著
9784585222491

皇道派は米英とは不戦を堅持しソ連軍の満州侵攻に備える―。　国防主義に基づく対支不戦論を唱え、一方、
永田鉄山ら統制派はドイツと軍事同盟を結ぶ集団国防主義によりソ連・米・英と戦うべく対支一撃論を唱えて対
立した。統制派から圧迫されて二・二六事件に決起した皇道派は鎮圧され、抗争に勝利した統制派が日本陸軍
を完全に支配し、日中戦争に踏み込み、さらに無謀な太平洋戦争へ突入する。

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。

成功していた日本の原爆実験 隠蔽された
核開発史

勉誠出版 電子書籍

¥12,430(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ロバート・ウィルコックス著,

矢野義昭訳

9784585222460

米国の最高機密情報を増補した第3版を米国に先駆けて出版。CIA機密調査班の調査が、日本の核開発はと
ん挫したという定説を覆す。1945年8月12日早朝、北朝鮮興南沖にて海上爆発に成功していた。海上爆発特有
のきのこ雲の発生を日本人仕官が証言、傍証多々。資源は主に北朝鮮で採掘精錬、興南はアジア最大の軍事
工場。爆発数時間後、ソ連軍侵攻占領、科学技術者たちを拉致拷問。戦後、ソ連、中国、北朝鮮の核開発の拠
点になった興南。占領下の尋問調査での日本人科学者たちの証言を否定。

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

日本SF誕生 空想と科学の作家たち
勉誠出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 豊田有恒著
9784585291848

日本SFが、かつての空想科学小説というジャンルからアウフヘーベンして、あらたに確立したのは、1960年代
の初頭からである。当時、日本の出版界では、ひとつのジンクスが語られていた。西部小説とSF小説を出版す
ると、その出版社は倒産するというものである。SF小説は、いわば未知の文学ジャンルだった。多くの同志とと
もに、日本にSFを広めていく過程は、いわば一種の文学運動だった。これは、ひとつの文学ジャンルを確立す
るまでの、SF作家たちの苦闘と、哀愁と、歓喜の交友の物語である。

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 

勉誠出版 

-  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 2019年9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 2019年8月 商品コード 1030831385 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831386 □ □

災害記録を未来に活かす (デジタルアーカ
イブ・ベーシックス 2)

勉誠出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今村文彦監修,鈴木親彦編
9784585202820

2011年の東日本大震災、2014年の豪雨による広島市の土砂災害、2016年の熊本地震…。私たちは常に震災・
災害と隣り合わせに生活しているといっても過言ではない。こうした震災・災害の記憶を風化させず、同時に未
来の防災に活かしていくためにも、震災・災害の記録を、いかに残していくかが課題となっている。博物館、図
書館のみならず、放送局や新聞社など、各種機関・企業が行なっているデジタルアーカイブの取り組みの実例
を紹介。記録を残し、伝えていくこと、そして、デジタルアーカイブを防災に活用することの意義をまとめた一冊。

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

カピタン最後の江戸参府と阿蘭陀宿 歩く、
異文化交流の体現者

勉誠出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片桐一男著
9784585222446

国内外の史・資料から往路・復路の全行程を再現。鎖国下、出島のオランダ商館長カピタンが日蘭貿易の継続
を求め、166回に渡り行った「江戸参府」。その最後の旅でカピタンが目にしたものは何か？参府一行に出会っ
た各地の役人や町人・村人の反応はどうだったのか？将軍への謁見の様子、献上物や買物、阿蘭陀宿での盗
難事件など、多数のエピソードを紹介しつつ、江戸幕府の対外政策の実態を解明する。近世史・交流史・文化
史・風俗史研究に有益な一書。

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。

-  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 2019年9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 2019年4月 商品コード 1030831387 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030831388 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030831389 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030831390 □ □

測りすぎ なぜパフォーマンス評価は失敗す
るのか？

みすず書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジェリー・Ｚ・ミュラー著,

松本裕訳

9784622087939

測定そのものの目的化が、教育、医療、ビジネス、政府活動など様々な組織を破壊する事例をあげ、経済学者
がその原因と解決策を示す。

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

カール・シュミットとその時代
みすず書房 電子書籍

¥22,440(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古賀敬太著
9784622087854

『政治的なものの概念』『憲法論』「例外状態」等で知られ、数々の論者が言及するドイツの思想家・法学者の全
体像を第一人者が描く。

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。

心理学の7つの大罪 真の科学であるために
私たちがすべきこと

みすず書房 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
クリス・チェインバーズ著,

大塚紳一郎訳

9784622087885

心理学は「科学」なのか？　それとも、錬金術や骨相学のような時代遅れの技術なのか？　改革の旗手が描く、
心理学のあるべき未来。

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

リベラリズムの系譜学 法の支配と民主主義
は「自由」に何をもたらすか

みすず書房 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村隆文著
9784622087922

私たちは「リベラリズム」という運動を後世に託し続けられるか。歴史から学び、これからの「自由」を考えるため
のリベラリズム入門。

冊子を購入または
発注の場合は、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 2019年9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 2019年6月 商品コード 1030831391 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030831392 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年3月 商品コード 1030831393 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030831394 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030831395 □ □

労働基準法をはじめ、労働契約法・労働者派遣法等を判例の解説も織りまぜながら、それらの法解釈を詳細に
解説。また、重要論点と思われる事柄については、別タイトルをつけてわかりやすく解説。昨年成立した「働き
方改革法案」にも対応した最新版！より体系的に労働法を理解したい人にとって最適の書。

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。

□

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 下井隆史著
9784641243057

労働基準法〔第5版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥11,440(＋税)

2018年3月に急逝した著者の論文集。民事訴訟法・倒産法の議論の深化に多大な貢献をしてきた著者の論文
は、現在でも参照する意義が大きい。生涯にわたる研究の素となった発想を論じた「権利保護の利益概念の研
究」をはじめとする、主要な論文を収録した。

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。

労働法〔第3版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小畑史子著,緒方桂子著,

竹内(奥野)寿著

9784641150645

労働法と日常生活との関わりを意識して読み進められるよう事例を活用しつつ、労働法の基本的な考え方を丁
寧に解説。労働法を学ぶ意義や楽しさを実感できる、初学者に最適の1冊。第2版刊行後の新たな判例や働き
方改革関連法の成立に対応した最新版。

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。

□

¥9,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本弘著
9784641138063

民事訴訟法・倒産法の研究
有斐閣 電子書籍

¥32,340(＋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。

民法Ⅵ　親族・相続〔第5版〕 (LEGAL
QUEST)（※）

有斐閣

著編者名
前田陽一著,本山敦著,

浦野由紀子著

9784641179417

親族法・相続法の基本的な事項について体系的に理解することをめざし、制度趣旨から説き起こし、要件・効
果を丁寧に記述するテキスト。旧版以降の新判例、遺留分や配偶者居住権等に関する民法改正、成年年齢関
係改正や遺言書保管法等にも対応する充実の最新第5版。

電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

現代日本経済〔第4版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
橋本寿朗著,長谷川信著,
宮島英昭著,齊藤直著

9784641221215

戦後の経済復興から高成長・安定成長を経て、バブルとその崩壊、その後の長期停滞、日本を取り巻く世界経
済の変化や産業構造の変化まで日本の経験を通して学ぶ現代日本。部の構成も新たに、データや文献もアッ
プデートされた最新版。

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。

□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 2019年9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 2019年6月 商品コード 1030831396 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030831397 □ □

女性学・男性学〔第3版〕 ジェンダー論入門
(アルマＩ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤公雄著,樹村みのり著,

國信潤子著

9784641221222

ジェンダーの視点から、自分たちの性とそのあり方を問い直していく入門テキストの第３版。恋愛、労働、育児な
ど、さまざまな生活の場面に焦点を当てた本文と、マンガ、特別講義、コラムやエクササイズなど、工夫をこらし
た構成で日本の現状に鋭く迫る最新版。

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。

日本企業における失敗の研究 ダイナミック
戦略論による薄型TVウォーズの敗因分析

有斐閣 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河合忠彦著
9784641165465

このまま日本企業は負け続けるのか──当時の状況、経営行動、意思決定過程をドキュメンタリー・タッチで捉
え、家電産業における日本企業の敗因を探究。「ダイナミック戦略能力」の欠如を敗因と認定し、今後のIoT/AI
時代への処方箋も提示する渾身作。

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。

-  7  -

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



人文社会編 2019年9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 2019年8月 商品コード 1030831398 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831399 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831400 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831401 □ □

検証　奈良の古代遺跡 古墳・王宮の謎をさ
ぐる

吉川弘文館 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小笠原好彦著
9784642083560

古代には大和(やまと)と呼ばれ、政治・経済・文化の中心地だった奈良。葛城(かつらぎ)氏の本拠である馬見(う
まみ)古墳群、壁画で知られる飛鳥の高松塚古墳とキトラ古墳、厩戸(うまやど)皇子の斑鳩(いかるが)宮など、
奈良県各地の古墳、王宮跡など30遺跡を取り上げ、新説を交えて紹介する。考古学の最新の研究成果に、「記
紀」と『万葉集』をふまえ、その背後に展開した古代史をあざやかに描く。

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。

海辺を行き交うお触れ書き 浦触の語る徳川
情報網 (歴史文化ライブラリー 486)

吉川弘文館 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水本邦彦著
9784642058865

江戸時代、海運・海難に関するお触れ書き「浦触(うらぶれ)」が、全国の海辺の村や町を行き交っていた。年貢
米輸送船の行方捜索や島抜け流人の追跡、瓦や材木の回漕予告、漂着した異国船の長崎への護送など、
テーマは海事全般に及ぶ。国境・藩境を越えて津々浦々に届いた「浦触」を読み解き、幕府の情報ネットワーク
の仕組みと複合的な全国支配の実態に迫る。

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。

日本における書籍蒐蔵の歴史 (読みなおす
日本史)

吉川弘文館 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川瀬一馬著
9784642071079

中世の金沢文庫に始まり、豊臣秀次・徳川家康・近世大名や文人の収書、近代の安田文庫や好事家の収集と
現代に到るその蔵書の歴史をたどる。多くのコレクションにかかわった、書誌学の第一人者による日本文化史
の試み。

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。

古代の地域支配と渡来人
吉川弘文館 電子書籍

¥35,200(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大橋信弥著
9784642046558

大和政権による地域支配の実態を、古代近江を舞台に検証。近江臣・和邇部臣・犬上君などの有力豪族と王
権との関わり、渡来人が、技術力・行政実務に果たした役割を解明するとともに、倭漢氏・秦氏など渡来氏族の
出自と氏族形成過程を考察する。既存の資史料だけでなく、木簡や墨書土器など新出の文字資料を駆使して、
古代王権の支配構造に迫る。

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。

□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 

-  8  -

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



人文社会編 2019年9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10月 商品コード 1030831402 □ □

出版社

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 1030831403 □ □

¥7,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 春田直紀著
9784000612715

自然界より資源を獲得する営みが生活や社会の基礎をつくり、その営みが相互に連環することで社会全体が
動いてゆく――様々な「生業」を鍵概念として社会全体のあり方を見通すことを提唱する生業史研究を牽引して
きた著者の主要な論考を一冊にまとめる。生業史研究の到達点と広がりを示すとともに、今後の課題を提示す
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。

