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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12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11月 商品コード 1031274380 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274381 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274382 □ □

出版社

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 1031274383 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274384 □ □

中世鎌倉のまちづくり 災害・交通・境界
吉川弘文館 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋慎一朗著
9784642083614

三方を山と谷が取り囲み、南に海が広がる武家の都鎌倉。多くの寺社や遺跡、地形を生かした都市の「かたち」
が、鎌倉に幕府が設置された当時の雰囲気を現在に伝える。多様な機能を持つ橋、静寂な谷の奥に向かって
展開した禅宗寺院、武家屋敷の遺構から、鎌倉に住む武士たちの暮らしを分析。人や物が絶え間なく行き交う
中世都市鎌倉の特徴を探る。

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。

平将門の乱を読み解く (歴史文化ライブラ
リー 489)

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 木村茂光著
9784642058896

「新皇」即位―。皇統を揺るがせ、朝廷に衝撃を与えた平将門の乱。貴族社会に深い刻印を残した反乱の原因
を探りつつ、その過程に八幡神や天神など新しい神々が登場する意味や国家の高度な支配イデオロギーであ
る王土王民思想が発現される要因などに焦点をあてる。古代社会の大転換を象徴する反乱を多角的に分析
し、その国家史的意義を読み解く。

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。

戦後日本の教科書問題
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石田雅春著
9784642038874

教育課程や検定制、歴史教科書の記述内容などを焦点に進められてきた戦後の教科書問題研究。昭和20年
から50年ごろまでの諸問題を、占領期・講和独立後・家永教科書裁判提訴後にわけて分析。占領期の文部省
とCI＆E、中教審と国民意識、日教組と文部省という対立構図に着目し、これまでとは違った視点から教科書問
題の実態に迫る注目の書。

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。

古代日本の国家と土地支配
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松田行彦著
9784642046565

古代にあって人と土地との関係は、どのようなものであったのか。在地社会の土地慣行を復原し、そこに住む
人びとに律令制国家がいかに関与したのかを追究する。班田収授法の理解に必要な大宝田令条文を、唐の土
地制度と比較して分析。土地という“場”をめぐる問題を、経済的土地所有関係だけでなく、人と国家との関係で
明らかにする注目の一冊。

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

核軍縮の現代史 北朝鮮・ウクライナ・イラン
吉川弘文館 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀬川高央著
9784642083621

東西冷戦の終結後、核兵器全廃に向けた世界的軍縮が進む一方、核拡散の脅威が現実化した。米ソの中距
離核戦力削減交渉、ウクライナや朝鮮半島の非核化交渉、イラン核交渉など、将来の核軍縮・不拡散合意の
破綻を回避する上で不可欠な事例に注目。安全保障上の利害の異なる関係諸国が、いかに核拡散の脅威を
低減する合意を成立させてきたかを解明。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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12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 1031274385 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274386 □ □

出版社

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 1031274387 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274388 □ □

出版社

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 1031274389 □ □

帝国日本の大陸政策と満洲国軍
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 及川琢英著
9784642038898

帝国日本において、満洲国軍とはいかなる存在だったのか。日露戦争期の馬賊ら在地勢力が、張作霖主導の
奉天軍期を経て満洲国軍に組み込まれていく過程や、陸士留学生の役割、軍内統制の実態、徴兵制を規定し
た国兵法の意義、対外作戦への動員と崩壊までを検証。満洲国軍の歴史的意義を、日本植民地・占領地史、
中国東北史に位置づけて考察する。

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

中世足利氏の血統と権威
吉川弘文館 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 谷口雄太著
9784642029582

中世後期、足利氏とその一族（足利一門）は尊貴な存在であると、室町幕府・足利将軍側のみならず、全国の
大名・武士側からも位置付けられていた。なかでも別格の家格・権威を有した吉良・石橋・渋川の三氏（御一家）
を具体的に検証。足利一門を上位とする武家の儀礼的・血統的な秩序の形成から、三好氏や織田信長の武威
による崩壊までを描く。

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

日本陸軍の軍事演習と地域社会
吉川弘文館 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中野良著
9784642038881

軍隊の維持に不可欠な軍事演習にあたり、陸軍と地域社会はいかなる関係を有したか。日露戦後から昭和戦
前期という、軍隊をとりまく環境が揺れ動く時期を対象に、演習地の負担・被害と歓迎や利益追求、演習地に対
する陸軍の認識を考察し、両者の円滑な関係構築と軍事的要請とのジレンマを描き出す。天皇統監の特別大
演習に関する論考も収録する。

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。

菓子と果物 (日本の食文化 6)
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 関沢まゆみ編
9784642068413

砂糖が普及する以前、甘い食物は貴重だった。古代から食されてきた栗・柿・みかん、年中行事と関わる饅頭
(まんじゅう)・汁粉(しるこ)・柏餅(かしわもち)、庶民に親しまれた飴(あめ)、贈答品の和菓子、文明開化後の洋菓
子など、人を惹(ひ)きつける甘味の文化を描く。

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

現代語訳 小右記  9 「この世をば」
吉川弘文館 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 倉本一宏編
9784642018241

道長三女の威子が後一条天皇の中宮に立ち、「一家三后」という形で道長の栄華が頂点を極める。その宴席で
和歌を詠むことを求められた実資は、道長の詠んだ「この世をば」を皆で唱和しようと提案。その胸中や如何
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。

