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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10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 1030990041 □ □

出版社

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 1030990042 □ □

出版社

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 1030990043 □ □

出版社

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 1030990044 □ □

科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはい
けないか

みすず書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池内了著
9784622088141

軍事研究には携わるべきではない、というのは科学倫理の重要テーマである。歴史考察からAI兵器まで若き科
学者に向けた書き下ろし。

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

アウシュヴィッツの巻物　証言資料
みすず書房 電子書籍

¥21,120(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ニコラス・チェア著,

ドミニク・ウィリアムズ著,二階宗人訳

9784622087038

絶滅収容所でガス室関連の強制労働をしたユダヤ人「ゾンダーコマンド」が埋めた手記類。戦後発掘され初め
て考察。

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

回想のケンブリッジ 政治思想史の方法と
バーク、コールリッジ、カント、トクヴィル、
ニューマン

みすず書房 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 半澤孝麿著
9784622088080

長年にわたり研究の第一線でひとすじに追い求める自由意志論のヨーロッパ政治思想史。美しい自伝的回想
記に導かれるモノグラフ集成。

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。

宗教事象事典
みすず書房 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
R・アズリア編,D・エルヴュー=レジェ編,

増田一夫編訳,伊達聖伸編訳,鶴岡賀雄編訳,
杉村靖彦編訳,長井伸仁編訳

9784622087984

宗教を既成事実、客観的な知として固定化することなく、さまざまな〈事象〉を通して現代の世界を考える。互い
に補完しあう67項目。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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10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 1030990045 □ □

出版社

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 1030990046 □ □

出版社

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 1030990047 □ □

出版社

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 1030990048 □ □

出版社

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 1030990049 □ □

確率・統計の基礎から、ミクロデータを用いた因果関係を識別するための手法、マクロデータを用いた時系列分
析手法の解説までを一冊で行います。学術誌に掲載された臨場感のある実証例とともに、計量経済学の手法
を学ぶことができます。実証例の一部や練習問題で用いるデータセット、分析コード例などウェブサポートも充
実。

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

□

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
西山慶彦著,新谷元嗣著,
川口大司著,奥井亮著

9784641053854

計量経済学 (ＮＬＡＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,800(＋税)

近年変化が激しく、また学問的にも重要性を増している国際経済法の学部生向けのテキスト。政府調達に関す
る協定の改正、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定（CPTPP〔TPP11〕）などをフォ
ローした最新版。

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。

条文から学ぶ 独占禁止法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
土田和博著,栗田誠著,

東條吉純著,武田邦宣著

9784641243149

独占禁止法を条文に沿って学習できる好評テキスト。豊富な判例・審決を紹介しながら条文の意味するところ
を丁寧に解説。その正確な理解とともに、実際に問題に取り組む際のバランス感覚を身につけることができる。
確約手続の導入や各種ガイドラインの改訂にも対応。

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。

□

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中川淳司著,清水章雄著,

平覚著,間宮勇著

9784641046832

国際経済法〔第3版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,580(＋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。

ロボット・ＡＩと法
有斐閣

著編者名 弥永真生編,宍戸常寿編
9784641125964

ロボット・人工知能の進展がもたらす社会の変化に期待が高まる一方で、その悪影響も懸念されている。本書
は、現在生起しつつある問題から近未来に起きうる問題までを視野に入れ、法学からの知見を提示するもので
ある。

電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

地方財政健全化法とガバナンスの経済学 
制度本格施行後10年での実証的評価

有斐閣 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 赤井伸郎著,石川達哉著
9784641165458

地方財政健全化法の本格施行から10年。4つの健全化判断比率に基づく現行制度は自治体の財政健全化に
寄与したのか？　制度の丁寧な解説とともに、データ・事例の丹念な考察と緻密な実証分析によって、同法の
ガバナンス効果を解明し、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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  4  -

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



人文社会編 2019年10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 1030990050 □ □

潜在認知の次元 しなやかで頑健な社会を
めざして（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 下條信輔著
9784641174474

「想定外」に柔軟に対応できる社会とは？ヒトの本性である潜在認知を長年研究した著者が、豊富な知見に基
づき「心理リアリティ」「シェアドリアリティ」などの切り口で「逆応用科学」のアプローチを提案します。普遍的な社
会課題への示唆に富む渾身の書。

（著作権の都合により、一部画像がないページがあります）

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。

-  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10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 1030990051 □ □

出版社

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 1030990052 □ □

出版社

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 1030990053 □ □

出版社

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 1030990054 □ □

出版社

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 1030990055 □ □

近世地方寺院経営史の研究
吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中洋平著
9784642034968

近世寺院には、宗判・葬祭を媒介とした寺檀制度の枠外にあった小規模仏寺が多数存在した。それらはいかに
経営を成り立たせ、存続しえたのか。関東地域の祈禱・修験・無住寺院を中心に、宗教・金融・土地集積など多
様な活動を検討。寺門の経済的営為を総合的に把握することで、その存立基盤である地域社会の実態と寺院
の維持・展開との関係に迫る。

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。

〈謀反〉の古代史 平安朝の政治改革 (歴史
文化ライブラリー 487)

吉川弘文館 電子書籍

¥5,610(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 春名宏昭著
9784642058872

天皇主導の時代から、貴族が主役の時代へ―。平安時代前期、充実した国政運営が進展する一方で、承和
(じょうわ)の変をはじめとする謀反が頻発した。国家が発展して、なぜ政治的混乱が起こるのか。有能な官僚に
よる「良吏(りょうり)政治」の下で変質する天皇のあり方や、貴族と天皇の君臣関係を読み解き、政治を動かす
巨大なエネルギーの実態を浮き彫りにする注目の書。

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

麦・雑穀と芋 (日本の食文化 3)
吉川弘文館 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小川直之編
9784642068383

麦・粟(あわ)・稗(ひえ)などの雑穀と芋類、豆類は日々の食を支え、救荒食ともなった。地方色豊かな雑穀と芋
の食べ方、麺類やオヤキなどの粉食から、多様な主食・常食のあり方を示す。大豆の加工品である納豆と豆腐
も取り上げる。

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

池田綱政 元禄時代を生きた岡山藩主
吉川弘文館 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 倉地克直著
9784642083591

明君と知られた父光政と比較され、「不学文盲短才」ときびしい評価を受けてきた岡山藩池田家の二代目当
主。だが実際は、父の成果を引き継ぎながら、大規模新田の開発、閑谷学校の整備、後楽園の造営など優れ
た事蹟もある。度重なる洪水・飢饉、財政難にも苦しみながら、時代に呼応した統治をすすめた人物像を、社会
の変化とともに明らかにする一冊。

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。

鎌倉幕府の転換点 『吾妻鏡』を読みなおす 
(読みなおす日本史)

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 永井晋著
9784642071086

鎌倉幕府の歴史は、正史『吾妻鏡』にいかに叙述されているのか。源平合戦、御家人の抗争、北条氏の権力確
立などを年代順に辿り、『吾妻鏡』の記述と京都の公家・寺院の記録を比較検証。何が事実であったかを読み
解く。

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

□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10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 1030990056 □ □

2014年、日本創成会議のレポートが全国に大きな衝撃を与えた。出生率の低い東京圏への若い女性の流入が
深刻な人口減少をもたらし、多くの自治体が消滅する可能性がある――。これを受けて安倍政権が打ち出した
「地方創生」政策に、地方自治体はどう対応していったのか。丹念な調査を通じて自治体現場の声を掬い上
げ、これからの地域政策を構想する。

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。

地方創生を超えて──これからの地域政策
岩波書店 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小磯修二著,村上裕一著,

山崎幹根著

9784000238953

□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 

-  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10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 1030815335 □ □