悪魔の神話学
岩波書店 電子書籍

¥17,490(＋税) □

¥5,300(＋税)

日本中世生業史論
岩波書店 電子書籍

¥25,080(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 高橋義人著
9784000612562

キリスト教の根幹にインプットされた善悪二元論、それは「悪魔」という矛盾を抱えたまま時を超え、様々な文
学・絵画・思想の根本問題としてヨーロッパ史を彩ってきた。ヨーロッパ精神に秘された闇に迫る、泰斗渾身の
大著。

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。

□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 

岩波書店 

-  9  -

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



人文社会編 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831404 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831405 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831406 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831407 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831408 □ □

犯罪学入門
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林良樹著
9784766425949

歴史的に、犯罪の原因を究明し、犯罪者をつくらないことで防犯を図ってきた犯罪学。その限界から、犯罪の起
きにくい環境づくりによって被害者をつくらない新たなアプローチ（社会安全政策論）が模索され、現在その有効
性が実証されてきた。本書は実務家であった著者が犯罪学、社会安全政策論の考え方をやさしく解説する。

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。

南方からの帰還
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 増田弘著
9784766426090

終戦期に邦人がいかに復員を果たしたかは、これまで個人史のかたちで主観的ながら広く伝えられてきた。し
かし近年旧連合国の資料公開が進む中で、引揚の全体像を客観的にとらえることが可能となってきた。本書
は、最新史料をもとに謎の多かった東南アジアにおける抑留と復員の実態を明らかにする。

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

移民とＡＩは日本を変えるか
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 翁邦雄著
9784766426113

21世紀に入り、人口減少に転じた日本。早くから日本経済の長期低迷の要因の一つとして人口構造の変化に
着目すべき、と唱えていた著者が、現代日本の喫緊の課題として昨今俄然クローズアップされている人口減少
下の日本社会の変容を、移民とＡＩ（人工知能）に焦点を当てて丁寧に解いていく注目作！

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。

刑事法実務の基礎知識 特別刑法入門 2
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥10,780(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安冨潔著
9784766426106

「刑法」以外の各種法律に定められている刑罰法規の総称である「特別刑法」。第1巻に続きこの膨大な数に上
る特別刑法のなかから、実際の刑事実務の知識として必須となるものを厳選しコンパクトに解説を加えた特別
刑法入門の第2巻。同巻では、知的財産法、労働法、環境法の分野の刑事罰則を主軸にして解説。

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。

障害の重い子どもの発達理解ガイド　教科
指導のための「段階意義の系統図」の活用

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥3,080(＋税)

著編者名
徳永豊編著,田中信利編著,

立岡里香著

9784766426083

□

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

「Ｓスケール（学習到達度チェックリスト）」をさらに活用するための必読書。乳児の発達とその系統性を基礎とし
て、障害の重い子どもの目標設定のための、確かな根拠を提供し、さらに、発達の系統性や発達段階ごとのつ
ながりを活用し、学びの順序性について実践事例で解説。

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

□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 

-  10  -

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



人文社会編 2019年9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 2019年8月 商品コード 1030831409 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831410 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831411 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831412 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831413 □ □

スタートダッシュ経済学
勁草書房 電子書籍

¥6,930(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊ヶ崎大理著,大森達也著,

佐藤茂春著,内藤徹著

9784326504619

本書は経済学を学び始めようとする読者の皆さんの背中を押すことを目指した入門書です。経済学部に入学
し、経済学を専門的に学ぼうとする人はもちろんのこと、経済学部以外の学部で経済学を学ぼうとする人たちに
も経済学の学習をスムーズに進める手助けとなるようにと執筆したテキストです。

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

中所得国の罠と中国・ASEAN
勁草書房 電子書籍

¥10,120(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
トラン・ヴァン・トウ著,

苅込俊二著

9784326504589

「中所得国の罠」とは、自国経済が中所得国のレベルで停滞し、先進国（高所得国）入りがなかなかできない状
況をいう。中所得国の仲間入りを果たした後の各国は、果たして先進国入りができるのか。日本・韓国の経験を
踏まえて、中国・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナムの課題と可能性を問う。

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。

中国の領土紛争 武力行使と妥協の論理
勁草書房 電子書籍

¥20,350(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
テイラー・フレイヴェル著,

松田康博監訳

中国は領土紛争において、強硬な政策をとることが多いのか、妥協的な政策をとることが多いのか。そしてどの
ような場合に武力行使に踏み切り、どのような場合に妥協するのか。本書では大量の中国語史料と鋭い理論
的視野をもって建国以来の23の領土紛争を検証し、これらの疑問に答える。日本語版のために尖閣問題を論
じたエピローグも収録。

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。

9784326302796

著編者名
樋口聡著,グンター・ゲバウア著,

リチャード・シュスターマン著

9784326299317

人間は身体的存在である。人間が行為によって社会（＝世界）を構築するのは身体運動による。身振りやリズ
ムが重要な役割を果たすが、その際機能するのが「ハビトゥス」「実践感覚」「ミーメーシス」である。これらの概
念について日独米の三名の研究者が学問分野を超えて論じた講演を基に、ダイアローグという応答形式で論
を展開する。

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

□

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

情報の基本概念から、情報組織化の手法、情報学の調査研究法まで、図書館情報学の主要領域を解説した
概説書。【主な内容】情報学とは何か／情報の歴史／情報学の基本概念／領域分析／情報の組織化／情報
技術／計量情報学／情報行動／情報の流通／情報社会／情報管理・情報政策／デジタルリテラシー／情報
学の調査研究法／情報学の未来

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

身体感性と文化の哲学 人間・運動・世界制
作

勁草書房 電子書籍

図書館情報学概論
勁草書房 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
デビッド・ボーデン著,リン・ロビンソン著,

田村俊作監訳,塩崎亮訳

9784326000463

¥11,000(＋税)

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 

-  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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831414 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030831415 □ □

〈島〉の科学者 パラオ熱帯生物研究所と帝
国日本の南洋研究

勁草書房 電子書籍

¥14,960(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂野徹著
9784326102747

日本統治下ミクロネシア、コロール島に存在したパラオ熱帯生物研究所。サンゴを中心とした熱帯生物研究で
世界トップクラスの研究水準を誇ったパラオ研の活動を中心に、生物学、医学、人類学、民族学等多様な研究
者による調査研究の展開と歴史に翻弄された彼らの軌跡を描く。〈島〉をめぐる研究者の経験と知の政治性を
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。

モバイルメディア時代の働き方 拡散するオ
フィス、集うノマドワーカー

勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松下慶太著
9784326550821

長時間労働や過労死の危機感は募り、働き方改革が急がれる。そもそも私たちは働きたくないのか？いや、
「働きたいように、働きたい」のだ。モバイルメディアが普及した現代の「働き方」は、何がどう変わったのか、変
わっていないのか。日本のみならず世界各地でのフィールドワークに基づき、働き方への新しい視点と可能性
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。

-  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 2019年9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11月 商品コード 1030831416 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年2月 商品コード 1030682560 □ □

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

電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋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

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

租税法 <第23版>（法律学講座双書）（※）
弘文堂

著編者名 金子宏著
9784335315411

租税法のすべてがわかる基本書、待望の最新版！　平成29年度・30年度改正のすべてを現行法として詳細に
織り込んだ基本書の決定版。「平成31年度税制改正の大綱」の重要項目を整理し本文解説ともリファーさせ、
巻末付録として掲載。租税法の基礎知識から最新情報までぎっしりつまった必読の基本書。実務にも役立つバ
イブルの最新版。

人材紹介のプロがつくった 働く発達障害の
人のキャリアアップに必要な50のこと（※）

弘文堂

著編者名
石井京子著,池嶋貫二著,

榎本哲著,林哲也著

9784335651847

働く力を伸ばしたい！　障害特性から、先の見通しを立てづらい当事者にとって、もっと責任ある立場なりたい、
職場の一員として信頼され、もっと仕事を任されたいと思っても、ビジネスパーソンとしての成長を図ることは難
しいことです。本書では、当事者の障害特性を考慮したうえで、キャリアアップに必要な知識、マナー、スキルを
具体的に解説。発達障害の人のキャリアデザインを、当事者のみなさんと一緒に考える一冊です。

□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 

-  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 2019年9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 2019年3月 商品コード 1030831417 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年3月 商品コード 1030831418 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030831419 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030831420 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030831421 □ □

9784502296819

グローバルな契約実務で、予め裁判管轄・準拠法を定める「紛争解決条項」が注目されています。真に有利な
契約締結のため、その検討に必要な知識と考え方をコンパクトに解説しました。

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。

国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁
の基礎知識

中央経済社 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大塚章男著

著編者名 石川博行著
9784502304118

株主配当、自社株買い、株主優待のうち、会社を本当に成長させる株主還元はどの方法なのか。それぞれの
株主還元に対する株式市場の評価等に関する証拠を実証的に解釈します。

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。

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の読み方の基礎と分析のポイントについて、実例を用いて
解説します。企業評価の手法を述べ、経営戦略や会計戦略の分析手法について紹介しました。

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。

会社を伸ばす株主還元
中央経済社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税)

企業評価論入門
中央経済社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

冊子購入確認

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奈良沙織著

冊子購入確認

著編者名 姜聖淑著
9784502300714

我が国の観光事情は、急増するインバウンドにより国内観光から国際観光へ変貌してきました。本書は、激変
した「観光」を体系的に整理しています。観光学、観光ビジネスの基本書として最適です。

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。

9784502299612

日本の税制と財政
中央経済社 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林宏昭著
9784502295515

国民や住民が望む政府の果たすべき役割があり、そのために必要な財源を調達する仕組みが税制です。本書
は、政府の財源調達手段である税制を学ぶことで、財政とは何かを学びます。

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。

グローバル・ツーリズム
中央経済社 電子書籍

¥5,720(＋税) □

¥2,600(＋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 

-  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 2019年9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 2019年3月 商品コード 1030515162 □ □

マグマの発泡と結晶化 火山噴火過程の基
礎

東京大学出版会 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥8,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寅丸敦志著
9784130667128

火山噴火現象の解明に向けて、火山噴出物が記録しているマグマの発泡と結晶化の素過程を、平衡論と非平
衡論の２つの物質科学的視点から包括的に解説。式の導出や背後の基本的物理にいたるまで丁寧に詳述し
ている。火山国日本で将来の火山噴火災害に備える際の基本となる一冊。

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。

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 

-  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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831422 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831423 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831424 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831425 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831426 □ □

新規公開株の異常に高いリターンは正当化されるのか。データに基づく分析を基にそうした現象の背景を解明
し、制度の改善を提言。

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

IPOの経済分析 過小値付けの謎を解く（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金子隆著

著編者名 武田佳奈著
9784492534144

仕事も生活も共に充実させたいと願う“フルキャリ”層とは何か。女性社員の戦力化を考える上司・企業の必読
書。

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

9784492654873

□

¥1,600(＋税)

「中華」の誕生から国民国家としての苦悩の時代まで、グローバルヒストリーの枠組みで考える新しい中国3000
年史。

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。

世界史とつなげて学ぶ　中国全史（※）
東洋経済新報社

著編者名 岡本隆司著
9784492062128

電子書籍

フルキャリマネジメント 子育てしながら働く
部下を持つマネジャーの心得（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税)