-  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12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12月 商品コード 1031274390 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274391 □ □

『源氏物語』は、古代から現代まで、時間と空間を超えて様々な領域に越境を続けてきた作品である。唐物表象
をはじめ作品そのものに織り込まれている異文化接触の痕跡と、図像化や翻訳などメディアの上での多様な変
奏、二つの「越境」性についての精緻な考察を通して、『源氏物語』に宿る底知れぬ生命力に迫ることを試みる。

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。

源氏物語越境論──唐物表象と物語享受
の諸相

岩波書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 河添房江著
9784000613064

幼児教育と対話──子どもとともに生きる遊
びの世界

岩波書店 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 榎沢良彦著
9784000254731

子どもは、遊びの中で試行錯誤を繰り返し、多様な人間関係や社会を学び、自ら成長していく存在である。子ど
もの成長にとって、保育者との対話はどのような意味をもつのか。保育者は、子どもとどのような関係を築いて
いくべきか。四〇年にわたり、保育の現場での実践研究を重ねてきた著者が、幼児教育のあり方を具体的に検
証する。

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

□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 

-  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12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 1031137203 □ □

出版社

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 1031137204 □ □

出版社

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 1031137205 □ □

出版社

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 1031137206 □ □

出版社

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 1031137207 □ □

子どものこころに寄り添う営み
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 村瀬嘉代子著
9784766426311

臨床家以外からも強い支持を受ける村瀬先生の雑誌連載を書籍化。虐待、不登校、発達障害、うつ病――。
様々な問題を抱える子どもとの関わりのなかで、問題行動の背後に潜む心情にどう辿りつき、そのもつれた思
いをいかに解いていくのか。稀代の臨床家が、子どものこころの治癒・成長をめざす全ての人に、その真髄を伝
えるエッセイ集。

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

5人目の旅人たち　――「水曜どうでしょう」
と藩士コミュニティの研究

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 広田すみれ著
9784766426243

HTBの「水曜どうでしょう」は、いかにして多くのファン（＝藩士）にとって“人生になくてはならないコンテンツ”に
までなったのか？　自らもファンである社会心理学者が全国のファン19名へのインタビューやディレクター陣・
ファンたちとの交流をもとに、その要因がディレクター陣の仕掛けた戦略とファンコミュニティとの奇跡のコラボ
レーションであったことを明らかにする。ネット時代のテレビのあり方として先駆的、という指摘にも注目。

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。

家族法改正を読む　親族・相続法改正のポ
イントとトレンド

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥5,610(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾弘著
9784766426298

18歳成人、遺留分制度の改正、配偶者居住権の創設――。親族・相続法の改正で、市民生活はどう変わるの
か。本書は、立法関係者執筆の概説書では量が多く、理論的な説明に乏しい解説書では物足りないと感じる読
者を対象に、改正の理論的な説明を、図解を用いながら易しくかつコンパクトに行う。令和元年改正までカ
バー。

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。

日本の東南アジア援助政策　日本型ODAの
形成

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大海渡桂子著
9784766426236

敗戦後のアジアへの賠償を起源とする日本のODA（政府開発援助）。多額の公的資金を投入し、独特のODAを
堅持することで、日本はどのような役割を果たしてきたのか。本書はその誕生から形成過程を振り返り、経済・
外交政策の重要な柱となった日本型ODAの独自性とその今日的な意味を問いなおす。

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。

カント 未成熟な人間のための思想　想像力
の哲学

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,860(＋税)

著編者名 永守伸年著
9784766426274

□

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

・未成熟な私たちは、自らを啓蒙することができるのか？　・純粋さではなく、不純さからアプローチするカント哲
学。　理性は未熟であるにも拘わらず、いかに啓蒙するのか？ カントの抱えるジレンマ（「啓蒙の循環」と呼ば
れる問題）を、「未成熟な人間同士の時間をかけた想像力の交わし合い」を手がかりに解決へと導く意欲的な一
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 

-  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12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 1031137208 □ □

出版社

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 1031137209 □ □

悲しい曲の何が悲しいのか　音楽美学と心
の哲学

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 源河亨著
9784766426342

悲しい曲で人は悲しくはならない――。心の哲学を利用した美学の観点から、「音」とは何か、「聴取」とは何な
のかを考察する。美しい音楽を聴いたとき人は感動を覚える。このような美的経験は日常にあふれているが、
美しい／美しくないという判断にはどのような基準があるのだろうか。そしてどれほどの客観性があるのだろう
か。

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

国家公務員の中途採用　日英韓の人的資
源管理システム

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥20,020(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小田勇樹著
9784766426328

中途採用制度の運用実態を解明する。独自に収集した海外の職歴データを基に、キャリアパスの実態や組織
業績への影響を分析。民間任用者の有効活用策を国際比較から探り、「働き方改革」時代の公務員の人材登
用に示唆を与える。

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

-  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12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 1031274392 □ □

出版社

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 1031274393 □ □

出版社

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 1031274394 □ □

出版社

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 1031274395 □ □

出版社

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 1031274396 □ □

人工知能と経済
勁草書房 電子書籍

¥15,950(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本勲編著
9784326504626

経済学の多様なフィールド（マクロ経済、労働、教育、金融、交通、生産性、物価、再配分、歴史）を取り上げ、
過去から最新の技術進歩のエピソードや研究動向を整理し、さまざまな知見をもとに今後の技術進歩の社会経
済に与える影響や留意点、政策含意を検討する。現在の経済学研究の到達点を示す「学術書」。