出版社

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 1030815336 □ □

出版社

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 1030815337 □ □

美しい日本語　荷風　Ⅰ　季節をいとおしむ
言葉

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
永井荷風著,

持田叙子編著,髙柳克弘編著

9784766426168

永井荷風の生誕140年、没後60年を記念して、荷風研究の第一人者で作家・持田叙子、気鋭の俳人・髙柳克弘
が、荷風の美しい日本語を詩・散文、俳句から選りすぐり、堪能できる全三巻のアンソロジー。

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。

フィンテックの経済学
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
嘉治佐保子編,中妻照雄編,

福原正大編

9784766426137

フィンテックの基礎知識や市場に与えるインパクト、法規制の問題に至るまで網羅的に解説するテキスト。金融
論研究者や大手金融機関の実務家、官庁エコノミスト、法務専門家などの多彩な講師陣がアカデミックなレベ
ルで概観する決定版！

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。

小津安二郎　サイレント映画の美学
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥12,980(＋税)

著編者名 滝浪佑紀著
9784766426199

□

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

ハリウッド映画の影響およびサイレント映画美学という観点から検証。若き日の小津はアメリカ映画からなにを
学んだのか？ 1920年～30年代にグローバルな規模で共有されていたサイレント映画美学の地平で、小津映画
の達成を明らかにする。

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。

□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10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 1030990057 □ □

出版社

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 1030990058 □ □

出版社

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 1030990059 □ □

出版社

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 1030990060 □ □

出版社

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 1030990061 □ □
松尾隆策著,山口三十四著

9784326504633

一般的公共施設とは異なる機能的特徴と制度的特徴を有する道の駅は、今後の日本の経済成長政策の中心
的施設として期待されている。本書では、道の駅の経済的機能と地域に果たす公益的機能である防災機能の
分析を行い、その効果を経済波及効果として分析する。日本の地域振興さらには経済発展の方向性を示すこと
を目指す。

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。

□

¥3,200(＋税)

道の駅の経済学 地域社会の新興と経済活
性化

勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名

なぜ民主化が暴力を生むのか 紛争後の平
和の条件

勁草書房 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中（坂部）有佳子著
9784326302819

内戦がいったん終結した紛争後社会では、政治的競争を非暴力化するために選挙が実施されることが多い。し
かし、その後も政治的暴力はしばしば繰り返されてきた。暴力を統制する国家能力も射程に入れつつ、政治暴
力の因果メカニズムを計量分析、ゲーム理論、東ティモールの事例分析で明らかにして、平和の条件を導き出
す。 

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

冊子購入確認

著編者名
エマヌエーレ・コッチャ著,

嶋崎正樹訳,山内志朗解説

種が落ちた場所から動くことなく一生を過ごす植物は、光合成により酸素を作り出し、あらゆる生物が住まう環
境を整える。つまり植物は世界と溶け合い、世界を作り出し、世界に存在している。動物の哲学も存在論的転
回もやすやすと超えて、植物の在り方から存在論を問い直す哲学エッセイ。モナコ哲学祭賞受賞作。山内志朗
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。

9784326154616

世界を満たす論理 フレーゲの形而上学と方
法

勁草書房 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒畑靖宏著
9784326102761

数理論理学の創始者、分析哲学の祖･･･といった歴史的レッテルを貼られ、別人であるかのように扱われてい
る数学者・論理学者としてのフレーゲと哲学者としてのフレーゲ、両ペルソナを形而上学という観点から統合す
る。数学の哲学における彼の論理主義は別の意味での論理主義、より包括的な形而上学的理念「汎論理主
義」の帰結であった。

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

植物の生の哲学 混合の形而上学
勁草書房 電子書籍

¥10,120(＋税)

日本人は右傾化したのか デ－タ分析で実
像を読み解く

勁草書房 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田辺俊介編著
9784326351794

近年、世界各地でナショナリズムが噴出しているように見える。では日本でもナショナリズムが高まっているの
か。2009年、2013年、2017年に行われた全国調査を分析し、右傾化の真相を「見える化」する。そこから導き出
されるのは、日本人の右傾化は一部にとどまるが、階層格差がナショナリズムによって隠蔽される可能性だ。

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。

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 

-  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10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 1030990062 □ □

出版社

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 1030990063 □ □

出版社

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 1030990064 □ □

出版社

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 1030990065 □ □

教育格差のかくれた背景 親のパーソナル
ネットワークと学歴志向

勁草書房 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒牧草平著
9784326603190

親の地位や豊かさが教育格差を生むというのは定説だが、その理由は明らかにされていない。本書は、従来の
枠をこえて親の交際相手について調査した結果から、親族やママ友などの学歴や考え方が親の学歴志向を媒
介して関与していることを実証的に析出する。教育格差の生成メカニズムに迫り、親への支援に結び付けようと
する意欲的研究。

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。

変貌するコーポレート・ガバナンス 企業行動
のグローバル化，中国， ESG

勁草書房 電子書籍

¥15,620(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 花崎正晴編著
9784326504640

ストック・オプション、ビジネスの多角化、投資行動の多様化といった日本企業において過去20年程度の期間に
わたり展開されてきた企業行動の新潮流とコーポレート・ガバナンスとの関係、経済発展を続ける中国のコーポ
レート・ガバナンス、そして企業のサステナビリティに対する取組姿勢に関する問題という新たな視点に焦点を
当てる。

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。

地域医療と多職種連携
勁草書房 電子書籍

¥15,620(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井博之著
9784326701100

多職種連携はどのような要因により促進／阻害されるのか。IPEは連携状況にどのような効果をもたらしうる
か。多職種連携を個人の認識や能力ではなく、地域や集団のもつ特性として測定する尺度を開発・検証。農村
地帯と都市のベッドタウン・中小工業地帯にそれぞれ位置する医療機関をフィールドに、多職種連携に影響す
る要因に迫る。

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。

子育てをめぐる公私再編のポリティクス 幼
稚園における預かり保育に着目して

勁草書房 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水美紀著
9784326603206

幼稚園の「預かり保育」は、子育ての位置づけを私的領域／公的領域のどちらに置くか、というせめぎ合いの
中で誕生した。その背景に潜むポリティクスの変化を、1990年代以降の政府の審議会の政策言説分析により
明らかにする。同時に、保育者と母親たちへのインタビュー調査により、育児の当事者の意識や葛藤を重層的
に捉える。

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。

-  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10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 1030990066 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、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

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。

アメリカ高齢者法（アメリカ法ベーシックス
12）（※）

弘文堂

著編者名 樋口範雄著
9784335303821

すさまじい速さと深刻さを抱えて進展する超高齢社会の中で、一人一人が充実した高齢期を生きられるよう
「法」にできることは何か？　アメリカでは、早くから高齢者法の重要性に注目し、医療、住まい、年金、財産承
継、生前信託、就労、虐待などの問題に対応する仕組みを作り上げてきています。日本にも不可欠な高齢者
法。超高齢社会に必至なプランニングと支援のあり方を知り、今後の方策を考えるための必読書です。

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。

電子書籍

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋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 

-  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10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2月 商品コード 1030990067 □ □

出版社

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 1030990068 □ □

出版社

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 1030990069 □ □

出版社

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 1030990070 □ □

出版社

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 1030990071 □ □

9784502308710

前著『消費税の政治力学』に続き、2012年～2016年における安倍政権下での消費税率の議論について、丹念
にリサーチ。政府・与党、野党、利益集団、マス・メディアの動向をもとに、消費税率引き上げに関する政治過程
を詳細に分析しています。消費税増税について、そもそもの議論を振り返るという点でも、多くの方に読んでい
ただきたい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。

消費税「増税」の政治過程
中央経済社 電子書籍

¥9,460(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩﨑健久著

著編者名 曽根秀一著
9784502299810

世界最古の企業である金剛組をはじめ、竹中工務店など超長寿老舗宮大工企業は、いかにして伝統的技能を
継承しつつ、時代の変化に対応して存続しえたのか。存続（あるいは衰退）のメカニズムを、ビジネスシステム
の理論を応用した、経営学と経営史学の融合によって解き明かします。老舗研究の新たな地平を切り拓いた一
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。