¥5,280(＋税)

冊子購入確認

「専門家」以外の人のための決算書＆ファイ
ナンスの教科書（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税)

欧米のエリート、経営幹部は会計と財務を「つなげて」理解し、「一緒に」学ぶ。一度身につければ、世界で通用
する知識が身につく。

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。

□

9784492602287

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西山茂著

冊子購入確認

入門『地頭力を鍛える』　32のキーワードで
学ぶ思考法（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力・・・・・・。32のキーワードの「何？」「なぜ？」「どう使う？」がすっきり
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。

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 細谷功著
9784492557884

□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 

-  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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831427 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831428 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831429 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831430 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831431 □ □

小論文これだけ！慶応・早稲田編（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口裕一著
9784492046548

シリーズ35万部！ 今、日本一読まれている小論文シリーズ、待望の「慶応・早稲田」編！ 小論文受験が必須
の全学部を徹底解説！

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

人生は、棚からぼたもち！ 86歳・料理研究
家の老後を楽しく味わう30のコツ（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林まさる著
9784492046517

60歳からは、やったもん勝ち！ NHK「あさイチ」などでおなじみの料理研究家・小林まさるの波瀾万丈人生と老
後を豊かに過ごすコツ。

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

50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話
（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山中伸枝著
9784492046487

明るい老後は定年前後の5年で決まる！ 黄昏研修で人気のFPが定年後のリアルな末路話を元に金融機関が
絶対教えないお金の話を解説！

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。

子どもが勝手に学び出す！　ハーバード流
子育ての公式（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ロナルド・Ｆ・ファーガソン著,

ターシャ・ロバートソン著,森田由美訳

9784492315187

超難関ハーバードに受かる子供はどんな教育を受けたのか？ 120人へのインタビューからわかった「子育ての
8つの公式」が明らかに。

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。

フォーカス戦略 「選択と集中」で収益力を高
める7つのステップ（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
サンジェイ・コスラ著,モハンバー・ソーニー著,

リチャード・バブコック協力

9784492534151

「絞り込み」により成長の好循環を生み出す方法が、クラフトフーヅ、ユニリーバ、フォンテラなどの成功事例か
ら学べる。

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。

-  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 2019年9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 2019年5月 商品コード 1030590839 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030590840 □ □

戦後日本の地域金融
日本経済評論社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤正直編著,

佐藤政則編著,杉山和雄編著

9784818825161

金融再編によって地方銀行、信用金庫が担う地域公益はどう変わるのか。戦後にあるべき姿を模索し、再建を
果たした全国56名のバンカーたち。その理念と取組から今後を探る。

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。

協同による社会デザイン
日本経済評論社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小木曽洋司編著,

向井清史編著,兼子厚之編著

9784818825284

格差と分断など激しく変化する時代に、生協運動に要請されているものは何か。組合員の参画による生協ガバ
ナンスのあり方を深刻化させ、期待に応える存在価値をどう発揮させるか。

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。

  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 

-  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 2019年9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 2019年6月 商品コード 1030831432 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030682575 □ □

リスク学事典
丸善出版 電子書籍

¥72,600(＋税) □

¥22,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本リスク研究学会編
9784621303818

人文科学、自然科学、社会科学など多様な分野のリスクに対峙してきたリスク学は、それぞれの学問分野ごと
に独自のリスク概念が取り上げられてきた経緯から、これまで単一の学問体系は存在していなかった。本事典
は、中項目事典の体裁をとることで、それらリスク学を構成する各分野の相互連関性を分かりやすく把握でき
る。一人ひとりの市民が様々なリスクに直面する現代にあって、その把握し共生していくための必読書。

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

本書は、土地に根ざす野外の花風景に着目し、その歴史と文化の物語を掘り起こすことを最大のねらいとした。
大きく次の4分野において、全国各地の花風景約350事例を選定。1.花見、観梅、菊花展、アジサイの名所など
名所・祝祭の花風景、2.フラワーパーク、公園、ヒマワリ畑などの観光・観賞の花風景、3.リンゴ、ジャガイモ、ソ
バ、柑橘などの農のなりわいの花風景、4.里地里山、海浜、湿原、高山、亜熱帯などの自然地域の花風景。

冊子を購入または
発注の場合は、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・花風景百科
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
西田正憲編著,上杉哲郎著,佐山浩著,

渋谷晃太郎著,水谷知生著

9784621303795

□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 2019年9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 2019年9月 商品コード 1030831433 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831434 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831435 □ □

図解SOLIDWORKS実習(第3版) 3次元CAD
完全マスター

森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 株式会社プラーナー編
9784627666634

◆SOLIDWORKS2019に対応した改訂版◆実際のモデル作成例を通してSOLIDWORKSの使い方を習得できま
す。実際のショベルカーのモデルを例に、部品作成、組み立て、図面作成を説明しています。実例を通して説明
しているので、本書と同じ手順で実行すれば、3次元CAD作成の一連の流れが自然と身に付きます。実践的な
テクニックや細かいスキルなどを記したPointも豊富に掲載し、はじめてでも迷いません。

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。

例解 電子回路入門
森北出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田正哉著
9784627776418

アナログ回路からデジタル回路の初歩までを扱ったコンパクトなテキストです。「図で見てわかる回路解析」をコ
ンセプトに、回路の各節点の電位を見える化し、回路の状態を直観的に理解したうえで解析する方法を、例題
を交えてやさしくひも解きます。章末問題も豊富に用意。電子回路の基礎知識と計算のしかたがしっかり身につ
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。

Javaを用いた、プログラミングの入門に最適なテキスト。　●基本をおさえたコンパクトな構成　　重要なポイント
が厳選され、効率よく学べる。　●豊富なプログラム例と練習問題　　手を動かすことで、プログラミングの力が
つく。　●オブジェクト指向入門　　難しいと思われがちな概念も、イメージしやすい。

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

Javaで入門　はじめてのプログラミング
森北出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
飯塚泰樹著,大森康朝著,

松本哲志著,木村功著,大西建輔著

9784627851511

□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 2019年9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 2019年9月 商品コード 1030831436 □ □

出版社

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10月 商品コード 1030831437 □ □

出版社

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10月 商品コード 1030831438 □ □

出版社

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10月 商品コード 1030831439 □ □

出版社

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10月 商品コード 1030831440 □ □

日本語教育への応用　【コーパスで学ぶ日
本語学】（※）

朝倉書店 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
森篤嗣編,森篤嗣著,田中祐輔著,中俣尚己著,

奥野由紀子著,建石始著,岩田一成著

9784254516555

日本語教育は「何を」教えるべきなのか。主観をサポートするコーパスの使い方と応用を丁寧に解説する。〔内
容〕総説／日本語教材の分析／文型とコロケーション／学習者話し言葉コーパス／学習者書き言葉コーパス／
対照言語学的分析／付録

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。

英語教育と言語研究　【朝倉日英対照言語
学シリーズ〔発展編〕　４】（※）

朝倉書店 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西原哲雄編
9784254516340

英語教育に関わる基礎的研究をもとに、英語教育を言語研究と関連づけ発展的内容を概説。〔内容〕英語教育
と言語教育とは／なぜ音声研究の視点が重要か／語彙習得研究／文理解／コミュニケーション研究／第二言
語習得研究／評価研究

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

海外からの旅行者の増大など、感染症罹患のリスクは近年増えつつある。本書はワクチンの歴史・概念から開
発・許認可・製造・品質管理・サーベイランス・副反応などワクチンに関する最新かつスタンダードな考え方を整
理し、さまざまな細菌ワクチンとウイルスワクチン、今後のワクチンそして予防接種のスケジュール・禁忌・法的
基盤・費用対効果など、ワクチンのすべてを詳述。正確な知識を必要とする医師、看護師・保健師・検査技師ら
医療や行政の関係者や行政関係者の必携書。

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。

ワクチン
朝倉書店 電子書籍

¥31,350(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本ワクチン学会編
9784254301151

機械材料学　（第２版）
朝倉書店 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
平川賢爾著,遠藤正浩著,駒崎慎一著,

松永久生著,山辺純一郎著

9784254231465

機械工学系学生と技術者向け機械材料入門書。〔内容〕機械材料と工学／原子構造と結合／結晶構造／結晶
欠陥と拡散／状態図／金属の強化法／工業用合金／金属の機械的性質／金属の破壊と対策／セラミック材
料／高分子材料／複合材料

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。

錯体化合物事典
朝倉書店 電子書籍

¥95,700(＋税) □

¥29,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 錯体化学会編
9784254141054

ＥＬ材料、太陽電池、ポリエチレン合成の触媒、光合成、制癌剤など、錯体化合物の活用は他領域にわたり、学
問としての発展には目覚ましいものがある。錯体化学は物性物理、ナノ材料、生物など幅広い分野を包含する
基礎学問として重要性がますます高まっている。初心者から専門家まで幅広い関心に堪えるよう注目される重
要な化合物を約700取り上げ、物質ごとに１頁で簡潔に名称・合成法・構造・性質・機能・例・関連物質などをまと
めた。

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 

-  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 2019年9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 2019年9月 商品コード 1030831441 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831442 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831443 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831444 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831445 □ □

できるポケット 時短の王道 パソコン仕事術全事
典 Windows 10 & Office 365/2019/2016/2013
対応

インプレス 電子書籍

¥4,554(＋税) □

¥1,380(＋税) 冊子購入確認

著編者名 株式会社トップスタジオ著
9784295007340

コンパクトなのに大ボリューム！ 確かな仕事力が身に付く150ワザ。王道の3原則で、速く、ムダなく、ミスもない
パソコン仕事のパーフェクトな時短が実現できます。

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

できる 仕事がはかどる Windows効率化 全
部入り。

インプレス 電子書籍

¥5,544(＋税) □

¥1,680(＋税) 冊子購入確認

著編者名 リブロワークス著
9784295007364

「できる全部入り。」シリーズ第3弾。Excelマクロ、Pythonに続き、今回は仕事で使えるWindowsパソコンのノウハ
ウを160個（予定）凝縮しました。

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。

1週間でC#の基礎が学べる本
インプレス 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 亀田健司著
9784295007333

プログラミングを学習するビギナーが、短期間で基礎を学ぶための学習サイト「一週間で学べるシリーズ」
http://sevendays-study.com/ をもとに加筆修正して書籍化する第1弾。学習内容を1日ずつ区切り、それぞれ
に練習問題を用意し、計7日でC#が一通りできるようになる点が特長です。

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。

実践 スタンフォード式 デザイン思考 世界一
クリエイティブな問題解決

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ジャスパー・ウ著,見崎大悟監修
9784295007326

デザイン思考とは、「人々がもつ本当の問題」を解決するための考え方。共感、定義、アイデア、プロトタイプ、テ
ストといったプロセスを通して、ユーザーを理解し、新しいプロダクトのアイデアを生み出します。本書は、スタン
フォード大学d.school出身の著者が、ファシリテーターとしてかかわってきたワークショップをベースとし、デザイ
ン思考を身に付けるための具体的なノウハウを解説します。

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。

Amazon Web Servicesインフラサービス活用
大全 システム構築/自動化、データストア、
高信頼化

インプレス 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Michael Wittig著,Andreas Wittig著,