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。

少数株主権等の理論と実務 (勁草法律実務
シリーズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥15,290(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
上田純子編著,

植松勉編著,松嶋隆弘編著

9784326403684

企業法務のなかでも重要な位置をしめる株主総会、役員会運営、株式買取請求等、会社法上の「機関」業務で
主に問題となる、少数株主権をはじめとするマイノリティ株主の権利に関する法律実務書。条文をベースとした
オーソドックスかつ詳細な理論面の解説に加えて、実務上のノウハウもわかりやすく提示する。

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。

その証言，本当ですか？ 刑事司法手続き
の心理学

勁草書房 電子書籍

¥13,420(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ダン・サイモン著,

福島由衣監訳,荒川歩監訳

9784326251377

事件に関わる人物を見分けたり出来事の詳細を思い出すこと、またその正確性を見定めることは、私たちが思
うほど簡単ではない。本書は、実験心理学の膨大で多様な研究を踏まえて、記憶、知覚、推論といった人々の
心の働きがいかに歪みやすく、またそれを見抜いて正すことがいかに難しいかを、取り調べや裁判の流れに
沿って紹介する。

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

東京事務所の政治学 都道府県からみた中
央地方関係

勁草書房 電子書籍

¥12,760(＋税)

冊子購入確認

著編者名 大谷基道著

一般にはあまり知られていないが、東京都も含め全47都道府県が「東京事務所」を設置している。近年の地方
分権改革で中央地方関係が対等・協力に変わり、三位一体の改革で国の補助金はだいぶ少なくなったにもか
かわらず、なぜ都道府県の東京事務所は残り続けるのか。その実態を調査し、国・都道府県関係の変遷と実態
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。

9784326302826

□

¥4,000(＋税)

天皇と軍隊の近代史 (けいそうブックス)
勁草書房 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤陽子著
9784326248506

『戦争の論理』（2005年）以降に発表された論文のなかから読みやすさと読み応えを兼ね備えた論考を選び、昭
和期における天皇と軍隊の相克を論じた書き下ろしの総論とともに収録。明快な論理と筆致で事実を照らし、
歴史を捉える新たな視角を提示する論文集。近代日本の政軍関係の特質を析出し、国家の意思決定の背景を
説き明かす。

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。

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 

-  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12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 1031274397 □ □

出版社

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 1031274398 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274399 □ □

プレップ知的財産法（プレップシリーズ）（※）
弘文堂

著編者名 小泉直樹著
9784335313301

「特許法」＆「著作権法」きほんのき！　新しいテクノロジーやAI化の進展により、知的財産、とりわけ、特許法
や著作権を取り巻く環境は刻々変化しつづけています。国内外ともに知的財産をめぐる紛争が頻発してもいま
す。「特許」と「著作権」をめぐる典型的な紛争をできるだけシンプルなCaseで示し、ほんとうに必要な用語と条
文だけで解説しています。最軽量ながら全体像がすっきり見通せる、癒し系のイラストも楽しい入門書。

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

電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

ロボット法―AIとヒトの共生にむけて <増補
版>（※）

弘文堂 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平野晋著
9784335357879

日本初の「ロボット法」入門書、さらに充実のアップデート版！　ロボットが事故を起こしたら？　ヒトを傷つけた
ら？　「感情」を持ったら？　ロボットの「制御不可能性」と「不透明性」を軸に、ロボット法を構想していくことの重
要性を伝えます。増補版では、国内外におけるAI原則策定をめぐる最新の動きとその要点をまとめた新章（第7
章）を書き下ろしで追加し、AIによる雇用差別の問題についての内容を大幅に加筆しました。

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。

川崎病―増え続ける謎の小児疾患（※）
弘文堂 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三浦大著
9784335760204

1961年、小児科医・川崎富作は奇異な患者に出会う。しかし、医療界の常識に挑み、新たな病気の謎を追い続
けた川崎医師の名が病名に冠されるまでには、以後30年の苦節を要した――。乳幼児の70人に1人がかかり、
現在も増え続ける原因不明の発熱性疾患、川崎病。心臓病を起こすこともある不思議な病気の発見をめぐるエ
ピソードから、診断・治療・予後の注意点まで、すべてがわかる。川崎病の患者・家族、医療関係者も必携の1
冊。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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12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 1031274400 □ □

出版社

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 1031274401 □ □

出版社

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 1031274402 □ □

出版社

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 1031274403 □ □

出版社

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 1031274404 □ □

9784502310713

AI、FinTech、異業種参入、人員削減など、金融業界の環境が激変する中で、銀行は構造不況業種になったと
いわれます。本書では、銀行生き残りのための方法論を一人でも多くの銀行員に理解してほしいと考え、金融
ビジネスを経営学の分析ツールにあてはめて再整理するアプローチを試みています。経営学的視点から銀行
を見ることで、金融機関での仕事を体系的に捉え、次なる時代へ応用できるアイデアの構築に役立てることが
できる一冊です。