少子高齢化や人口減少といった社会環境の急激な変化によって、わが国の公共サービスを提供する公的組織
の社会的な重要性は増加し続けており、それに伴い公的組織における会計情報が充実してきています。しか
し、情報をどう利用するかについては、必ずしも整理されていないのが現状です。そこで本書は、読者がその利
用方法について理解を深めることを重視し、公的組織における財務分析の基本的な考え方と事例を解説してい
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。

老舗企業の存続メカニズム
中央経済社 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥3,800(＋税)

公会計テキスト
中央経済社 電子書籍

¥5,720(＋税) □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 黒木淳編著

冊子購入確認

著編者名 白貞壬著
9784502298615

市場飽和化により国外に成長を求め続ける先進諸国の先端国際小売企業は、新興国に革新的な小売業態を
持ち込んで現地環境に適応しながら、規模の経済性に基づく競争優位に立とうとします。一方で、現地の新しい
需要を引き起こす能力で競争を勝ち抜き、国際小売企業に成長する現地新生小売企業も存在します。本書で
は、この2つの企業主体が競争的相互作用プロセスのなかで、どのように進化・発展していくのかを明らかにし
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。

9784502295218

東アジアのケーブルテレビ
中央経済社 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米谷南海著
9784502289118

日本・韓国・台湾のケーブルテレビは、どのように生成・発展してきたのか。それぞれの国・地域におけるケーブ
ルテレビ事業史を政府企業間関係論的視座から紐解き、ケーブルテレビ事業者の社会的役割がどのように生
成・発展・変容・消滅・転換してきたのかを詳述した労作です。著者は、一般財団法人マルチメディア振興セン
ター研究員、東京都市大学非常勤講師で、メディア産業論および情報政策論を専門としています。

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。

小売業のグローバル・イノベーション
中央経済社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋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 

-  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10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 

-  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10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 1030990072 □ □

出版社

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 1030990073 □ □

出版社

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 1030990074 □ □

出版社

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 1030990075 □ □

出版社

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 1030990076 □ □

団塊からデジタルネイティブまで、世代別の意識と20年の変化が1冊でわかる！　1万人の時系列データからわ
かる日本の消費者。

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

日本の消費者は何を考えているのか？　 二
極化時代のマーケティング（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松下東子著,林裕之著,

日戸浩之著

著編者名 高辻成彦著
9784492602294

財務三表の見方とやさしい財務分析を100項目で解説。会社の状況がひと目でわかるようになり、経済ニュー
スの理解も深まる。

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。

9784492557907

□

¥3,400(＋税)

全米大論争、国会で議論白熱の「MMTのバイブル」待望の邦訳！いち早く日本に紹介した中野剛志氏と、「反
緊縮」の松尾匡氏のW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。

ＭＭＴ現代貨幣理論入門（※）
東洋経済新報社

著編者名
Ｌ・ランダル・レイ著,

中野剛志解説,松尾匡解説

9784492654880

電子書籍

決算書100の基本（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税)

¥11,220(＋税)

冊子購入確認

サードドア 精神的資産のふやし方（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税)

ビル・ゲイツ、レディーガガなど、世界屈指の成功者に自分らしい人生の始め方を突撃取材し教訓をまとめた、
稀有な19歳の冒険物語。

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

□

9784492046531

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アレックス・バナヤン著,

大田黒奉之訳

冊子購入確認

「会社四季報」業界地図　2020年版（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,290(＋税) □

『会社四季報』記者が172業界4030社の今を読み解く。信頼を集め、読み継がれて9年連続売り上げNo.1！ 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492973288

□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10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 1030990077 □ □

出版社

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 1030990078 □ □

出版社

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 1030990079 □ □

ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）概論 ～誕生
背景から今後の改善まで、この１冊でわか
る～（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,029(＋税) □

¥2,130(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本証券業協会著
9784492961650

2014年にスタートしたNISA制度は、その後のジュニアNISA、つみたてNISAの導入もあって、今や国民に広く利
用される制度に成長しつつある。本書は、そのNISA制度の導入以前から現在に至るまでの、NISA制度に係る
政府並びに証券業界及び金融界の様々な取組みについて、日本証券業協会の知見を最大限に活かし、可能
な限り体系的に取りまとめたものである。

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。

政策をみる眼をやしなう（※）
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
京都大学経済研究所附属先端政策

分析研究センター編,佐和隆光著,諸富徹著

9784492961674

「政策」とは何か。メディア、財政金融政策、第4次産業革命等の多様なパースペクティブから、先端的課題に
今、鋭く問いかける。

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。

イノベーションの長期メカニズム 逆浸透膜
の技術開発史（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤原雅俊著,青島矢一著
9784492534113

逆浸透膜の技術開発プロセスの歴史的分析を通じて、長期にわたってイノベーション活動が継続するメカニズ
ムを明らかにする。

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。

-  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10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 

-  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10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 1030990080 □ □

出版社

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 1030990081 □ □

出版社

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 1030990082 □ □

出版社

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 1030990083 □ □

出版社

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 □ □

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。

史料が語るノモンハン敗戦の真実
勉誠出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阿羅健一著
9784585222507

ノモンハンは大東亜戦争の縮図。ソ連・蒙古軍の仕掛けた「戦争」であり、関東軍が勝手に暴走、開戦した戦い
ではない。関東軍と軍中央は、互いに任務を果たすべく、立場の違いから対立が生じた。関東軍苦闘の最中、
軍中央は不拡大方針で、ドイツに関心を向け、独ソ不可侵条約締結を見抜けず、関東軍は大敗したと思い込
み、停戦の翌日の、ソ連のポーランド進攻計画を読めなかった。スターリンの策略にしてやられた戦いだった。

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。

戦国期武田氏領の研究 軍役・諸役・文書
勉誠出版 電子書籍

¥26,950(＋税) □

¥9,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴辻俊六著
9784585222484

戦国期の大名権力の実態を探る。戦国期における武田氏の領国支配の構造はいかなるものであったのか。権
力基盤を構成していた家臣団及び在郷の諸階層による軍役・諸役の実態解明、当主発給文書や家臣団による
文書の検討、さらには武田氏との関係を有する諸家の文書群への着目など、多面的な視角から、個別研究を
総合する視点を提示する。長年にわたる史資料の博捜とその知見から武田氏研究を主導してきた著者による
待望の一書。

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。

鉄幹晶子全集　別巻5 拾遺篇―昭和期短
歌　上

勉誠出版 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 逸見久美他編
9784585010906

与謝野寛と晶子が生前発表したすべての単行本を編年体で刊行した、初の夫婦全集、「鉄幹晶子全集　全32
巻」（本文篇31巻＋全歌集五句索引篇）。その完結ののち、単行本未収録の作品群をまとめる「鉄幹晶子全集
別巻」、刊行開始。短歌、詩（漢詩を含む）、小説、評論、随想、童話、古典翻訳など、単行本未収録作品から没
後発見の貴重な資料までを網羅する。「別巻5　拾遺篇―昭和期短歌 上」では、昭和元～6年に発表された、単
行本未収録の短歌作品を掲載。ふたりの作品を完全な発表順で配列した。

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。

発見！　ユダヤ人埴輪の謎を解く
勉誠出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中英道著
9784585222521

衝撃の古代史！高い帽子、伸びた髭、豊かなもみあげをもつユダヤ人埴輪が多数出土している。それは秦氏一族で
ある。形象学・遺伝子学・文献学から実証解明する。戦後、日本文化は朝鮮・中国から来た、という考え方が研究者に
よって植えつけられました。秦氏は新羅出身であるとか、中国からやって来たと、一般に考えられていますが、そうで
はないのです。なぜDNA鑑定で、日本人がユダヤ人に近いD2があるのか。それがユダヤ人埴輪の存在で、初めて跡
付けられました。どうして日本人と朝鮮、中国の文化とが異なるのか、わかったのです。