株式会社クイープ訳

9784295006657

AWSインフラサービスの基本と活用法を徹底解説。活用事例、長所、料金の考え方などの基本事項を押さえた
あと、具体的な基本サンプルとして、WordPressシステムを構築します。本書の内容を把握すれば、AWSの最新
機能の活用、自動化、スケーラビリティ、信頼性、より短期間での環境構築など、さまざまなメリットを享受できま
す。

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

□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 

-  22  -
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理工学編 2019年9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 2019年9月 商品コード 1030831446 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831447 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831448 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831449 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831450 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831451 □ □

できるゼロからはじめるエクセル超入門
Excel 2019 対応

インプレス 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
柳井美紀著,

できるシリーズ編集部著

9784295007418

『できるゼロからはじめるエクセル超入門 Excel 2016 対応』を全面改訂！ 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。

スラスラ読める UnityふりがなKidsプログラミ
ング ゲームを作りながら楽しく学ぼう！

インプレス 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
リブロワークス著,

LITALICO ワンダー監修

9784295007395

人気の「ふりがなプログラミング」シリーズ×子どもプログラミング教育！小学校高学年～中学生がメインター
ゲット。C#というよりは「Unityエディタ」を中心として、「ふりがなプログラミング」シリーズのわかりやすさを活かし
つつ、ゲーム作りを中心とした、子どもも飽きずに学べる内容です。

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。

できる Word&Excel パーフェクトブック 困った！
＆便利技大全 Office 365/2019/2016/2013対
応

インプレス 電子書籍

¥6,534(＋税) □

¥1,980(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井上香緒里著,きたみあきこ著,

できるシリーズ編集部著

9784295007302

ワザ数1,200（予定）の圧倒的ボリュームで関連書籍売上No.1！　Word＆Excel 2019とOffice 365に完全対応。
最新機能の使い方がよく分かります。

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

できるポケット HTML&CSS 基本&活用マス
ターブック Windows 10/8.1/7 対応

インプレス 電子書籍

¥3,564(＋税) □

¥1,080(＋税) 冊子購入確認

著編者名
佐藤和人著,

できるシリーズ編集部著

9784295007388

2014年6月刊行『できるポケット HTML&CSS  基本マスターブック Windows 8.1/8/7/Vista 対応』を全面改訂。最
新のWindows 10に完全対応します。

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。

できるポケット WordPress ホームページ制
作 基本&活用マスターブック WordPress
Ver.5.x 対応

インプレス 電子書籍

¥3,564(＋税) □

¥1,080(＋税) 冊子購入確認

著編者名
星野邦敏著,相澤奏恵著,大胡由紀著,

清水久美子著,清水由規著,山田里江著,
吉田裕介著,できるシリーズ編集部著

9784295007371

最新のWordPress Ver.5.xとブロックエディターの使い方がサクッと身に付くポケットサイズの解説書。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

できるポケット 最強のメモ術 OneNote 全事典
OneNote for Windows 10 & iPhone/Android 対
応

インプレス 電子書籍

¥3,564(＋税) □

¥1,080(＋税) 冊子購入確認

著編者名
株式会社インサイトイメージ著,

できるシリーズ編集部著

9784295007357

最新版「OneNote for Windows 10」に完全対応！ 議事録や名刺管理など、ビジネスで役立つ使い方を全解説し
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。
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理工学編 2019年9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 2019年9月 商品コード 1030831452 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831453 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831454 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831455 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831456 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831457 □ □

へたっぴさんのための身体の描き方入門 ア
タリのとりかた編

インプレス 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,280(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森永みぐ著
9784295007470

好評の「へたっぴさん」シリーズ第2弾！　「アタリをどうやってとればよいか？」という切り口で、身体の各パーツ
ごとに人体の描き方を解説します。たとえば足であれば、「台形に置きかえる」「足の裏がアタリの肝」といった、
上手い人は当たり前にやっているような内容をわかりやすい言葉で説明します。

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。

ほどよい量をつくる
インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 甲斐かおり著
9784295007463

大量生産・大量消費による食品ロスや環境負荷など、その弊害が叫ばれて久しいですが、「ではどうすればちょ
うどよい量をつくれるのか」に対する明確な回答はありません。そんななか、従来とは違う「つくりすぎない」取り
組みをして成長している企業もあります。本書ではそのような事例をひもとき、いろいろな業界や会社の「ほどよ
い量」を知り、自分のビジネスに活用するためのヒントを提示します。

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。

できるパソコンのお引っ越し Windows 7から
Windows 10に乗り換えるために読む本 令
和改訂版

インプレス 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
清水理史著,

できるシリーズ編集部著

9784295007456

Windows 7サポート終了（2020年1月14日）まで残りわずか。パソコン買い替え特需を背景に、今もっともニーズ
が高いWindows 10関連書となります。引っ越しに絞り込んだノウハウをしっかりと掲載します。

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。

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 第2版

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋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

9784295007449

「乙4」（おつよん）とも呼ばれる国家資格「危険物取扱者」の「乙種第4類」試験対策書を改訂！ 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。

できるゼロからはじめるワード超入門 Word
2019 対応

インプレス 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井上香緒里著,

できるシリーズ編集部著

9784295007432

『できるゼロからはじめるワード超入門 Word 2016 対応』を全面改訂！ 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。

できるゼロからはじめるワード&エクセル超
入門 Word 2019/Excel 2019 対応

インプレス 電子書籍

¥4,554(＋税) □

¥1,380(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井上香緒里著,柳井美紀著,

できるシリーズ編集部著

9784295007425

『できるゼロからはじめるワード＆エクセル超入門 Word 2016/Excel 2016 対応』を全面改訂！ 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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理工学編 2019年9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 2019年9月 商品コード 1030831458 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831459 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831460 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831461 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831462 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030682609 □ □

新看護・リハビリ・福祉のための統計学
近代科学社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
柳川堯著,中尾裕之著,椛勇三郎著,堤千代著,

菊池泰樹著,西晃央著,島村正道著

9784764905948

本書は、2011年7月刊行の『看護・リハビリ・福祉のための統計学』の訂版新版である。看護・リハビリ・福祉のみ
ならず、広く医学、薬学、あるいは放射線技師や衛生検査技師などコメディカル分野の方々のための医療統計
学のテキストとして執筆された。難しい数式を使うことなく、基本的なExcelの知識さえあれば、演習用ソフト・
データを操作するだけで検定や推定などの統計処理が学習できる。

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。

応用のための積分幾何学
近代科学社 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 腰塚武志著
9784764905931

積分幾何学とは、平面（2次元）上の点、直線、図形などに関し、それらの集合の合同変換を考えて積分計算を
施すことにより測度を求めるという、幾何学の一分野である。本書は、著者の専門分野である都市工学への応
用を主題として、2部に分け書かれている。第I部「理論編」では、基礎となる数学的概念を初学者にもわかるよう
詳細に説明し、第II部「応用編」では、様々な応用事例を詳述する。

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

計算ナノ科学 (シリーズ : 未来を創るナノ・
サイエンス&テクノロジー 5)

近代科学社 電子書籍

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大野かおる編著,中村振一郎著,

水関博志著,佐原亮二著

9784764950306

理論、実験に次ぐ「第三の科学」と言われてきた計算（機）科学は昨今、理論や実験に先駆けて様々な現象を予
測、発見するための不可欠な分野となっている。物質物性科学・工学の世界では、量子論に基づく第一原理計
算によって、ナノスケールの構造・性質のきわめて正確な予測が実現している。本書では、第一原理計算の基
礎理論から応用例まで、幅広く解説する。また、実計算に向けたアルゴリズムも詳しく紹介する。

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。

RPAのシナリオ作成を極める本 WinActor実
践ガイド WinActor V6.1対応

インプレス 電子書籍

¥6,105(＋税) □

¥1,850(＋税) 冊子購入確認

著編者名
株式会社インサイトイメージ著,

株式会社Blueship監修

9784295007531

RPA国内シェアNo.1「WinActor（ウィンアクター）」を徹底解説！ 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

基礎 Visual Basic 2019
インプレス 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羽山博著
9784295007487

『基礎 Visual Basic 2015』をリニューアル・2019に完全対応した改訂版！　カバー、本文を2色化し、初心者でも
わかりやすいフォーマットに刷新します。Visual Basic 2017にも対応。

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

ITサービスのためのアジャイル：OSSを用い
た開発・運用の自動化

近代科学社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
片岡雅憲著,小原由紀夫著,

光藤昭男著

9784764905900

2017年発行のアジャイル開発入門書『アジャイル開発への道案内』の「実践編」。アジャイルをソフトウェア開発
のみならず、ITサービスの開発・運用にも適用していくための考え方や、そのための様々なツール、実際の適用
例などについて解説する。1〜8章で、ITサービスの開発における各フェーズで、どのようなツールを使用すれば
効率化が図れるのかということを丁寧に解説し、第9章で、実際の適用例との効果を紹介する。

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。
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理工学編 2019年9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 2019年6月 商品コード 1030682610 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030682611 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1030590899 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030590900 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030515241 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年4月 商品コード 1030515242 □ □

大学数学のお作法と無作法
近代科学社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤原毅夫著
9784764905924

本書では、大学レベルの数学に関して、特に道具、言語としての数学を身につけるうえで必須のポイントを押さ
えつつ、著者の長年の教育経験を踏まえて、その意義と役割を詳述する。数学があまり得意でない人、あるい
は数学は難しい言葉を使うから嫌いだという人、何に役立つのかわからないから勉強をする気になれないと思
う人に読んでいただきたい。

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

クチコミ分析システムの作り方 (実践・自然
言語処理シリーズ 6)

近代科学社 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾義博著,富田準二著
9784764905917

クチコミにはマスコミからでは得られない様々な価値の情報が含まれるが、その多くは未整理で、そのままでは
活用が難しいとされる。本書は、それらのデータを横断的かつ自動的に集約するシステムの構築に必要な技術
やテクニックを紹介する。また、そもそもそれらの情報を活用することの意義や、実際の情報集約にあたって役
に立つ機能、具体的な分析作業などについても解説する。

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。

基礎からスッキリわかる線形代数
近代科学社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 皆本晃弥著
9784764905863

本書は、理工学系の1年生の数学の共通教科書として作られている。学生の学習履歴の多様化へも対応でき
るよう簡単になりすぎず、かつ、難しくなり過ぎないよう配慮。大学、短大、高専の教科書はもちろん、社会人の
再教育にも活用できる。理学系にも対応できるよう複素数にも触れる。好評を得ている『基礎からスッキリわか
る微分積分』の姉妹書籍でもある。

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。

HIMMELコードによる核燃料マスフロー解
析：初学者から専門家まで

近代科学社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林秀行著
9784764960022

本書は、著者が30年以上にわたる原子力研究開発経験に基づき、PCベースで手軽に核燃料マスフローを解析
する目的で開発したツール「HIMMEL」（ヒンメル）のマニュアルであり、原子力発電における核燃料マスフロー解
析の手順を示すものである。導入部で原子力エネルギーと原子力発電の基礎知識についても解説しているの
で、専門家だけではなく、初学者でも理解できる。

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。

人間中心設計における評価 (HCDライブラ
リー 7)

近代科学社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
黒須正明編著,松原幸行編,八木大彦編,
山崎和彦編,樽本徹也著,奥泉直子著,