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

これからの銀行論
中央経済社 電子書籍

¥6,325(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 階戸照雄著,加藤孝治著

著編者名 樋口一清著
9784502307515

ネット社会の出現、超高齢社会の到来、グローバルな経済の拡大など、現代経済社会は大きな変化の潮流に
直面しています。とりわけ、GAFAなどのプラットフォーマーの出現は、企業と消費者の関係や、その土台となる
市場経済システムそのものを大きく変え始めています。こうした状況変化を踏まえ、当面する諸課題を解くカギ
の1つは「消費者の視点」であると考え、時代に即応した実践的な経済学のあり方を模索しようと試みたもので
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。

国連が示した「新国富指標」は、経済の持続的な発展につながる「資本」が国や地域にどれだけあるのか、自
然環境、教育、国民・住民の健康なども含めて換算した新たな経済指標であり、GDP（国内総生産）をはじめと
する社会・経済指標では測れない豊かさ、持続可能性を計測できるものです。本書では、この新国富指標を地
域・地方に適用した豊かなまちづくりを提言しています。

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。

消費経済学入門
中央経済社 電子書籍

¥6,325(＋税) □

¥2,300(＋税)

持続可能なまちづくり
中央経済社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

冊子購入確認

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
馬奈木俊介著,

中村寛樹著,松永千晶著

冊子購入確認

著編者名 杉野泰雄著
9784502287312

学校法人会計の実務担当者、なかでも経験の浅い方の「教科書」もしくは「手引書」となるよう、図表をふんだん
に用いて、具体的な事例・仕訳を示すことで、「この本さえあればひとりで学校の決算・分析ができる！」を目指
して書かれた一冊です。また、管理職である事務長の方にも「この本さえあれば監査も楽勝！」と思っていただ
けるよう、各種のチェックリストを用意しています。

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

9784502291517

顧客価値を創造するコト・マーケティング
中央経済社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東利一著
9784502300615

成熟市場では、顧客が変化し続けることを前提に、ビジョンをもとに顧客と対話し、期待される価値を創造し続
けるしくみが必要になります。「モノからコトへ」といいますが、「コト」の本当の意味を捉え直すと、新たな顧客像
とともに顧客との絆づくりから顧客価値を創造するマーケティング論理が見えてきます。そのための考え方や方
策を、「非常識な」活動で顧客に支持されている企業のマーケティング事例などとともに探求します。

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。

わかる・使える　学校法人会計テキスト
中央経済社 電子書籍

¥13,750(＋税) □

¥5,000(＋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 

-  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12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11月 商品コード 1031274405 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274406 □ □

和辻哲郎の解釈学的倫理学
東京大学出版会 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯嶋裕治著
9784130160407

和辻哲郎の倫理学の意義とは何か。近代日本思想史の文脈に密着したものでなく、近現代の西洋哲学のコン
テクストに置いて（ハイデガー、H・ドレイファス、C・テイラーなど）、あくまでも普遍的な理論として捉え全体像を
解明し、そこから理論的可能性を提示する。

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

世界文学と日本近代文学
東京大学出版会 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野網摩利子編
9784130860581

世界文学と日本近代文学との具体的な関係の緻密な分析を通して、世界文学論が掘り起こす問題系に応え
る。世界史・世界文化と密接な関係性をもつ世界文学からの、日本近代文学による摂取の複雑な過程が解き
ほぐされる。日本近代文学研究から発信される世界レベルの知の再編成。

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

東京大学出版会 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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12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 1031137210 □ □

出版社

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 1031137211 □ □

出版社

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 1031137212 □ □

出版社

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 1031137213 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031137214 □ □

9784492557914

電子書籍

累計30万部！今一番受験生が読んでいるシリーズの、「経済」模範解答編！就活売り手市場で経済学部が人
気の中、待望の１冊。

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

小論文これだけ！模範解答　経済・経営編
（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口裕一著,大原理志著
9784492046586

楽しくなければ仕事じゃない 「今やっている
こと」がどんどん「好きで得意」になる働き方
の教科書（※）

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 干場弓子著
9784492046579

直取引屈指の出版社の社長で、100万部『超訳ニーチェの言葉』など自ら手掛ける編集者でもある、メディアで
大注目の著者、初の著書。

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。

¥4,950(＋税)

冊子購入確認

SMARTサブスクリプション 第3世代サブスク
リプションがBtoBに革命を起こす！（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税)

サブスクは単なる定額制ビジネスではない。世界経済に革命を起こす日本企業復活の起爆剤である。本書で
はその勝機の道筋を考察する。

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。

□

9784492961698

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮崎琢磨著,

藤田健治著,小澤秀治著

□

¥1,500(＋税)

究極の情報整理は情報遮断。アウトプットに集中しイノベーションを生む！名著『スパークする思考』（角川書
店）を復刊！

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

右脳思考を鍛える 「観・感・勘」を実践！
究極のアイデアのつくり方（※）

東洋経済新報社

著編者名 内田和成著

マッキンゼー　ホッケースティック戦略 成長
戦略の策定と実行（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

2000社以上を追跡調査！　膨大なデータとケーススタディから、経営戦略を成功させる方法を明らかにする。 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。

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
クリス・ブラッドリー著,

マーティン・ハート著,スヴェン・シュミット著

9784492534168

□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12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 1031137215 □ □