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

□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 

-  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10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 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 □ □

出版社

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。

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。

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。
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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10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10月 商品コード 1030990084 □ □

出版社

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 1030990085 □ □

出版社

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 1030990086 □ □

出版社

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 1030990087 □ □

出版社

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 1030990088 □ □

例題でわかる工業熱力学(第2版)
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
平田哲夫著,田中誠著,

熊野寛之著

9784627673427

熱力学第一法則、第二法則などの基礎理論から各種ガスサイクルのしくみまで、分野全般をわかりやすく説明
した入門テキスト。今回の改訂では、フルカラー化により、熱の動きや圧力、温度の高低が直観的にイメージで
きるようになり、さらに理解しやすくなりました。説明の所々に例題が入り、また章末には演習問題も入っている
ので、理解度を確認しながら学べ、初学者に最適です。

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。

基礎から学ぶ半導体電子デバイス
森北出版 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大谷直毅著
9784627776210

半導体の概念からデバイスの基本動作までを丁寧に解説。物理現象を順を追って平易に説明していますので、
ミクロな現象の本質を定性的に理解できます。数式の展開を丁寧にするとともに、正孔の概念、価電子帯のエ
ネルギーの向きの解釈など、省略されがちな内容を多くの付録にまとめていますので、しっかり勉強したい方、
理解をいっそう深めたい方にも最適です。

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。

はじめて自動制御を学ぶならこの一冊！　長年多くの学校で使われてきたロングセラーテキストの新装版。本
書は、自動制御理論の中で最も基本となるフィードバック制御を主題としたテキストです。数学的な基礎から制
御系設計までを通して説明しています。例題・演習問題を解きながら基礎事項を一つずつ習得できるので、初
学者だけでなく、独習や学び直しの用途にもおすすめです。新装版では紙面を一新して、図表を見やすくしまし
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。

自動制御理論(新装版)
森北出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口龍雄著
9784627726420

機械力学(第2版)
森北出版 電子書籍

¥6,325(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 末岡淳男著,綾部隆著
9784627605527

数多くの例題を解いて考え方を身につける、初学者向けの入門テキストです。前半は、基礎事項をくわしく説明
し、運動の力学の考え方を順序立てて学びます。後半は、仕事とエネルギーや、解析力学(ラグランジュの運動
方程式)の考え方を導入し、1自由度振動や実際の回転機械のスムーズな理解を目指します。第2版では紙面を
一新し、例題・演習問題と詳細解答を充実しました。

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。

例題で学ぶ 図学(新装版) 第三角法による
図法幾何学

森北出版 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊能教夫著,小関道彦著
9784627667327

投影の考え方を軸にして、「なぜそうなるか」をわかりやすく解説した入門書です。直線や平面といった単純な形状の投影か
らスタートして、切断・相貫・展開といった、立体形状の表現方法を解説します。自分の手で作図しながら読み進めることで、
たしかな図形把握能力・空間把握能力を養うことができます。丁寧な説明に加え、例題や練習問題も豊富に盛り込まれてい
るので、はじめての方でも無理なく学ぶことができます。多くの学校で採用されている、好評のテキストです。このたびの新
装版では、レイアウトを一新して、より見やすく、使いやすくなりました。

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

□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10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 1030990089 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990090 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990091 □ □

食品の安全性に関する最新の情報を記載し、図表を多用して解説。管理栄養士国家試験ガイドライン準拠。　
〔内容〕食品衛生と法規／食中毒／食品による感染症・寄生虫症／食品の変質／食品中の汚染物質／食品添
加物／食品衛生管理／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。

スタンダード人間栄養学　食品の安全性　
（第2版）（※）

朝倉書店 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
上田成子編,桑原祥浩著,鎌田洋一著,澤井淳著,

高鳥浩介著,高橋淳子著,高橋正弘著

9784254610635

エネルギー・リスクマネジメントの数理モデ
ル　【確率工学シリーズ　2】（※）

朝倉書店 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中誠著,髙嶋隆太著,

鳥海重喜著

9784254275728

エネルギー分野の不確実性のもとで適切な意思決定を導く数理的手法。　〔内容〕確率計画法の基礎／2段階
確率計画問題の解法／リスクマネジメント／ロバスト最適化／リアルオプション／応用事例（小売電気事業者
の電力調達、電源投資他）

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

幾何学百科ＩＩ　幾何解析
朝倉書店 電子書籍

¥24,090(＋税) □

¥7,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
酒井隆著,小林治著,芥川和雄著,

西川青季著,小林亮一著

9784254116175

偏微分方程式と密接な関係をもつ微分幾何学の諸相を、基礎編の「リーマン幾何速成コース」および4章からな
る発展編によって概観。　〔内容〕リーマン幾何速成コース／相対論／山辺の問題と山辺不変量／調和写像／
リッチフローと複素幾何

冊子を購入または
発注の場合は、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10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10月 商品コード 1030990092 □ □

出版社

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 1030990093 □ □

出版社

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 1030990094 □ □

出版社

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 1030990095 □ □

出版社

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 1030990096 □ □

徹底攻略 Java SE 11 Silver 問題集[1Z0-
815]対応(仮)

インプレス 電子書籍

¥11,154(＋税) □

¥3,380(＋税) 冊子購入確認

著編者名
志賀澄人著,

株式会社ソキウス・ジャパン編

9784295007623

オラクル社が実施するJava資格「Oracle Certified Java Programmer」の中で中級レベルの「Silver」試験の対策
問題集。2019年6月27日にリリースされたJava SE 11に対応し、7刷まで刷を重ねた前版を改訂しました。「合格
に必要な基礎力を養う問題」＋「解答・解説」の構成で、教科書が無くても基本知識が身につきます。総仕上げ
問題2回分を掲載。

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。

徹底攻略 情報処理安全確保支援士教科書 
令和2年度

インプレス 電子書籍

¥9,504(＋税) □

¥2,880(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀬戸美月著,齊藤健一著
9784295007616

情報処理安全確保支援士の定番参考書！　やさしくていねいな解説、しっかり出題範囲を網羅する王道の教科
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。

#なんでもない日常に物語を CURBON 写真
の教室

インプレス 電子書籍

¥5,610(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 CURBON著
9784295006589

SNSや人気写真学びサイト「CURBON」で講師として活躍する人気フォトグラファー陣が、感受性を活かしなが
ら、日常のシーンに物語が生まれるような写真を撮るための基本や撮影・編集・見せ方のノウハウを解説してい
きます。写真の色味や雰囲気が変わる、本書オリジナルのプリセットデータ付き（ダウンロード）。

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。

必携 インターネット広告 プロが押さえてお
きたい新常識

インプレス 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会（JIAA）著
9784295007401

変化が激しく成長性の高いインターネット広告の世界だからこそ、細かな技術のトレンドやノウハウではなく、本
質的な思考こそが求められています。本書は、媒体社や広告会社などからなる業界団体「日本インタラクティブ
広告協会（JIAA）」が、ネット広告の社会的意義や品質向上への取り組みについてまとめた一冊です。

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

できる Google for Education クラウド学習
ツール実践ガイド

インプレス 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
株式会社ストリートスマート著,

できるシリーズ編集部著

9784295007548

教育現場でGoogle for EducationとChromebookを利用したいと思っている教職員を対象とし、校務を省力化す
るツール（管理・メール・カレンダー・Classroom）の使い方と対話的な学びの場に活用できるツール（ドキュメン
ト、フォーム）の活用方法をレッスンで丁寧に紹介します。

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

□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 2019年10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10月 商品コード 1030990097 □ □