古田一義著,佐藤純著

9784764905887

「ユーザビリティ評価」の技法がわかる！ 　人間中心設計（HCD）における「評価」という活動について、その技
法や進め方を解説。ユーザビリティ評価の歴史や認知心理学的な知識との関連性を示すほか、ユーザビリティ
テストでは実際の適用事例を紹介。最新のUX評価の手法についても体系的に学べる。人間中心設計・ユーザ
ビリティに携わる技術者・研究者には必携の書籍である。

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。

デジタル・プラットフォーム解体新書：製造業
のイノベーションに向けて

近代科学社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
高梨千賀子編著,

福本勲編著,中島震編著

9784764905894

インターネットを基盤とした情報技術が、あらゆる分野の産業に新しいイノベーションを起こしている。本書は、こ
れらの背景を歴史的変遷と技術的変遷の両方から紹介する。産業政策などに関心のある読者にとって有意義
な1冊である。

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 2019年9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 1030831463 □ □

出版社

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 1030831464 □ □

出版社

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 1030831465 □ □

出版社

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9月 商品コード 1030831466 □ □

出版社

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 1030831467 □ □

9784274222528

ゲームAI手法を技術開発に必要な基礎的な内容から解説！本書は、最近のゲームAI手法をさまざまな実例で
解説するとともに、実際にゲームAIを構築できるような技法の習得を目指します。さらに、人工知能の最新の話
題として、人間らしいゲームAIや深層学習、機械学習、強化学習についても解説しています。

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

Rによる多変量解析入門 データ分析の実践
と理論（※）

オーム社 電子書籍

¥9,350(＋税) □

¥3,400(＋税)

ゲームAIと深層学習 ニューロ進化と人間性
（※）

オーム社 電子書籍

¥7,975(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊庭斉志著

冊子購入確認

著編者名 木村達也著
-

本書は、木村達也著『宮地貫通伝　―信念と気骨の明治人―』（平成30年9月15日発行）を電子版およびPOD
版として、株式会社オーム社が出版者として発行するものです。原書は上製・カバー付きですが、POD版の場合
には並製になります。また原書付録のCD-ROM内容は収録していません。

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。

9784274222535

アルファ碁などのゲームAIやロボットアームの制御、自動運転などで注目されている深層強化学習の基礎と、
Pythonによる実装について解説した入門書です。強化学習に適したライブラリであるChainer（ChainerRL）と、AI
シミュレーション環境であるOpenAI gymを用いて解説しています。ソフトウェアシミュレーションだけでなく
RaspberryPiとArduinoを用いた実環境への応用も解説しているので、ソフト・ハード問わず自身の課題に深層強
化学習を応用することできるようになっています。

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

宮地貫道伝　－信念と気骨の明治人－（※）
オーム社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税)

Pythonによる深層強化学習入門 Chainerと
OpenAI Gymではじめる強化学習（※）

オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 牧野浩二著,西崎博光著

冊子購入確認

著編者名
川端一光著,岩間徳兼著,

鈴木雅之著

9784274222368

様々な媒体、経路を通じて大規模データが、驚くほど低コストで入手できるようになった現在、多変量解析手法
に習熟したデータサイエンティストに対する学術界、ビジネス界からのニーズは非常に高まっています。しかし、
多くの多変量解析についての学習書は、理論的な説明に終始し、実務場面でどのように利用されているかにつ
いて、殆ど配慮がないのが現状です。そこで本書は、多変量解析手法の理論と実践をバランスよく解説し、本書
1冊で多変量解析手法を実務に応用できるまで習得できる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。

9784274222542

主要なデータマイニング手法の理論の基礎を学べる！！　データマイニングとは、玉石混淆であるたくさんの
データから必要な情報を読み出す作業です。データマイニングの手法として理解しておく必要があるものには、
比較的基本的な知識である回帰分析、主成分分析、判別分析等からクラスタリング、サポートベクターマシン
(SVM)、ベイズ推定、ニューラルネットワークなどがあります。最近ではこれらの応用として、深層学習等につい
ても解説します。

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。

Rで学ぶデータサイエンス データマイニング
の基礎から深層学習まで（※）

オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北栄輔著

□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 

オーム社 
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理工学編 2019年9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9月 商品コード 1030831468 □ □

出版社

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 1030831469 □ □

出版社

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9月 商品コード 1030831470 □ □

出版社

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10月 商品コード 1030831471 □ □

出版社

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10月 商品コード 1030831472 □ □

出版社

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10月 商品コード 1030831473 □ □

9784274222764

Excelを使って回帰分析を使いこなせるようになる！！　本書は、回帰分析の理論を、その前提となる相関関係
から基本の単回帰分析、重回帰分析、線形判別分析、そして類書ではあまり触れられていないロジスティック回
帰まで、豊富な実例を絡めながら、わかりやすくじっくりと解き明かしていきます。本書はExcelを用い、実際に手
を動かしながら進めていくよう構成しています。

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。

9784274222740

情報通信技術は急速に発展し、いまではコンピュータは世界中に広まり、インターネットに接続されています。し
かし、これらの発展にともない、情報セキュリティの脅威も日に日に増しているといえます。本書は、64ビット版
Kali Linux、C言語、アセンブリ言語、gdb、gcc、nasmを主に用い、プログラムがハッキングされる様を具体的に
解説。安全なプログラムを目指す多くの方々の参考になります。ただし、内容的に、ある程度コンピュータアーキ
テクチャに精通している方々を対象にしています。

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。

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

9784274222610

本書は、主に行動データの計算論モデリングの方法やその理論を初学者に向けて丁寧に解説します。実例とし
て、心理学や神経科学の実験課題として良く用いられる、ギャンブル課題における選択行動データを扱います。
本文では自分ではプログラミングをしない読者も想定して、プログラムは用いずに計算論モデリングの概要がイ
メージできるような解説をこころがけました。実際に計算論モデリングをするためのRコードやStanコードは付録
やサポートページで解説しています。

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。

7日間集中講義！ Excel 回帰分析入門
ツールで拡がるデータ解析＆要因分析（※）

オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税)

コンピュータハイジャッキング（※）
オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒井和哉著

冊子購入確認

著編者名 米谷学著

Rでさまざまな経済の構造を数量化する！　計量経済学とは、経済データにもとづいて、さまざまな経済の構造
を数量的なモデルとして定式化し、経済理論を検証する学問です。本書は、Rを使って統計学の理論や理論経
済学を簡潔に解説しながら、Rの手順・アウトプットの解釈を丁寧に解説した『Rによる計量経済学』（2009年1月
発行）の改訂版です。新しいRのバージョンに対応するとともに、解説の見直し、練習問題の追加などにより、よ
りわかりやすい教科書になっています。

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

Rによるやさしいテキストマイニング ［活用事
例編］（※）

オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税)

行動データの計算論モデリング 強化学習モ
デルを例として（※）

オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片平健太郎著

冊子購入確認

著編者名 小林雄一郎著
9784274222771

本書は、テキストマイニングの初心者に向けて活用事例を解説した入門書です。実務ですぐに応用したい人
や、すでにほかの分析ツールを使っている方が参考にできる活用事例も豊富に掲載しています。　また、実際
のレポートや、データの収集からテキスト整形などの前処理、分析対象とする単語や品詞の頻度集計、分析対
象に合わせた統計手法の選定、分析結果の可視化まで、分析プロジェクトにおける一連の流れを省略せずに
解説しました。　読者が実際にRによるテキストマイニングの分析ができるように最大限配慮しています。

マンガでわかる機械学習（※）
オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税)

Rによる計量経済学　第2版（※）
オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋山裕著

冊子購入確認

著編者名
荒木雅弘著,渡まかな作画,

ウェルテ制作

9784274222443

学ぶことの多い機械学習をマンガでさっと学習でき、何ができるかも理解できる！！　本書は今後ますますの発
展が予想される人工知能分野のひとつである機械学習について、機械学習の基礎知識から機械学習の中の
ひとつである深層学習の基礎知識をマンガで学ぶものです。　市役所を舞台に展開し、回帰(イベントの実行）、
識別１（検診）、評価（機械学習を学んだ結果の確認）、識別2（農産物のサイズ特定など）、教師なし学習（行政
サービス）という流れで物語を楽しみながら、機械学習を一通り学ぶことができます。

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

9784274222658
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理工学編 2019年9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11月 商品コード 1030831474 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831475 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831476 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831477 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831478 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831479 □ □

将来的には手元のスマートフォンで、人工知能を動かし、複雑なデータの分析もできるようになるでしょう。本書
では、その手前の第一歩としてQPythonを用いたAndroidアプリケーションの開発方法を学びます。開発環境の
構築から基本的な使い方、Androidの機能をPythonで使う方法を解説し、Kivy、numpy、Beautifulsoupなどといっ
たライブラリを使いながらWebデータベースとの連携、スクレイピング、ゲーム作りなどのアプリケーション開発を
解説しています。

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

Pythonと実例で学ぶ機械学習 識別・予測・
異常検知（※）

オーム社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税)

PythonによるAndroidアプリ開発入門（※）
オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
牧野浩二著,橋本洋志著,

慎祥揆著

冊子購入確認

著編者名 福井健一著
9784274222788

機械学習による異常検知と系列データ解析を実例をもとに学ぶ。　本書は、現在産業界で注目されている、機
械学習による・機器の振動データに対する異常検知・系列データ（例として睡眠系列データ）に対する解析を解
説したものです。業務や研究開発に必要だが機械学習については素人という方でも実践できるように、本書前
半では、基本的な識別器・予測器のPythonによる実装例・使い方を解説しています。後半では、実問題への適
用例を著者の研究経験をもとに解説しています。

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。

9784274222917

伊藤一之著

冊子購入確認

著編者名 特定非営利活動法人中野コンテンツネットワーク協会編著
9784274223075

プログラミングの達人たちが、10歳以上のみなさん向けに、やさしく、わかりやすくプログラミングのコツを解説！
この本と、パソコンさえあれば、だれでも簡単にホームページやゲームがつくれちゃう！前半では、Scratch(スク
ラッチ)というソフトウェア、次により本格的なプログラミングができるJavaScript（ジャバスクリプト）について、てい
ねいにわかりやすく解説しています。

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

9784274222870

強化学習の基礎からロボットへの実装までがわかる！！　本書は、強化学習の基礎からロボットへの実装まで
を解説した実務書です。プログラミングは、C言語でロボットへの実装までが解説された、実践的な内容となって
おります。ロボットへの実装は、誰でも購入できるライントレースロボットを使った例と、ソフトロボット（柔らかい
素材を使ったロボット）を使った例で、具体的な方法を解説しています。

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

著編者名 浅野正彦著,中村公亮著
9784274222931

本書はRやRStudioの初心者が、思わぬエラーメッセージが出てきても困らないよう、インストールからエラーの
対処方法まで平易に解説していきます。また、RStudioに標準で組み込まれているR Markdownは、Rでドキュメ
ントを作成（生成）することが可能です。Rでデータ分析をし、R Markdownで簡単にレポートを作成できるよう、一
連の流れについても丁寧に解説することで、R初心者の悩みを解消する1冊を目指します。