出版社

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 1031137216 □ □

出版社

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 1031137217 □ □

出版社

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 1031137218 □ □

出版社

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 1031137219 □ □

出版社

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 1031137220 □ □

ニューヨーク大学人気講義　HAPPINESS
（ハピネス） GAFA時代の人生戦略（※）

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
スコット・ギャロウェイ著,

渡会圭子訳

9784492503102

『the four GAFA』著者スコット・ギャロウェイ最新作！ニューヨーク大学で5000人が感動した伝説の授業が書籍
化！

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

指定管理者制度　問題解決ハンドブック
（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮脇淳編著,

井口寛司著,若生幸也著

9784492212394

指定管理者制度をよりよく活用するため、ガバナンス、運営方法、リスク分担など官民ともに留意すべき実務上
のポイントを解説。

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。

ピボット・ストラテジー 未来をつくる経営軸の
定め方、動かし方（※）

東洋経済新報社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
オマール・アボッシュ著,

ポール・ヌーンズ著,ラリー・ダウンズ著

9784492534182

変化し続ける企業だけが高収益を実現できる。「潜在的収益価値」を発見する「賢明なピボット」の方法を100以
上の事例で解説。

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。

ダークサイドオブMBAコンセプト（※）
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 グロービス著,嶋田毅執筆
9784492557938

より正しい企業経営を行う上で知っておきたい、MBAで学ぶべき重要な「裏技」コンセプトを紹介する。 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。

人生にお金はいくら必要か〔増補改訂版〕
（※）

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 山崎元著,岩城みずほ著
9784492733530

人生にお金はいくら必要か？　安心な老後のために、いくら貯蓄すればよいか？　「老後のお金の超基本」を人
気著者がズバリ解説！

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100年時代の「幸せ戦略」 全国2万人調
査からみえる多様なライフデザイン（※）

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 株式会社第一生命経済研究所編
9784492961711

約2万人のアンケート調査をもとに、「家族」「仕事」「つながり」「消費」「健康」などの切り口でライフデザインを提
案する1冊。

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

-  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12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 1031274407 □ □

出版社

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 1031274408 □ □

出版社

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 1031274409 □ □

出版社

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 1031274410 □ □

テュルゴーとアダム・スミス
日本経済評論社 電子書籍

¥13,530(＋税) □

¥8,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中川辰洋著
9784818825321

スミスのテュルゴーとの「友情と尊敬の念」に基づく交流は、テュルゴー理論の継承と『国富論』完成への道でも
あった。経済学黎明期の偉人たちの交流の謎に挑む本邦初の研究書。

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。

ドイツにおける運輸連合制度の意義と成果
日本経済評論社 電子書籍

¥6,105(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木真美著
9784818825345

ドイツにおいて都市の公共交通の調整と運営を担ってきた「運輸連合」。その創成期から現在までの40年を交
通政策と行政の視点から分析し、他国との比較や日本への示唆も提示する。

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。

昭和戦前期の選挙システム 千葉県第一区
と川島正次郎

日本経済評論社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 車田忠継編著
9784818825369

大正末の男子普通選挙法で激変した日本の選挙。普選直前から翼賛選挙まで、戦前7回にわたる一人の候補
者と支持基盤を分析。戦後との架橋も見据え、これまでの選挙研究に新たな視座を与える。

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

途上国財政論 グローバリゼーションと財政
の国際化

日本経済評論社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 船津潤著
9784818825451

援助国政府と国際金融機関は途上国の重要なパートナーだが、その姿勢は途上国財政を強く規定する。途上
国財政、そして途上国との国際協力・国際協調の全体像と実態に迫る。

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 

-  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12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11月 商品コード 1031274411 □ □

出版社

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 1031274412 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274413 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274414 □ □

鉄幹晶子全集　別巻7―拾遺篇　昭和期短
歌　下

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
9784585010920

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6　拾遺篇―昭和期短歌 下」では、昭和10～17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。

英国の出版文化史 書物の庇護者たち
勉誠出版 電子書籍

¥10,450(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水一嘉著
9784585222514

パトロンが書籍の運命を左右した時代。出版社が本を作り、書店に並んだ本を読者が購入する。そんな現在の
出版流通が成立する以前の書物をささえていたのはパトロンの存在だった。西洋における中世以降の書物の
成り立ちを辿りながら、18世紀イギリスの出版文化における作家、パトロン、書籍から新聞、広告といった全貌
に迫る快著。

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。

浮世絵・名所図会で楽しむ　伊勢屋と犬の
伊勢参り

勉誠出版 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉元昭治著
9784585270539

お江戸日本橋の商人・伊勢屋助衛（すけえ）は、フト思い立って伊勢参りの旅路に。日本橋・品川を皮切りに、
箱根を越えて、富士の裾野へ。安倍川、大井川、さらには伊勢湾を渡り、お伊勢さまへ。飼犬の金をお供に東海
道を舞台としたドタバタ珍道中。全編フルカラー！

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。

三島由紀夫と青年将校 五・一五から二・二
六

勉誠出版 電子書籍

¥2,530(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木荘一著
9784585222590

三島は維新で滅んだ幕府親藩大名の末裔で、二・二六事件決起将校や特攻隊の霊が憑依したかのように『憂国』『英霊の
聲』を書き、四十五歳で自決した。満州事変が勃発すると陸軍中佐橋本欣五郎が若槻礼次郎首相を暗殺して陸軍政権を樹
立しようと十月事件というクーデターを企図したが未遂に終わった。つぎに海軍青年将校が五・一五事件を起こし、海軍大将
斎藤実を首相に据えて大海軍の建設を開始した。すると軍艦建造の財源を負担する農民の生活が圧迫され、農村の窮迫を
憂いた陸軍青年将校が海軍大将斎藤実ら海軍要人を襲撃する二・二六事件を起こした。