出版社

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 1030990098 □ □

出版社

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 1030990099 □ □

出版社

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 1030990100 □ □

出版社

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 1030990101 □ □

出版社

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 1030990102 □ □

できるfit ドコモのiPhone 11/11 Max/11 R 
基本&活用ワザ

インプレス 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
法林岳之著,橋本保著,清水理史著,

白根雅彦著,できるシリーズ編集部著

9784295007685

話題の新iPhone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。

スラスラ読める PHP ふりがなプログラミング
インプレス 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ピクシブ株式会社監修,

リブロワークス著

9784295007678

「ふりがなプログラミング」シリーズ第6弾はPHP。WordPressでも使われている、根強い人気言語をやさしく解説
します。入門者や挫折経験のある初学者がプログラミング書を読んで感じることが多い「書いてあるコードを入
力しているだけで、自分がいま何をしているのかわからない」ということがない構成にしています。監修者は
「pixiv(ピクシブ)」の宇佐美健太氏と北野貴章氏。

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

一生役立つ言葉づかい帖（できる for 
Woman）

インプレス 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉田裕子著
9784295007661

著者は、10万部超のベストセラーを2点も世に送り出した吉田裕子氏！女性をターゲットにした語彙力＆フレー
ズ力のアップにつながる言葉づかいの実用書。主にビジネスシーンで活用できる言葉づかいのバリエーション、
語彙、モノの言い方、目的やシチュエーション別に分類して数多く紹介します。収録フレーズ600超を予定。

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。

技術はないけど、夢はある！ 森下えみこの
こういう写真て、どう撮るの？

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
森下えみこ監修,上田晃司著,

コムロミホ著

9784295007494

コミックエッセイで人気の森下えみこ氏×プロ写真家の上田晃司氏＆コムロミホ氏！森下氏が抱える写真・カメ
ラの悩みと解決方法を、全編を通じて軽妙かつユーモアのあるタッチの漫画で解説します。

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。

Ansible実践ガイド 第3版（impress top gear）
インプレス 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
北山晋吾著,佐藤学著,

塚本正隆著,畠中幸司著,横地晃著

9784295007647

オープンソースの構成管理ツールの一つであるAnsibleの基本的な使い方から、アプリケーションデプロイメント
の自動化や、クラウドAPIとの連携などの応用的な使い方をまとめた実践ガイドです。最新バージョンの2.8に対
応するほか、Azureとの連携、ネットワーク機器の設定、Windowsサーバーの解説も追加。Linux環境も最新の
CentOS 7.5に対応します。

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。

合格しようぜ!宅建士2020 基本テキスト音声
35時間付き

インプレス 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大澤茂雄著
9784295007630

セミナー実績十分の著者による、メリハリが効いてリズムよく読み進めやすい「本文+会話文」形式の本文と、挫
折を防ぎ楽しく学習を進められる音声講義で、効率的に合格力を身に付けられます。無料特典として全文PDF
＆スマホ問題集付き。着実にユーザーを拡げているシリーズです。民法改正に完全対応。

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。
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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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理工学編 2019年10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10月 商品コード 1030990103 □ □

出版社

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 1030990104 □ □

出版社

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 1030990105 □ □

出版社

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 1030990106 □ □

出版社

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 1030990107 □ □

出版社

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 1030815338 □ □

見ひらきで学べるJavaプログラミング
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
古井陽之助著,神屋郁子著,

下川俊彦著,合志和晃著

9784764905979

プログラミングをまったく知らない初学者でも挫折しないよう、語りかけるようなやさしい文章で解説する。1つの
話題が見開きで完結しており、ステップバイステップで学べる。また、側注で用語等の解説を行い、発展的な話
は、「発展」と宣言することにより、不安感を取り除くよう工夫した。

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。

できるポケット Word&Excel困った！ &便利
技 340 Office 365/2019/2016/2013対応

インプレス 電子書籍

¥4,224(＋税) □

¥1,280(＋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

9784295007739

『できるWord&Excelパーフェクトブック 困った! &便利技 Office 365/2019/2016/2013対応』のポケット版が登場。 冊子を購入または
発注の場合は、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 Excel困った！ &便利技 300 
Office 365/2019/2016/2013/2010対応

インプレス 電子書籍

¥2,904(＋税) □

¥880(＋税) 冊子購入確認

著編者名
きたみあきこ著,

できるシリーズ編集部著

9784295007722

『できるExcelパーフェクトブック 困った!&便利ワザ大全 Office 365/2019/2016/2013/2010 対応』のポケット版
が登場。

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

できるOutlook 2019 時短の基本が身に付く
本 Office 2019/Office365両対応

インプレス 電子書籍

¥4,884(＋税) □

¥1,480(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山田祥平著,

できるシリーズ編集部著

9784295007715

「できるOutlook 2016」の改訂版。最近の流行やユーザーの実情を踏まえて、ビジネスシーンでの利用を想定し
て内容を構成します。特典として、Z折りの折り込み1枚で、アウトルックの機能を一覧でまとめたクイックガイドを
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。

できるfit ソフトバンクのiPhone 11/11 
Max/11 R 基本&活用ワザ

インプレス 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
法林岳之著,橋本保著,清水理史著,

白根雅彦著,できるシリーズ編集部著

9784295007708

話題の新iPhone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。

できるfit auのiPhone 11/11 Max/11 R 基本
&活用ワザ

インプレス 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
法林岳之著,橋本保著,清水理史著,

白根雅彦著,できるシリーズ編集部著

9784295007692

話題の新iPhone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。
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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10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 1030815339 □ □

出版社

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 1030815340 □ □

マインドインタラクション　AI学者が考える≪
ココロ≫のエージェント

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 山田誠二著,小野哲雄著
9784764905955

第3次AIブームが起こり、現在はAIの活用に関心が移りつつある。著者らはHAI（ヒューマンエージェントインタラ
クション）と呼ばれる、擬人化エージェント（ロボットやAI）と人間の相互作用を研究しており、本書ではこのHAI研
究を通じてAIにココロを持たせる（持っているように思わせる）デザインとその効果を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。

黄金比　美の数学的言語
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
フェルナンド・コルバラン著,

柳井浩訳

9784764905962

数学上の“特別な数”のひとつ「黄金比」。本書は、科学や芸術の分野に登場する数多くの黄金比を歴史的に展
望するとともに、動植物の形態学において果たす役割についても解説している。また、建築物、絵画、クレジット
カード、ゲーム盤など実例をたくさん挙げ、当該図版も用いてその魅力を詳説している。さらには、立体幾何学
やフラクタル理論など現代の数学理論との関連性も述べている。

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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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10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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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10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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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10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

-  27  -

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



理工学編 2019年10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 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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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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理工学編 2019年10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10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10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 1030990108 □ □

出版社

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 1030990109 □ □

出版社

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 1030990110 □ □

出版社

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 1030990111 □ □

出版社

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 1030990112 □ □

ケーススタディでよくわかる学生とのコミュニ
ケーション（※）

化学同人 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西澤幹雄著
9784759819984

最近、研究室でのトラブルやハラスメント事案が増えてきたと感じていませんか？　実際、理系研究室の関係す
るトラブルは統計的にも増加傾向にあります。ハラスメントを避けながら、どのようにして学生に研究を指導した
らよいのでしょうか？　本書は、研究を指導する教員とそれをサポートするスタッフのために書かれています。豊
富なケーススタディを通して、良好な学生－教員関係を築くヒントを見つけましょう。

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。

CSJカレントレビュー 33 超分子ポリマー
（※）

化学同人 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813937

材料開発において注目されている「超分子ポリマー」について、自己組織化、超分子ポリマーの基礎、歴史、高
次・精密組織構造形成や、応用材料開発など最新の研究を紹介する。進歩が著しいこの分野について、超分
子や自己組織化の基礎と超分子ポリマーの最先端を同時に学ぶことができるバイブルとなる一冊。