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。

9784274222924

データベース入門の決定版！データベースを学びたい初学者に向けて、平易な言葉で基礎を解説した入門書
です。　大規模な情報を効率よく処理するために、いまやデータベースは欠かせないコンピュータの基盤技術と
なっています。　本書は、データベース技術に関する、大学・高専の標準的な教科書として、また社会人の方の
入門書として、データベース技術のポイントを選んで、それぞれの基本的な考え方、内容をていねいにわかりや
すく説明しています。

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。

10歳からのプログラミング ホームページや
ゲームをつくってみよう（※）

オーム社 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税)

実装　強化学習 Cによるロボットプログラミ
ング（※）

オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名

はじめてのRStudio エラーメッセージなんか
こわくない（※）

オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税)

入門 データベース（※）
オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 植村俊亮著

冊子購入確認
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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出版社

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11月 商品コード 1030831480 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831481 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831482 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831483 □ □

出版社

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12月 商品コード 1030831484 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年1月 商品コード 1030831485 □ □
著編者名 伊藤俊秀著,草薙信照著

9784274223235

シミュレーションは、工学・物理学などの理系学部だけでなく、経営や経済問題などにも幅広く用いられており、
文科系大学で身につける基礎的な素養になっています。本書は、文科系学部を主対象としたコンピュータシミュ
レーションの教科書です。確率分布や乱数などシミュレーションの基礎から、遺伝的アルゴリズム、深層学習な
どの最新理論まで、図やグラフで直感的に理解できるよう解説しています。また、各章末には学習指導要領に
沿った演習問題が掲載されています。

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。

9784274223136

計量政治学とは政治現象の数量データ分析を行うことで、例えば選挙における投票率を調べ、政治的要因に
よって予算がどれだけ歪曲されたかを推定するなど、政治における仮説を統計学的に検証することです。　主な
特徴は、①各章ごとに練習問題を設けているので、基本的に読者が独学独習できるように設計されている、②
計量政治学に関する論文を仕上げるのに必要な内容を15 回の授業で網羅しているので、計量政治学を授業
やゼミで教えたいと考えている教員にとっても使いやすいよう工夫している、など。

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

9784274222900

本書は、データサイエンスの意味から金融データの分析、動的システムの分析などの工学応用までを、Python
を使って実際に分析しながら学ぶものです。Pythonを使った解説によって理論と実践を同時に学ぶことができる
ので、データサイエンスを学び、自身の分野に応用したい方にピッタリの一冊です。

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。

9784274223082

有限要素法について、知っているようで知らない基本のスキルをまとめた実務書。本書は、有限要素法につい
て、知っているようで知らない基本のスキルをまとめた実務書です。実務者として日々経験するリアルな問題へ
の対処法を、簡潔明瞭かつコンパクトに解説しています。有限要素法を使っている方に、ぜひ一度読んでいた
だきたい内容です。

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。

コンピュータシミュレーション（改訂2版）（※）
オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税)

Rによる計量政治学（※）
オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅野正彦著,矢内勇生著

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。

9784274222887

Pythonの基礎を学びながらデータ解析の実践技術が身につく！本書は『Pythonによる統計分析入門』の多変
量解析編に相当するものですが、前著のより発展的な内容として、ネットワーク解析まで扱っています。Python
の基本を学びながら、より実践で活用できるデータ解析を習得できます。Pythonの解析ライブラリを使った独習
書として、多次元データの解析、アソシエーション分析、ネットワーク解析などを丁寧に解説し、実務的な課題に
も応用できるようになっています。

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

データサイエンス教本 Pythonで学ぶ統計分
析・パターン認識・深層学習・信号処理・時
系列データ分析（※）

オーム社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税)

設計技術者が知っておくべき有限要素法の
基本スキル（※）

オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木隆平著,長嶋利夫著

冊子購入確認

著編者名 橋本洋志著,牧野浩二著

Pythonで学ぶ統計的機械学習（※）
オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税)

Pythonによるデータ解析入門（※）
オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内長承著

冊子購入確認

著編者名 金森敬文著
9784274223051

Pythonで機械学習に必要な統計解析を学べる！！機械学習を使いこなすには、確率・統計に根ざしたデータ
解析の基礎理論の理解が不可欠です。そこで本書は、Pythonの簡単な使い方から確率・統計の基礎、統計モ
デルによる機械学習を解説します。
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出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年2月 商品コード 1030831486 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年2月 商品コード 1030831487 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030831488 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030831489 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030831490 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1030831491 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

9784274223716

AlphaGoがプロ棋士を破って以降、強化学習や深層強化学習はさまざまな分野から注目を集めています。しか
し、専門書では初学者にとってはハードルが高い状態が続いていました。本書は、そのハードルの高さを解消
することを目的に制作されました。各アルゴリズムの特徴や差異がわかりやすく、さらに、中核的なアルゴリズム
についてはPythonとMATLABの2種類のコードをオーム社のWebサイトおよびGithubで配布。実行することで「原
理→数式→プログラム」という一連の流れを直感的に把握できます。

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

再生可能エネルギーの普及を目指し、2009年に固定価格で一定期間、電力を買い取る制度が始まりました。そ
して、2019年（10kW以上は2029年）以降、買い取り期間が終わる太陽光発電設備が続々と生まれ、自宅に蓄電
池を設置し、昼間は太陽光発電で充電、夜間には充電された電力を使用するということの経済的メリットが見え
てきています。本書は、太陽光発電等再生可能エネルギー設置者と需要家（住宅・企業等）とのP2P電力取引
について、技術やブロックチェーン・機械学習の活用を解説します。電力関係者必携の一冊。

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。

詳説　人工知能 アルファ碁を通して学ぶ
ディープラーニングの本質と知識ベースシス
テム（※）

オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税)

強化学習アルゴリズム入門 「平均」からはじ
める基礎と応用（※）

オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 曽我部東馬著

冊子購入確認

著編者名 上野晴樹著
9784274223884

数式を使わないでアルファ碁、深層学習、知識ベースの理論の本質がわかる！！現在のAIブームの切っ掛け
となったアルファ碁の概念、仕組み、特徴の説明に焦点を当て、これを理解するための基礎知識として深層
ニューラルネットワークと深層学習（ディープラーニング）を解説します。また、ディープラーニング型AIと知識
ベース型AI（エキスパート・システムなど）の統合化の必要性を理解できます。

Pythonによる制御工学入門（※）
オーム社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税)

電力流通とP2P・ブロックチェーン ―ポスト
FIT時代の電力ビジネス―（※）

オーム社 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中謙司監修,武田泰弘著

冊子購入確認

著編者名 南裕樹著
9784274223907

本書は、Pythonを使って制御工学を行うための入門書です。Pythonを制御系設計に導入したい人向けに、
Pythonプログラムを実行しながら「使ってみる、やってみる」を通して、制御工学を体感することができる書籍で
す。現場でよく使われているPythonのサンプルコードを多数掲載しています。さらに、はじめて制御工学を学ぶ
人や一度挫折して学び直したいと思っている人にも読みやすいよう、図やイラストを多用しています。これから
制御工学に携わる方々にとって必読の書です。

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。

9784274223754

小高知宏著

冊子購入確認

著編者名 末吉美喜著
9784274222856

テキストマイニングの手法がよくわかる！！ 本書はテキストマイニングの基礎と事例について、フリーの計量テ
キスト分析ソフトKH Coderを利用したテキストの解析と、Excelによるその分析手法を通して解説する入門書で
す。　テキストマイニングをいかに業務に活かしていくか、つまづきがちなポイントをマンガやイラスト、図解を用
いてわかりやすく解説します。

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。

9784274223242

本書は、Pythonによる実装を前提として、ソケットプログラミングに必要な知識をわかりやすく解説する入門書で
す。TCP/IPやソケットの原理を説明したのち、Pythonでソケットを実装する基礎的方法を示していきます。さら
に、Python固有の機能を用いたプログラミング例（モジュールを利用したサーバ実装など）を紹介します。ダウン
ロードできるサンプルプログラムが多数掲載されているので、実際に試しながら読み進めて、知識と技術を身に
つけてください。

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

テキストマイニング入門 ExcelとKH Coderで
わかるデータ分析（※）

オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税)

PythonによるTCP/IPソケットプログラミング
（※）

オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
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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 2019年9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 2019年5月 商品コード 1030831492 □ □

9784274222863

ストーリーでPythonと機械学習がわかる！！『機械学習入門―ボルツマン機械学習から深層学習まで―』、『ベ
イズ推定入門　モデル選択からベイズ最適化まで』につづく、お妃さまシリーズの第3弾を刊行するものです。
Pythonの学習を主軸としたものであり、機械学習を実践したくなった人、およびカジュアルでわかりやすい
Python入門本を探している人をターゲットとします。Pythonのコードとコードの説明をイラストでわかりやすく解説
します。現在注目されているGAN（敵対的生成ネットワーク）についても解説。

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

Pythonで機械学習入門 深層学習から敵対
的生成ネットワークまで（※）

オーム社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大関真之著
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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。



理工学編 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831493 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831494 □ □

DOJIN選書 40℃超えの日本列島でヒトは生
きていけるのか（※）

化学同人 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永島計著
9784759816822

身近であるにもかかわらず、十分に理解できているとは言い難い「人間の体温調節」のしくみに焦点を当てる。
体温はどのように決まっているのか、カラダを冷やすしくみ、温度の感じ方、ヒト以外の動物の暑さ対策、熱中症
はなぜ発症するのか、運動と体温の関係など、さまざまな側面からその精緻なメカニズムを解き明かす。

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。

DOJIN BIOSCIENCE SERIES　細胞死（※）
化学同人 電子書籍

¥12,430(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 	三浦正幸編,清水重臣編
9784759817317

細胞死を総合的に扱った、今までにない書籍が登場。従来のアポトーシス細胞死にとどまらず、ネクロプトーシ
スやパイロプトーシスをはじめとする非アポトーシス細胞死を詳説した。またアポトーシスを中心に、細胞死の分
子機構について、最新の知見を解説。さらに、疾患や生理機能とのかかわりも示した。

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

□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 2019年9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 1030831495 □ □

出版社

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 1030831496 □ □

出版社

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 1030831497 □ □

出版社

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 1030831498 □ □

出版社

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 1030831499 □ □

9784320009271

システム生物学の考え方が通常の生物学とどのように違い、面白く、そして今後の生物学の発展にどのように
貢献できるのかについて、生物学を教育背景としながらシステム生物学の世界に飛び込みそして魅了された筆
者の経験や考えをもとに、実例を挙げながら説明する。

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。

生物をシステムとして理解する―細胞とラジ
オは同じ！？―（共立スマートセレクション
27）

共立出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
久保田浩行著,

巌佐庸コーディネーター

著編者名
須藤彰三監修,岡真監修,

枝松圭一著

9784320035393

本書では、光の量子的性質を利用した新しい科学技術を志す際の礎となることを目指し、光の量子状態や光子
が示す性質とその最新の応用技術について自然に学べるよう配慮している。そのために、類書にはないであろ
う特徴として、初等量子力学で必ず学ぶ、調和振動子の量子状態について少々深い理解まで到達したうえで、
光を量子的に扱う「量子光学」への橋渡しとすることを試みている。