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 

勉誠出版 

-  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12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 1031274415 □ □

出版社

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 1031274416 □ □

出版社

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 1031274417 □ □

出版社

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 1031274418 □ □

大学なんか行っても意味はない？ 教育反
対の経済学

みすず書房 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ブライアン・カプラン著,

月谷真紀訳

9784622088196

学校がつけるのは、学力ではなく、学歴だけだ。なぜ教育システムが時間と金のムダなのかを「シグナリング」
をキーワードにデータ分析。

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

ナガサキ 核戦争後の人生
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
スーザン・サザード著,

宇治川康江訳

9784622088189

10代の若者だった語り部たちの原子雲下の同日同刻から苦難とともに生きのびた「長い戦後」まで。「この上な
い歴史書」（ダワー）。

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。

専門知は、もういらないのか 無知礼賛と民
主主義

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
トム・ニコルズ著,

高里ひろ訳

9784622088165

正しい情報が蔑ろにされ感情が優先される社会で、民主主義は危機に瀕している。基盤となる専門知を構築す
る専門家からの愛ある反撃。

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

工場日記
みすず書房 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
シモーヌ・ヴェイユ著,

冨原眞弓訳

9784622088172

工場での苛酷な現実に身をおき、日々、機械と人間、労働と労働者の関係について考え抜いたヴェイユの思考
と感情の記録。決定版。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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12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 1031274419 □ □

出版社

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 1031274420 □ □

出版社

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 1031274421 □ □

出版社

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 1031274422 □ □

出版社

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 1031274423 □ □

最も定評あるスタンダード・テキスト。物権・担保物権を扱う。具体例や図表を用いてわかりやすい説明を施すと
ともに、とくに重要な部分に★印を付すなど、様々な読者のニーズに応える。2019年７月施行の民法（相続関
係）改正に対応した最新版。

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。

□

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
淡路剛久著,鎌田薫著,

原田純孝著,生熊長幸著

9784641159532

民法Ⅱ　物権〔第4版補訂〕 (Sシリーズ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋税)

争点をイメージしづらく、理解が難しいとされる憲法の統治制度を、ニュース、写真、身近な話題などから説き起
こして分かりやすく解説。それぞれのテーマに関心を持って主体的に考えられるようになる、これから学ぶ人に
最適の１冊。重要な法改正や新判例を織り込んだ。

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。

基本的人権の事件簿〔第6版〕 憲法の世界
へ (有斐閣選書)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
棟居快行著,赤坂正浩著,松井茂記著,
笹田栄司著,常本照樹著,市川正人著

9784641281479

24の重要判例をもとに、憲法の人権編を学ぶ。各事件を〈できごと〉〈当事者の主張〉〈考えてみよう〉〈裁判所は
どのように判断したか〉に整理し、問題の所在、それに対する裁判所の判断、それが法や社会に与えた影響ま
でを初学者にもわかりやすく解説する。

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。

□

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
笹田栄司著,原田一明著,
遠藤美奈著,山崎友也著

9784641227804

トピックからはじめる統治制度〔第2版〕 憲法
を考える（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋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。

租税法判例六法〔第4版〕
有斐閣

著編者名 中里実編,増井良啓編
9784641001541

平成31（2019）年税制改正まで対応した最新版。租税法の基本条文・判例を同時に読むための一冊。基本とな
る判例は租税法総論としてまとめ、個別法の判例は条文の後に列挙した。条文内の括弧書きを薄くして読みや
すくした。

電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

「同一労働同一賃金」のすべて〔新版〕
有斐閣 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水町勇一郎著
9784641243248

改正法成立、省令・指針、判例等、「同一労働同一賃金」をめぐる動き・展開をフォローした、最新の「すべて」。
条文解説には新たに「Q」を設け、Q&A方式でよりわかりやすく。施行に向けての正確・円滑な準備、さらにその
先の人事労務管理に欠かせない一冊。

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 

-  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12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 1031274424 □ □

出版社

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 1031274425 □ □

出版社

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 1031274426 □ □

不正競争防止法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 茶園成樹編
9784641243200

不正競争防止法の基本を丁寧に学ぶことができる、好評テキスト待望の第2版。各項目の要点をまとめた
POINT欄や具体例を示すCASE欄、法律用語の解説欄など工夫が盛りだくさん。不競法・独禁法等の重要改正
や最新判例を折り込みさらに充実。

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。

環境条約交渉の政治学 なぜ水俣条約は合
意に至ったのか

有斐閣 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇治梓紗著
9784641149328

多くの国が参加し、複数の争点をめぐって議論される条約交渉において、問題解決に効果的な制度と各国が
合意可能な制度とを一致させるには、どのような要因が重要なのだろうか。水俣条約交渉の分析を通して、理
想的な制度が成立するための要因を明らかにする。

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。

心理学・入門〔改訂版〕 心理学はこんなに面
白い (アルマＩ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 サトウタツヤ著,渡邊芳之著
9784641221383