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。

大学院をめざす人のための有機化学演習
（※）

化学同人 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東郷秀雄著
9784759819847

大学院入試をめざす学部3・4年生が、基本をざっとおさらいし、院試の基本問題レベルから、大学院レベルの実
戦的問題にも取り組み、院試に合格できる実力をつけることができる最新の演習書。

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。

大英自然史博物館　珍鳥標本盗難事件　　
なぜ美しい羽は狙われたのか（※）

化学同人 電子書籍

¥7,370(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カーク・ウォレス・ジョンソン著,

矢野真千子訳

9784759820133

2009年6月。ロスチャイルド家がヴィクトリア時代に創設した博物館から、約300羽の鳥の標本が消えた。世にも
美しい鳥が行きついた先は、希少な羽で毛針を制作する愛好家たちの世界だった！この突拍子もない盗難事
件を偶然知った著者は、最初は好奇心から、やがては正義感から、事件の調査に乗り出す。羽毛をめぐる科学
史と文化史、毛針愛好家のモラルのなさと違法取引、絶滅危惧種の保護問題、そして未来へのタイムマシンと
なりうる標本と、それを収集・保存する博物館の存在意義。スピーディーに展開される犯罪ルポルタージュ。

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

人体、なんでそうなった？（※）
化学同人 電子書籍

¥6,380(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ネイサン・レンツ著,

久保美代子訳

9784759820102

人間の体には驚異的な複雑性や無数の細胞が備わっている一方で、多くの欠点が残されたまま進化している点を指摘する本。具体的に
は、網膜は後方を向いている、尻尾の痕跡が残されたままになっている、手首の骨の数が多すぎる、リンパ節自体は人体の健康維持に何
の役にも立っていない、脳は人間の意識をだましたり偏見をもたらす傾向がある、人間は他の動物と異なり自分で必要なビタミンや栄養素
を作り出すことができないなど。精巧で緻密な神秘性が強調されることの多い人体だが、その進化は実は突然変異によるマイナーチェンジ
を修正しながら行われてきた。本書では、人体が完成とは程遠いままになっている事実を明らかにする。

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。

□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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理工学編 2019年10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 1030990113 □ □

幸せをつかむ数式（※）
化学同人 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Oscar E. Fernandez著,

藤原多伽夫訳

9784759819854

多くの人が関心をもつ「健康」「お金」「恋愛」の3つのテーマについて、数学を使って状況をつかみ、うまくやって
いくための方法を示した数学読み物。人生のテーマが数学で解決できるとは、にわかに信じがたいが、本書
は、いくつかの数式で、願いをかなえる答えをみごとに示してくれる。読者は、幸せに近づいていけそうな予感を
感じながら、数学の世界に触れ、その面白さを体験できるであろう。用いる数学は中学レベル（一部高校レベ
ル）の易しいものなので、ぜひ気軽に手に取ってほしい。

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。
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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10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 1030990114 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990115 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990116 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990117 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990118 □ □

9784320035409

本書では、発展著しい透過電子顕微鏡法を大きく牽引している、走査透過電子顕微鏡(Scanning transmission 
electron microscopy; STEM)を詳解し、代表的な研究成果を簡潔にまとめている。人類が原子を直接観察でき
るようになるまでの歴史も概観し、X線回折法や光学顕微鏡および走査プローブ顕微鏡法と比較しながら、
STEMの本質をやさしく解説した一冊である。

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。

走査透過電子顕微鏡の物理（基本法則から
読み解く物理学最前線 20）

共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
須藤彰三監修,岡真監修,

田中信夫著

著編者名 太田浩一著
9784320036062

本書は、物理学の土台の1つ、熱力学の基礎から宇宙への応用までを丁寧に解説した教科書・参考書である。
本書の他にない特徴は相対論的熱力学を取り上げたことで、内外の教科書でも例がない。

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。

本書は、計算代数統計を初めて学ぶ学部生・大学院生を想定して、グレブナー基底の入門的な説明と、その理
論が結びついた統計学の最初の問題のひとつを紹介する。前提とする数学の知識は、基本的な線型代数のみ
である。統計学の知識は、線形モデルの理論は理解していることが望ましいが、仮に知らなくても、本書の内容
を理解するために最低限必要な説明は本書に与えた。

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。

熱の理論―お熱いのはお好き―
共立出版 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税)

計算代数統計―グレブナー基底と実験計画
法―（統計学One Point 9）

共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

冊子購入確認

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木敏著

冊子購入確認

著編者名 渡辺則生著
9784320112599

ファジィ理論と統計とのかかわりについて説明した、ファジィ理論が有用なツールになることを理解できる一冊。
本書を通してファジィ理論を統計へ応用する際の足掛かりが得られるだろう。本書は、初等的な集合論、確率・
統計に関する基本的知識があれば十分で、時系列解析およびファジィ理論を知るために最適な入門書となって
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。

9784320112605

線形代数セミナー―射影，特異値分解，一
般逆行列―（※）

共立出版 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金谷健一著
9784320113404

本書は、大量のデータを扱う際などに用いられる線形代数を、抽象的な高次元空間を直観的にイメージするの
に役立つだけでなく、その目的のためにはどのような処理を行えばよいかという指針ともなる、“幾何学的な解
釈”も含めて解説していく。すべての根幹として射影という概念を最初にとりあげ、また特異値分解の計算を行
列式や逆行列や固有値の計算と同等の「行列の基本演算」とみなし、議論を進めていく。

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。

ファジィ時系列解析（統計学One Point 8）
共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋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 
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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10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 1030990119 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990120 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990121 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990122 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1030990123 □ □

論理回路講義ノート（※）
コロナ社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 工藤栄亮著
9784339009132

アナログ電子回路を学んでいない学生にも読み進められるよう、アナログ信号からディジタル信号への変換に
関する記述を最小限にとどめ、グレイ符号などの符号に関する記述を充実。本文中の空欄を埋めることで、知
識の定着をはかれる。

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。

生物化学工学の基礎 （※）
コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松井徹編著
9784339067569

基礎的な生物化学、分子生物学を復習するための章を設け、融合領域学習の際に不足する知識を本書1冊で
学習できるよう配慮した。また、苦手意識の多い計算式を丁寧に解説し、生物化学工学の基礎を習得すること
を目的とした。

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

心理学、脳科学、工学など幅広い分野での感性計測方法を紹介するとともに、筆者ならではのオノマトペ（擬音
語・擬態語の総称）やさまざまな自然言語を活用した方法、さらに感性への深層学習適用と応用まで解説する。

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。

感性情報学 オノマトペから人工知能まで 
（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂本真樹著
9784339028867

エネルギー環境経済システム（※）
コロナ社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井康正著
9784339066463

エネルギー環境に関わる行政・企業のプロジェクト指標である、エネルギー、環境、経済という三つのキーワー
ドについて、数多くの事例を通して丁寧に解説。電気系学生や社会科学系学生だけでなく、事業立案者にも読
んでほしい一冊。

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。

物性・光学のための電磁気学 基礎から量
子化まで （※）

コロナ社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浜口智尋著
9784339009118

前半はマクスウェルの方程式の導出までをその完成に寄与した科学者の業績を時系列に沿って、例題と問題
を用い解説。後半は輻射、導波路、アンテナの理論を詳述し、マクスウェルの方程式を量子化して電磁波が光
子となることを解説。

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。

  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10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 1030990124 □ □

放射線生物学（※）
コロナ社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木村雄治著
9784339072440

放射線の医療効果を最大限に引き出すため、被爆した際の放射線障害、突然変異の発症、放射線治療など、
放射線の人体的作用を正しく理解する必要がある。本書は、医療系、特に診療放射線技師のための放射線生
物学の教科書である。

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。

-  35  -

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10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 1030990125 □ □