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。

本書は、カメラキャリブレーションやカメラ位置姿勢推定、多視点幾何やフォトメトリックステレオによる3次元復
元といった黎明期からの主要技術に加え、顔認識、人物属性認識、行動認識、重要領域検出、RGBD画像を用
いた3次元物体認識、画像のキャプショニングといった応用技術、さらには近似最近傍探索、マルコフ確率場の
推論と学習、凸最適化といった基盤技術をカバーする13章から構成される。

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。

単一光子と量子もつれ光子―量子光学と量
子光技術の基礎―（基本法則から読み解く
物理学最前線　19）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

コンピュータビジョン―広がる要素技術と応
用―（未来へつなぐ デジタルシリーズ　37）
（※）

共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

冊子購入確認

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
米谷竜編著,斎藤英雄編著,池畑諭著,牛久祥孝著,内山英昭著,

内海ゆづ子著,小野峻佑著,片岡裕雄著,金崎朝子著,
川西康友著,齋藤真樹著,櫻田健著,高橋康輔著,松井勇佑著

冊子購入確認

著編者名 田中克己編,黒橋禎夫編
9784320006034

情報デザインとは、情報を構造化して間にとって理解しやすい形に表現するための法論である。本書では、情
報デザインとは何かについて述べると共に、多様なメディアによる情報表現の方法論――具体的には、情報の
構造化のための情報の分類法や情報の関係の構造化法、理解しやすい情報表現を行うための方法論――に
ついて詳述する。

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

9784320123571

これから学会発表する若者のために―ポス
ターと口頭のプレゼン技術― 第2版（※）

共立出版 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒井聡樹著
9784320006102

初版が出版されてから9年半、筆者はわかりやすいプレゼンをずっと追求してきた。発表内容の練り方（本書第2
部にまとめられているもの）に関しても思考を続けてきた。そして、この9年半に得たものをすべて注ぎ込み、新
たなる本として生まれ変わったのが本書である。各章の冒頭に要点をおき、重要なことがすぐにわかるように
なった。ポスター・スライドの良い例と悪い例が対で出てくるので、良い点と悪い点が明確になった。説明の仕方
も大きく変わり、わかりやすさという点でも大きく進歩した。

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。

情報デザイン（京都大学デザインスクール・
テキストシリーズ　4）（※）

共立出版 電子書籍

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋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 

-  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。



理工学編 2019年9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 1030831500 □ □

出版社

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11月 商品コード 1030831501 □ □

出版社

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 1030831502 □ □

出版社

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 1030831504 □ □

出版社

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 1030831505 □ □

実習で学ぶモデルベース開発 『モデル』を
共通言語とするV字開発プロセス （※）

コロナ社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本透編著
9784339046540

近年、自動車業界を中心として製品設計にシミュレーションモデルを積極的に用いるモデルベース開発（MBD）
が盛んに行われている。本書は、HILシミュレータなどもWebで提供し初めての人でもMBDを独習できるようにし
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。

機械加工学基礎 (機械系コアテキストシリー
ズ E-1)（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松村隆他著
9784339045390

部品の短納期化や省資源の観点から機械加工技術への関心が高い。本書は、これら製造プロセスの技術的
要求を踏まえ、除去加工における切削、研削、研磨加工を対象とした、加工作業の実践的な説明と加工現象の
理論的背景を解説する。

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。

本書では主として非圧縮性流体と定常な現象を扱い、機械系の流体力学の初学者が基礎的かつ実用的な内
容を限られた時間で習得できるよう配慮した。重要な式は例題で取り上げ、また章末には豊富な演習問題を付
け、詳細な解答を載せた。

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。

流体力学 (機械系コアテキストシリーズ C-
2)（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木康方他著
9784339045352

信号解析教科書 信号とシステム （※）
コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原島博著
9784339009071

本書は信号解析の教科書である。前半では連続信号と連続時間システムを、後半では離散時間信号と離散時
間システムを扱い、確定信号を対象として、その性質を明らかにするとともに、関連するシステムの扱い方もわ
かりやすく解説した。

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。

信号処理教科書 不規則信号とフィルタ
（※）

コロナ社 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原島博著
9784339009170

本書は信号処理の教科書である。前半では不規則信号の基本とスペクトル解析を中心に解析手法を、後半で
は不規則信号のフィルタ処理について多くの手法を取り上げ、線形そして非線形のフィルタを設計するときの基
礎的な考え方を学ぶ。

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。

  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 
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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 2019年9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 1030831506 □ □

出版社

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9月 商品コード 1030831508 □ □

理工系学生のためのキャリアナビゲーション
就職活動準備ワークブック （※）

コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 二上武生著
9784339078190

歩む道や生き方は皆違うからこそ自分の責任で選択をしなければならない。本書は様々な資料や図解を交え
キャリアの考え方を話し口調で平易に解説。キャリアについて再考したい社会人、キャリア教育とは何かを考え
る指導者にも最適。

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

ネイティブスピーカーも納得する技術英語表
現（※）

コロナ社 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福岡俊道他著
9784339078183

本書では「英語表現の上達にはネイティブスピーカーの文章をまねるのが一番」との考えの下、初級～中級・上
級レベルまでのさまざまな英語表現を含む例文を多数収録。今よりワンランク上の技術英語を書きたい方の支
援ツールとなる。

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

-  36  -

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 2019年9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10月 商品コード 1030831509 □ □

① 教職免許法に規定されている科目「教育の方法及び技術」で利用されることを想定したテキスト。　② 次期
指導要領に則した教育方法論が学べるテキスト。「次世代の教育方法論テキストの決定版！」「平成29・30年改
訂学習指導要領準拠」　③ 工業教育の第一人者による執筆・編纂。　「ベテラン教員の視点・成果を習得でき
る」

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

教職必修　教育の方法と技術　改訂版
実教出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 教職課程研究会編
9784407347760

□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 

-  37  -

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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831510 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831511 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831512 □ □

院長先生のためのスタッフマネジメント（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥6,820(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木竹仁著
9784784956913

多くの医院をコンサルトしてきた著者が、医院スタッフマネジメントの悩みに答えます！　実際のアドバイス・テク
ニックを詰め込んだ1冊で、大がかりなことをしなくても、ちょっとした工夫で院内のスタッフマネジメントが驚くほ
どスムーズになります！

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

パーキンソン病の診療の進め方─長く向き
合うために必要なこと（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥9,020(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川上忠孝著
9784784948376

ややこしい、わからないと言われがちなパーキンソン病の診療。経験豊富な著者による上手な「割り切った考え
方」がわかります。パーキンソン病診療のターニングポイントにおける「見極めの要点」だけ、ぎゅっと凝縮。

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

レジデントのための血液教室　ベストティー
チャーに教わる全6章（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮川義隆著
9784784948420

慶應義塾大学と埼玉医科大学で「ベストティーチャー賞」を受賞し、わかりやすい講義で定評のある著者が、血
液内科のエッセンスをお教えします。血液専門医がいなくても、レジデントが自分の力で診断と初期対応ができ
るように、臨床に即した実用的な本を目指しました。

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 

-  38  -

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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831513 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831515 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831516 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831517 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年9月 商品コード 1030831518 □ □

改訂2版　がん疼痛治療の薬－オピオイド鎮痛
薬・非オピオイド鎮痛薬・鎮痛補助薬・オピオイド
の副作用対症療法薬－はや調べノート

メディカ出版 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

9784840468916

【がん疼痛治療薬の最新情報をピックアップ！】　がん疼痛治療の柱である「オピオイド鎮痛薬」「非オピオイド
鎮痛薬」「鎮痛補助薬」「オピオイドによる副作用の対症療法薬」の最新情報がこの1冊に！使いやすいと大好
評のミニブックは、最低限押さえておきたい内容に絞って薬の特徴が載っており、患者説明などにすぐに使える
内容になっている。

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

著編者名 森田達也編

アセスメントに自信がつく臨床推論入門
メディカ出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

9784840468725

【身近な事例で臨床判断力に磨きをかける】　患者さんの症状から体の中で起こっていることを推論し、緊急度
や対応を判断する力は、看護師にとって非常に重要である。病態や疾患などの「知識」と目の前の患者の「症
状」を結び付けるための思考プロセスとなる「推論技術」の基礎を身近な事例で学ぶ。

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。

著編者名 小澤知子編著

医師・ナースのためのNPPVまるごと事典
メディカ出版 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石原英樹編著,竹川幸恵編著
9784840467612

【非侵襲的呼吸管理の入門＆実践バイブル】　患者が快適なNPPVを行う上で最も重要なのは、機器・デバイス
の正しい知識と病態への適切なアプローチ。本書では豊富な機種別ページとともに呼吸管理機器の使い分け
にも重点を置いて解説。在宅呼吸ケアで必須のログデータ解析も詳しく取り上げている。

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。

院内エリア＆部門別 “はじめてさん”の感染
対策レクチャーブック

メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂木晴世編
9784840466929

【具体例で苦手なエリア＆部門を克服しよう！】　「各部署のスタッフが困っているポイントが分からない」「マイ
ナー部門の感染対策が徹底されていない」と悩む“はじめてさん”のために、あらゆるエリアと部門ごとの感染
対策のノウハウをばっちり解説！院内ラウンドやスタッフ指導、マニュアル作成に使える。アプローチが難しい
エリア＆部門も網羅しているため、すべてのICT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。

新生児医療　67の臨床手技とケア
メディカ出版 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 with NEO編集委員会編
9784840466448

【NICUの手技とケアをビジュアルでつかむ】　新生児医療で必須の67の臨床手技＆ケアを網羅。目的＆適応、
タイミング、必要物品、手順＆コツ、評価までシーンごとの写真つきで解説。動画つきで、複雑な手技・ケアは、
繰り返し確認できる。輸血、aEEG、臍処置などのアップデートされた知識・知見もカバー。気鋭の執筆陣が惜し
みなく自身のワザを伝授する！

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

□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 

-  39  -

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 2019年9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 2019年9月 商品コード 1030831520 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年10月 商品コード 1030831521 □ □

疾患・術式別 脳神経外科手術合併症の回
避・対処法Q＆A 156

メディカ出版 電子書籍

¥27,280(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉村紳一監修,吉本幸司編
9784840466783

【専門医に必要なミニマムな技術・知識を凝縮】　脳神経外科専門医を目指す、育てるあなたにこの一冊。疾
患・術式別に、よくあるトラブル・合併症とその回避・対処法について、1項目1～2ページのQ＆A形式で記載。領
域全般にわたり、最低限知っておくべき知識・技術を端的にわかりやすく解説した。

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。

糖尿病フットケアまるわかりガイド
メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水野美華編,肥後直子編
9784840467759

【患者の足を守る手技とケアがこれ1冊に】　糖尿病のフットケアの基本、重要足病変、必須手技を写真とイラス
ト図解でわかりやすく解説する。症例紹介や地域連携などのフットケアの質をさらに高める知識も学べ、この一
冊で糖尿病のフットケアが網羅できる。問診やアセスメントに便利なチェックシートはWEBでダウンロードでき
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。

-  40  -

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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831522 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831523 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831525 □ □

代表的な20症例を厳選し、急性期、回復期、生活期に分けて解説。症例報告の形で各期ごとに重要な病態・症
状、介入方法や結果がまとめられ、エキスパートPTの理学療法が学べる。臨床力を伸ばす74の能力養成問題
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。