心理学の定番入門書がそのままのコンパクトさで生まれ変わりました。「心理学の仕事」「研究法」「研究倫理」
などのトピックが加わりいっそう社会に生きる心理学を感じられる内容に。ブックガイドも充実した心理学の必携
書。公認心理師を目指す方にも。

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

-  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12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12月 商品コード 1031274427 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274428 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274429 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274430 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274431 □ □

合格しようぜ！宅建士2020 音声付き過去
15年問題集

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 大澤茂雄著
9784295008026

宅建士試験の過去15年分の問題を収録した過去問題集。著者の軽妙な解説文で挫折せずに学習を続けられ
ます。「音声講義」「全文PDFダウンロード」「スマホアプリ・直前対策に便利！○×問題集」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。

徹底攻略 情報セキュリティマネジメント教科
書 令和2年度

インプレス 電子書籍

¥5,874(＋税) □

¥1,780(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀬戸美月著,齋藤健一著
9784295007968

情報セキュリティマネジメント試験の定番テキスト。シラバスを網羅しつつ、出題傾向・出題頻度に応じて解説に
強弱をつけ、初学者でも知識の定着が図り易い徹底攻略メソッドを全面展開。昨年版に引き続きスマホ単語帳
と、全文の電子書籍（PDF）の無料読者特典付き。

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。

かんたん合格 ITパスポート過去問題集 令
和2年度春期

インプレス 電子書籍

¥3,894(＋税) □

¥1,180(＋税) 冊子購入確認

著編者名 間久保恭子著
9784295008002

【ジャンル売上No.1】ITパスポート試験・定番過去問。豊富な過去問に加え、無料特典として全文PDF＆スマホ
アプリで使える単語帳「出る語句 200」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。

徹底攻略 情報セキュリティマネジメント過去
問題集 令和2年度春期

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 五十嵐聡著
9784295007975

情報セキュリティマネジメント試験の過去問題集。豊富な過去問に加え、無料特典として全文PDF＆スマホアプ
リで使える単語帳「出る語句 200」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。

インバウンド調査報告書 2020
インプレス 電子書籍

¥297,000(＋税) □

¥100,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 訪日ラボ著
9784295008170

急拡大するインバウンド市場。2018年の訪日外国人数は3119万人(前年比8.7%増)、旅行消費額は4兆5189億
(8.7%増)。ビザの発給要件緩和やLCCの普及、クルーズ船寄港等を背景に急増が続いています。主体事業者
と、その事業をサポートするサービサーの数も増えています。本書はインバウンド業界を俯瞰し、トレンドを見渡
せる調査報告書となります。

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。

□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 

-  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12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12月 商品コード 1031274432 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274433 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274434 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274435 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274436 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274437 □ □

動画広告“打ち手”大全 ネット広告の新時
代を勝ち抜く施策設計 最強の戦略80

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 鈴木雄翔著,高橋俊輔著
9784295008040

鍵を握るのは「スマホ動画」！ 広告施策の設計から制作、運用、施策の目的や成果指標の設定、配信メディア
と広告フォーマットの理解、動画広告の構成、ブランド忌避を避け成果を最大化する運用ノウハウ、制作フロー
とクリエイターへの発注のコツなどなど……運用型広告×動画の先駆者である著者が、現場での豊富な経験を
踏まえて解説します。

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。

iPhone芸人かじがや卓哉の超スゴいiPhone
超絶便利なテクニック125 11/Pro/Pro
Max/XS/XR/X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 かじがや卓哉著
9784295008088

話題のiPhone 11に対応した「かじがやシリーズ」第4弾！　目からウロコのテクニック満載です。 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 fit Instagram インスタグラム 基本+活
用ワザ

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
田口和裕著,いしたにまさき著,

できるシリーズ編集部著

9784295008071

2017年3月刊行『できるポケット これからはじめるインスタグラム Instagram 基本&活用ワザ』を、A5版の「できる
fit」シリーズとして全面改訂！　Instagramの中でも特に人気の高いストーリーズとインスタライブについては重
点的に解説します。

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。

Ruby on Rails 6 実践ガイド[基礎編]
インプレス 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 黒田努著
9784295008057

2014年5月刊行『実践Ruby on Rails 4』の内容を、Rails 5、Rails 6における仕様変更に対応してアップデート。
Railsの基礎概念の解説から開発現場のノウハウとして、サービスオブジェクト、フォームオブジェクト、テストフ
レームワークの利用など、実践的な知識を網羅します。

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。

直感でわかる！ Excelで機械学習
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 堅田洋資著,福澤彰吾著
9784295007845

機械学習の各アルゴリズムをExcelで実現する方法を解説。難しい数式を避け、Excelの関数を使って数値を変
化させていくことで、機械学習のアルゴリズムをより理解しやすいようにする。さらに、実践に近いPythonコード
による実装方法も紹介する。

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。

できる Power BI データ集計・分析・可視化
に役立つ本

インプレス 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
奥田理恵著,

できるシリーズ編集部著

9784295008033

Microsoftによるビジネス分析サービス「Power BI」のサービスの概要から組織での活用例までを徹底解説。
データ取得・集計・分析ノウハウなど、膨大なデータを可視化する方法がわかります。

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。
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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12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12月 商品コード 1031274438 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274439 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274440 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274441 □ □