・まったく新しいタイプの技術者倫理テキスト　・技術者倫理に加え、異文化コミュニケーションのスキル、グロー
バル社会の現場まで、グローバルエンジニアの育成に必要な情報を一冊にまとめた。

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。

技術者倫理 グローバル社会で活躍するた
めの異文化理解

実教出版 電子書籍

¥5,775(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
秋山仁監修,森野数博監修,藤本義彦編,木原滋哉編,

天内和人編,一色誠子著,ダワァ・ガンバット著,
櫛田直規著,髙橋愛著,田上敦士著,野本敏生著,

畑村学著,山本千夏著,京兼純協力,西山明彦協力

9784407346220

□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 

-  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10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 1030815341 □ □

出版社

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 1030815342 □ □

出版社

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 1030815343 □ □

出版社

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 1030990126 □ □

出版社

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 1030990127 □ □

47都道府県･商店街百科
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 正木久仁編著,杉山伸一編著
9784621304099

地域住民の生活用品のニーズに対応するのはもちろんのこと、街のにぎわいを生み出す要素として、商店街は
欠かせない存在である。ところが近年、ショッピングモールやコンビニの充実、ネット通販の普及などにより、
シャッター通りとなっているものも少なくない。本書は、47都道府県の特色ある商店街を紹介し、改めて商店街
の魅力を伝える。

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。

名字研究の第一人者で、NHK番組｢日本人のおなまえっ！｣のコメンテーターも務める著者が、歴史や地形や生
業などの様々な観点から名字にスポットを当て、その特色について、その地の歴史や地形や生業など様々な観
点から興味深く解説。■知りたいことが探しやすい都道府県別編集。■「同じ名字の全国都道府県別分布」な
ど、ユニークな付録も掲載。■｢地名索引｣には平仮名読みを併記し利便性を高めた。

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。

47都道府県･名字百科
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森岡浩著
9784621304112

アンドロメダ銀河のうずまき－銀河の形にみ
る宇宙の進化

丸善出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 谷口義明著
9784621304075

肉眼や双眼鏡でも観測できるアンドロメダ銀河。天文学では「渦巻銀河」と分類されるが、渦巻はどこに見え、な
ぜできたのか。本書では、人気の高いこの銀河の「形」からその育ち方を探る。さらに、さまざまな銀河や最新の
知見も紹介。アンドロメダ銀河を追ううちに、銀河がどのように生まれ、育ち、死んでいくのか、宇宙の進化を知
ることができる。

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。

ヤング・タブロー－表現論と幾何への応用
－（※）

丸善出版 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
WilliamFulton著,池田岳訳,

井上玲訳,岩尾慎介訳

9784621303894

フルトンによる名著“Young Tableaux”の特望の翻訳書。はじめに、主役であるヤング・タブローの組合せ論を学
ぶことができ、後半では、対称群と一般線型群の表現論、および旗多様体の幾何を通して、タブローが織りなす
豊穣な数学の世界を体感できる。第I部はほとんど予備知識抜きで読み始めることができる。第II 部および第III 
部の予備知識を補うための詳しい訳注とともに、巻末には表現論に関する付録（訳者による）が添えられてい
る。

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

第4版 臨床薬物動態学―薬物治療の適正
化のために（※）

丸善出版 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
緒方宏泰編著,増原慶壮著,

松本宜明著,木島慎一著,高橋晴美著

9784621304037

薬物血中濃度を解析するという従来の薬物動態、TDMのイメージを一新し、薬物血中濃度を用いずに薬物動態
の視点、情報を薬物治療のモニターに付加し、モニターの内容を豊富化していくための概念や具体的な方法を
示すことに力点を置いている。薬物動態学の臨床適用という目的に徹した書。第4版では、必要と思われる新た
な知見や考え方を追加している。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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10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 1030990128 □ □

出版社

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 1030990129 □ □

出版社

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 1030990130 □ □

出版社

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 1030990131 □ □

出版社

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 1030990132 □ □

看護管理者のための「教え方」「育て方」講
座

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

9784840469135

【たった3つのコツでスタッフ教育が変わる！】人材育成は、看護管理者の最大の悩み。本書では成人学習のメ
ソッドを元に、ファシリテーション・コーチングなどのスキルを駆使した教授法、育成方法を解説。看護教育とシ
ミュレーション教育に携わる著者が、“いまさら聞けない”基礎から教える。

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。

著編者名 内藤知佐子著

脳神経ナースがかならず悩む「やってはい
けない？」87のケア  (ブレインナーシング 
2019年夏季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

9784840466233

【ケアに迷うシーンも根拠がわかれば解決！】「急性期の脳梗塞ではどうして血圧を下げてはいけないのか」な
ど、日ごろぶつかる疑問をQ&A形式で解説。疾患・症状・シーン別に66項目を厳選し、根拠をもとに見開き完
結。要点をわかりやすい言葉で説明。各項目ごとに導入マンガをいれることで読みやすさを追求した1冊。 

（著作権の都合により、一部画像がないページがあります）

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。

著編者名 武田保江監修

看護管理者のための概念化スキル超入門
メディカ出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河野秀一著
9784840469142

【管理の質が向上する概念化スキルが身につく】課題の本質を捉え、真の原因から解決を図る概念化スキル
は、看護管理者に必須のスキルの一つ。しかし、その習得には前提となるいくつかの能力が必要となる。本書
では、そうした能力を一つひとつ解き明かしながら、組織分析・目標設定、問題解決、労務管理など実際の業務
での概念化スキルの活用法を紹介していく。

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。

ねころんで読める　悩める医療リーダーのた
めの“ほぼ”エビデンス・ベイスト・リーダー
シップ

メディカ出版 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 相馬孝博著
9784840469159

【世界先端研究によるリーダーシップの実践書】チーム・組織として仕事を行い、スピードが求められる今、リー
ダーシップが必要な場面が増えている。世界のリーダーシップ研究を元に、「今すぐ役立つ」リーダーシップの能
力（資質）を解説。新しくリーダーになった人や今、悩んでいるリーダーの必読書。

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。

水・電解質・酸塩基平衡イラスト解説BOOK 
(ニュートリションケア 2019年秋季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅野義彦編
9784840468114

【電解質異常症例への対応がこの一冊で解決！】管理栄養士のみならず医療者がむずかしいと思いがちな
水・電解質・酸塩基平衡の基本知識をキーワードごとにイラストでわかりやすく解説する。また、ベッドサイドでよ
くみる電解質異常症例を取り上げ、診療および治療の流れから、栄養管理にどうつながるかを紹介する。基礎
と応用で水・電解質・酸塩基平衡の統合的理解につなげる。

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

□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10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 1030990133 □ □

出版社

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 1030990134 □ □

出版社

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 1030990135 □ □

整形外科 器械出し・外回り最強マニュアル 
上肢・脊椎編 (オペナーシング 2019年秋季
増刊)

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 大江隆史編,竹下克志編
9784840466370

【整形外科手術の知識＆技術はこれ一冊で安心】上肢・脊椎の手術にまつわる必須知識をまとめた保存版！ 
手術のタイムラインに沿って、いつ・何を準備するか、どんな介助が必要か、器械出し・外回りのポイントがサ
サッと調べられる超実践書。最新のインプラント手術や、術前術後のかかわりを含めた周術期看護も合わせて
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。

症例でわかる 明日のケアに活かせる 糖尿
病薬物療法 指導力アップ講座

メディカ出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 曽根博仁監修,朝倉俊成編
9784840468954

【薬物療法の理論とケアを20症例で徹底解説】糖尿病薬物療法を患者に導入し、さらに治療を継続してもらうた
めには、多職種の連携が不可欠である。本書には、薬物療法に関する解説と、さまざまな状況の20症例を収
載。患者指導のコツやケアのポイントを読み解くことで、日々の患者指導の向上につながる一冊である。