脳卒中の理学療法
羊土社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 玉木彰監修,諸橋勇編
9784758102421

リハの現場でこんなに役立つiPhone活用術
羊土社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河村廣幸編
9784758102414

セラピストのためのiPhone・iPad活用本が登場！臨床を、研究を、勉強を…ちょっと楽しく、便利にする使い方を
ご紹介！アプリに使われるのでなく、アイディアで使いこなすための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。

糖尿病論文で学ぶ医療統計セミナー
羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中司朗著,耒海美穂著,

清水さやか著

9784758118552

実論文4本を教材に、本物の統計力を磨く！疫学データによるモデル構築から費用効果分析まで、全26講＋演
習問題で着実に学べる。1講1講が短いのでスキマ時間に受講可能。糖尿病にかかわるすべての診療科に！

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。

□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 

-  41  -

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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831526 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1030831527 □ □

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

超入門！スラスラわかるリアルワールド
データで臨床研究

金芳堂

著編者名 康永秀生他著
9784765317894

リアルワールドデータと呼ばれる、医療ビッグデータ（NDB・DPCデータベースなど）を用いた、データベース構築
から論文執筆まで、RWDを用いた臨床研究の具体的・実践的な方法論。SQLの簡単な操作方法から、いまだに
RCT至上主義が跋扈する科学界で、論文をアクセプトまでもっていくためには、レフェリーとどのようにファイトす
るのかまで、かゆいところに手が届く一冊。

電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

睡眠がみえる！
金芳堂 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河合真他著
9784765317900

日米を股にかける睡眠医学のエキスパートである２人の著者による初の睡眠検査本。睡眠医学の診断、面白
さのコアである「睡眠を観察すること」を主眼に、人の睡眠を観察する面白さ、診断における重要性、さらに睡眠
医学という専門分野へのより深い理解を共有できることを目指した、睡眠医学の真髄をすべての医療従事者に
伝えたい一冊。

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 

-  42  -

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 2019年9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 2019年6月 商品コード 1030831528 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831530 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831531 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831532 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831533 □ □

～至適透析を理解する～血液透析処方ロ
ジック

中外医学社

著編者名 乳原善文監修,上野智敏著
9784498224506

尿毒素物質の解説や透析の原理といった基礎知識から、混乱しやすい透析の各種モードを図説で平易にレク
チャーした一冊。透析処方現場で欠かせない各種ガイドライン等に示された各種設定目標や指針も網羅し、患
者一人一人に最適な透析を「処方」するための考え方、臨床上のノウハウを惜しげもなく披歴した。医師、看護
師、各種医療者すべてのニーズに応えた、筆者の豊富な臨床経験がにじみでる「真のスターターブック」。

電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋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。

現場で使う！！ 熱中症ポケットマニュアル
中外医学社 電子書籍

¥6,600(＋税)

体幹筋機能の向上は、スポーツにおける障害予防や、治療時のリハビリテーションに非常に有効であるとさ
れ、近年高い注目を浴びている。本書は、その体幹機能のなかでも腰椎や四肢の活動において重要な機能を
果たすモーターコントロール機能に着目し、その向上を図るための様々なエクササイズやトレーニングを医学的
な根拠（エビデンス）に基づいて行うための具体的な方法を写真や豊富な図表を用いてわかりやすく解説して
いる。

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

□

冊子購入確認

金岡恒治編著
9784498073166

スポーツ傷害　予防と治療のための体幹
モーターコントロール

中外医学社 電子書籍

¥15,180(＋税)

電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安達仁編著
9784498067172

著編者名 萩原明人編著,垂水公男編著
9784498059207

超少子高齢化社会において社会保障制度を維持するためには、医療や介護需要の抑制、社会的活力の維持
が重要である。この観点から、「アクティブエイジング社会」構築の必要性が叫ばれている。その柱の一つが「高
齢者の健康と労働」であり、問題打破の大きな足掛かりとなる可能性が高い。本書では、医学の視点からこれ
らに関する現状の問題点をまとめた。医療従事者と労働政策に携わる人々が正しい知識と問題点を共有でき
る１冊だ。

¥4,600(＋税)

著編者名

働き方改革時代の高齢者の健康と労働
中外医学社

CPX・運動療法ハンドブック　改訂4版　心臓
リハビリテーションのリアルワールド

循環器疾患の病態解析や治療技術は著しく進歩し、心臓リハビリテーションについては社会的欲求の高まりと
共にその必然性が叫ばれ、日本循環器学会のガイドラインでも新たに項目が設けられた。そんななか、本書は
心肺運動負荷試験と運動療法の実際を“リアル”に解説し、多くの医師、スタッフから好評を得てきた。今版は
最新情報を盛り込み、さらにバージョンアップ。CPXを利用し尽くして、心血管疾患の病態を深く理解できる１冊
だ。

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

□

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三宅康史編著
9784498166103

本邦初 の「熱中症」ポケットマニュアル。 前半部分は、介護施設の職員、学校関係者・教師、マスコミ関係者、
スポーツコーチ、種々の安全管理担当者などの医療従事者以外でも活用できるチェックリストとなっており、熱
中症に関する基本的な知識や重要事項、知っておかねばならないポイントが一目でわかる。後半部分は、各
チェックリストに対応した解説パートとなっており、チェックリストの根拠や熱中症の疫学、メカニズムなどを学ぶ
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。

中外医学社 電子書籍

¥20,460(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

□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 2019年9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 2019年7月 商品コード 1030831534 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年7月 商品コード 1030831535 □ □

『脊髄損傷における排尿障害の診療ガイドライン（第2版）』（2011年）の全面改訂版。主な改訂内容：(1)主要な
項目に関する「総説」を追加。クリニカルクエスチョンと相まって内容の理解が深まるように配慮した。(2)「尿路
合併症の防止・（社会的）尿禁制の獲得・生活の質（QOL）の改善」を主なアウトカムとして設定し、これを実現
するようなガイドラインたることを目指した。(3)コストベネフィット・保険診療上の留意点にも言及した。

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。

不整脈の考えかた，治しかた
中外医学社 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水昭彦編著
9784498136564

著しい進歩ゆえ治療選択が複雑化した不整脈。常に最適な治療戦略を行ううえで、必須の基本的知識から、
検査、治療法を確定するに至るそもそもの考えかたなどを、各エキスパートが解説した。研修医や不整脈を苦
手とする若手医師にも理解しやすいよう、専門的過ぎる内容はあえて除き、現場で使える実践的な知識を凝縮
している。また、最新の不整脈非薬物療法ガイドラインも反映させ、必読の不整脈解説本となっている。

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。

□

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本排尿機能学会編,日本脊髄障害医学会編,

日本泌尿器科学会編,脊髄損傷における下部尿路機
能障害の診療ガイドライン作成委員会編

9784498064324

脊髄損傷における下部尿路機能障害の診
療ガイドライン　2019年版

中外医学社 電子書籍

¥11,880(＋税)
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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医学編 2019年9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 2019年8月 商品コード 1030831536 □ □

整形外科診療のためのガイドライン活用術
中山書店 電子書籍

¥29,040(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大川淳編,平田仁編
9784521747743

体幹・上肢・下肢の外傷・障害、骨粗鬆症、関節リウマチ、軟部腫瘍など、整形外科で扱う領域を幅広くカバー
し、標準治療を行うためのガイドライン活用法を各領域の第一人者が指南。国内のガイドラインが策定されてい
ない領域は海外のガイドラインや臨床研究などを踏まえ、最新のコンセンサスを解説。保存療法・手術療法を
交えて典型例、難治例で紹介するとともに、患者説明のポイントも提示、整形外科医必携のガイド。

冊子を購入または
発注の場合は、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。



Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 

■中山書店「内科学書」の特徴■ 
 現在、最も信頼に足る内科学書。情報は最新、ボリュームは最大。専門化、細分化した内科領域の

基礎を十分集約。 
 読者の利便性を考慮した7分冊！関連分野でまとめてあるので、効率的な学習が可能に！ 
 診断ポイントの明示、典型的な症例写真で“見てわかる”教科書を実現！ 
 単なる初見症状の羅列ではなく、「どうしてそうなるのか」がすぐわかる原因とメカニズムを十分に 

解説。 

疾患に至るまでの病態の解説が充実。学生・研修医にとって最適！ 
内科学テキストのスタンダードが5年ぶりの大改訂！ 

同時１アクセス(本体)：¥79,750 同時３アクセス(本体)：¥119,625 

冊子版ISBN： 9784521747491 商品コード：1030541561 

全6冊＋別冊（分売不可） 

内科学書 改訂第  版 9 

総編集 南学 正臣 

部門編集 伊藤 裕／大田 健／小澤 敬也 
下村 伊一郎／田中 章景／千葉 勉 
伴 信太郎／平井 豊博／深川 雅史 
福田 恵一／藤田 次郎／三森 経世 
持田 智／山田 俊幸／山本 和利 

 

 

編集協力 塩沢 昌英 

発行年 2019 

中山書店『内科学書』の第8→9 版はこう変わる！！ 
 

いま，最も信頼に足る内科学の教科書．専門化，細分
化した内科領域を集約。 
充実した病態生理の記述，豊富な鑑別診断の表と 
典型的な症例写真，検査や治療も丁寧に説明。    
第８版の約半分の記述を書き換え，さらに約100項目を
新設。 



Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 ※こちらは新刊ハイブリッドモデルの対象外のタイトルとなります。ご了承くださいませ。 

■朝倉書店「内科学 第11版」の特徴■ 
 デジタル付録 初登場。本文の理解を深め、広げる豊富なデジタル付録がウェブ上で閲覧可能（本

文500頁相当）。 
 さらに見やすく、わかりやすく進化を続ける内科学書。色分けや陰影で階層やまとまりを明確に表現。

記憶に残る表に。イラストとカラーコーディネイトの工夫で難しい図も理解しやすく。 
 医師国家試験出題基準の内科関連項目を網羅する決定版。時代の要請に応えて、新しく「心身医

学」「老年医学」の章が加わります。各論冒頭に「新しい展開」で第10版以降の各分野の進歩と変化
を解説。 

伝統と信頼の朝倉「内科学」待望の最新版がMeLにて発売開始!! 

同時１アクセス(本体)： ¥88,440 同時３アクセス(本体)： ¥176,880 

冊子版ISBN： 9784254322712 商品コード： 10305903654 

内科学 第11版 

総編集 矢﨑 義雄 

編集 赤司 浩一／渥美 達也／伊藤 裕 
稲垣 暢也／神田 隆／木下 芳一 
工藤 正俊／小室 一成／須永 眞司 
南学 正臣／長谷川 好規 
松本 哲哉／楽木 宏実 

発行年 2017年 

「朝倉内科」の改訂11版。オールカラーの写真や図表
と本文との対応が読みやすい決定版。国家試験出題
基準を網羅する内容。近年の研究の進展や発見を各
章冒頭の「新しい展開」にまとめる。高齢社会の進展な
ど時代の変化を踏まえて「心身医学」「老年医学」を独
立した章に。これからの内科医に要求される守備範囲
の広さに応えた。本文の理解を深め広げる図表やコラ
ム・文献，さらに動画など豊富なデジタル付録がウェブ
上で閲覧可能（本文500頁相当）。 
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