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。

実況！ 硝子体手術Tips165
メディカ出版 電子書籍

¥49,500(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米田一仁編,大澤俊介編
9784840468701

【最前線で活躍する硝子体術者の技が満載】教科書では一つの正攻法のみ提示されていることが多いが、実
臨床では術者ごとの細かな工夫や差異（Tips）がある。本書では、最前線で活躍する硝子体手術のエキスパー
ト12名がさまざまなTipsを紹介。本書を読めば、術式のバリエーションが必ず広がる。執筆陣が実際の手術を
見ながら活発な議論を交わした「手術討論」動画6本（320分）が出版社Webサイトにて視聴可能。

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

-  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10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 1030990136 □ □

出版社

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 1030990137 □ □

出版社

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 1030990138 □ □

難しすぎず簡単すぎない、実践の場で役立つ知識が学べるテキスト！保育士養成課程に対応した章立てで、
経験豊富な執筆陣がわかりやすく解説。オールカラーの紙面で楽しく学べます。講義に使えて便利な演習課題
つき。

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

子どもの食と栄養
羊土社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田百合子編,堤ちはる編
9784758109079

がん生物学イラストレイテッド　第2版
羊土社 電子書籍

¥22,440(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渋谷正史編,湯浅保仁編
9784758120968

がん生物学の好評テキスト、「がんと免疫」「がんの診断と治療」を充実させてついに改訂！  めまぐるしく進展
するがん研究の今・将来への展望がこの一冊に。がんの発生から治療まで豊富なイラストで徹底解説。

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。

多発性骨髄腫・全身性アミロイドーシスと腎
障害の診断と治療

羊土社 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今井裕一著
9784758118576

腎臓内科医、血液内科医は必読！多発性骨髄腫・全身性アミロイドーシスと腎障害に関して知っておくべき基
礎から最新知見までを解説。さらに様々なタイプの実際の症例を紹介し、診断プロセスと治療方法もわかる！

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。

□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 

-  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10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 1030990139 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

アンダートリアージを回避せよ！　アセスメ
ントスキルがぐんぐん高まるトリアージナー
スのための臨床推論トレーニングブック

金芳堂

著編者名 有吉孝一監著
9784765317924

「断らない救急」を理念に厚労省の評価で今年5年連続1位を記録した施設の集大成がこの１冊に！これまでの
著者の経験から培われたアンダートリアージを防ぐための臨床推論とアセスメントスキルを高めるトレーニング
本。また、現場ならではのトリアージの勘所なども紹介し適切に鑑別診断をあげるための思考過程などを対話
形式でわかりやすくまとめた救急現場で働くナースのためのトリアージで役立つ臨床推論の入門書。

電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋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 

-  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10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 1030990140 □ □

12人の医院経営ケースファイル　私たちは
どうやって経営トラブルを乗り越えて理想の
クリニックを創ることができたか

中外医学社

著編者名 梅岡比俊編著
9784498048744

開業医の先生方の大半は経営学やマネジメントについて深く学ばないまま開業に踏み切るため、経営トラブル
に遭遇するとその対応に苦慮し、そして疲弊してしまいます。そこで本書では、医院経営を軌道に乗せることに
成功した十二人の先達が「自分がはまったトラブル事例」「転機となった取り組み」を惜しみなく公開することで、
これから開業する方や現在医院運営に苦戦している院長先生の理想のクリニックづくりをサポートします。

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

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋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 

-  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10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 1030990141 □ □

出版社

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 1030990142 □ □

出版社

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 1030990143 □ □

出版社

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 1030990144 □ □

唾液腺/口腔・歯原性腫瘍 (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

¥50,820(＋税) □

¥21,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
長尾俊孝編,高田隆編,

青笹克之編

9784521742724

治療につながる病理診断学書として好評の『病理診断プラクティス』シリーズ！本巻では、「唾液腺」「口腔歯原
性」それぞれに第一人者の編者（長尾俊孝、高田隆）を立て、豊富な病理像とともに実践的な病理診断を解説
する。シリーズで好評の診断フローチャートもますます充実。2017年のWHO分類に準拠する。

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。

COPD (呼吸器疾患 診断治療アプローチ 5)
中山書店 電子書籍

¥26,620(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金子猛編,三嶋理晃編
9784521745299

わが国のCOPD罹患者は500万人を超えると推定されているが、疾患認知度が極めて低い。喫煙が最大のリス
クファクターと言われているが、発症と進展に関してはさまざまな仮説が存在し、複数の要因が組み合わさって
いると考えられている。本書ではCOPDの病態・検査・診断・管理などについて、第一線で活躍する専門家が最
新知見をわかりやすく解説。COPD診療に必携の一冊となっている。

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。

エビデンスに基づくアトピー性皮膚炎治療－
あたらしい潮流

中山書店 電子書籍

¥19,360(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 椛島健治編,宮地良樹編
9784521747767

アトピー性皮膚炎の新薬が10年ぶりに昨年発売されたが、今後も生物学的製剤やJAK阻害薬、STAT阻害薬、
PDE4阻害薬などの発売が予想されており、アトピー性皮膚炎治療は大きな転換点を迎えつつある。本書は、分
子レベルにまで深まったアトピー性皮膚炎の病態理解と、それに基づいて開発が進むこれらの新薬について詳
しく解説。アトピーをめぐる最近のトピックスや興味深いコラムも満載。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
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中山書店 電子書籍
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¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
乾賢一監修,赤池昭紀編,
高橋良輔編,武田弘志編

9784521744513

臨床現場の薬剤師には、薬理学的知識はもちろん、疾患の病態や症候、検査・診断と治療に関する幅広い知
識が求められる。本書では、［薬理・病態・薬物治療］の各論として神経・筋・精神疾患と麻酔・鎮痛（コアカリの
「神経系の疾患と薬」に該当）を取り上げ、薬学と医学の共著により、最新知見を盛り込んでわかりやすく解説。
サイドノートには難解な医学用語の解説や薬剤の構造式を収載。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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jmedmook63 アウトカムを改善する ステロイ
ド治療戦略（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩波慶一編
9784784966639

日々の診療に欠かすことのできないステロイド。「最小限の副作用で、最大限の効果を得る」をコンセプトに、各
診療科のエキスパートがわかりやすく、その治療戦略について紹介。使い方だけでなく、やめ方にも重きを置い
て解説しています。

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。

Qシリーズ　新生理学　第7版（※）
日本医事新報社 電子書籍
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¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内昭博著
9784784911714

20年以上にわたって医学生に支持されてきたロングセラー、待望の改訂版。臓器・細胞レベルの仕組みをフル
カラーで図解し、生命現象をわかりやすく解説しています。短時間で概要を把握できるので、初学者におすすめ
です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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¥10,164(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野口善令著
9784784962655

すでに一般的になっている「診断推論」の弱点を補強、疑問を掘り下げて、野口善令先生が解説！ 「直感を鍛
える」「推論を深化させる」を大きなテーマに、「上級編」の診断推論を教えます。

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

ジェネラリストのための“メンタル漢方”入門　
第2版（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥9,196(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮内倫也著
9784784944569

向精神薬を出す前に、漢方薬という選択肢を考えてみませんか？ 漢方ビギナーの先生方に贈る、“メンタル漢
方”入門書。 抑うつ、不安、不眠、認知症BPSD、身体化障害に使える漢方処方を紹介。生薬の作用を知ること
で、処方の意味や使い分けがわかるようになります。

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。

詳述！学べる・使える　水・電解質・酸塩基
平衡異常Q＆A事典（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥13,310(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本俊郎著
9784784956968

水電解質・酸塩基平衡異常の臨床に関する発表された“すべての論文・書籍等をすべて知る”著者が、腎生理
学の解説書と、診断・治療アルゴリズムが主体となっている従来の水電解質・酸塩基平衡異常の臨床の解説
書との橋渡しを行うことを目的に執筆。

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