出版社

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 1030988248 □ □

出版社

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 1030988249 □ □

格子暗号解読のための数学的基礎 : 格子
基底簡約アルゴリズム入門 （IMIシリーズ:進
化する産業数学 3）

近代科学社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青野良範著,安田雅哉著
9784764905986

現代の情報社会を支えるRSA暗号や楕円曲線暗号は、ノイマン型コンピュータの計算困難性を利用している。
しかしこれらは量子コンピュータにより簡単に解読されることが分かっており、ポスト量子暗号の実現が叫ばれ
ている。格子暗号は「格子問題」と呼ばれる、量子コンピュータでも解き方が分かっていない問題を基礎とする。
本書はその数学的性質のほか、格子問題を解くための「格子基底簡約アルゴリズム」について紹介していく。

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。

Pythonと複雑ネットワーク分析 関係性デー
タからのアプローチ (ネットワーク科学の道
具箱 2)

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
林幸雄編著,谷澤俊弘著,

鬼頭朋見著,岡本洋著

9784764906020

現代の膨大な社会データは「ネットワーク型の関係性データ」と呼ばれる。本書はまずデータ分析に役立つ
Pythonツールを解説し、経済システムの分析、コミュニティの効率的抽出、口コミ影響力の解析といった内容に
続く。複雑ネットワークはAI技術だけで解決できる分野ではなく、研究の重要性は年々上がっている。Web系の
マーケターやデータ分析エンジニア、データサイエンティストを目指す学生を読者対象に位置づける。

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。

UXデザインのための発想法
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 松原幸行著
9784764906037

本書は、前著『実践UXデザイン』の続編として、UXデザインを推進するための「発想法」に特化して解説してい
る。UXデザインの実践活動を踏まえながら、あらためて「発想法」をひも解き、手法に加えて発想のためのツー
ルや発想ワークのプロセスも集約し、使いやすくまとめた。著者の企業における豊富な実務・現場経験に基づい
て、具体的に詳説している。

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。

人を動かすプレゼン資料の全知識 デザイン
×ロジックが生む最強の突破力

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 日比海里著
9784295008101

資料作成のキモは「原則」「作例」「操作」！　本書によって資料作成の原則をしっかり理解しつつ、実際に
PowerPointを操作して、作例をつくりながら、ひと目で伝わる資料を完成できるようになります。

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。

プロ絵師の技を完全マスター 魅せる背景
上達術 決定版 CLIP STUDIO PAINT
PRO/EX対応

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 サイドランチ著
9784295008064

大ヒット『キャラ塗り』第2弾！　「詳細なレイヤー設定を知りたい」「ここはどんなブラシを使っているの？」――本
書はそんな不満や疑問を解消すべく、「背景描画」におけるプロ絵師の使用ツールや技術を徹底的に解説しま
す。レイヤー構成、レイヤー設定、使用ブラシ、配色時のRGB値などの詳細な設定を記載。プロ絵師の塗りを再
現することで、様々なプロ技を学べるイラストメイキング&テクニックガイドです。

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

裏側から視るAＩ：脅威・歴史・倫理
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 中川裕志著
9784764905993

本書は著者が所属する理研・革新知能総合研究センター 社会における人工知能研究グループの成果をもと
に、AIの負の側面の紹介とAI設計・運用における倫理指針を示す構成となっている。AIの技術そのものに関す
る記述は少なく、人間社会におけるAIの影響という観点から執筆されているため、社会学や社会工学分野の読
者にも興味を持たれる内容となっている。

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。

-  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12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 1030988250 □ □

出版社

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 1030988251 □ □

出版社

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 □ □

出版社

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 □ □

出版社

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 □ □

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。

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。

情報を集める技術・伝える技術 : 情報社会
の一員として備えておくべき基礎知識

近代科学社 電子書籍

¥6,072(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯尾淳著
9784764960039

本書は、大学1、2年生が最低限身につけておくべき情報利活用のスキルをコンパクトにまとめたものです。具体
例を多く交えて解説し、若いビジネスマン、新社会人や社会人2～3年めで情報収集や整理・分析に悩んでいる
方にも大いに参考となる内容です。本書を通読すれば、高度情報化社会において必要な、情報の収集から発
信までの基礎的な能力を身につけることができます。

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。

電気回路入門
近代科学社 電子書籍

¥8,448(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大豆生田利章著
9784764960046

電気回路の教科書として使用される書籍の多くは、微積分に関する知識を必要としますが、本書は、数学の知
識が不十分、特に微積分に関しては学習を行っていない読者も対象とし、電気回路に関する諸事項のうち微積
分の知識を必要としないものを修得できるように執筆されています。また、例題と解答を多数掲載し、丁寧な解
説を行っています。

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。

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

9784764950306

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

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

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。
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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12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 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 □ □

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

9784764905931

応用のための積分幾何学
近代科学社 電子書籍

著編者名 腰塚武志著

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。

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

9784764905948

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

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

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。
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理工学編 2019年12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12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12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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理工学編 2019年12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。
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12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。
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理工学編 2019年12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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理工学編 2019年12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11月 商品コード 1031274442 □ □

出版社

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 1031274443 □ □

森の演出家がつなぐ森と人
化学同人 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 土屋一昭著
9784759820126

東京・奥多摩の森を中心に活動する「森の演出家」、土屋一昭。自然の中での体験・体感を重視し、参加者に元気を与える
その活動は、ビジネスパーソン、企業経営者、医療関係者、教育関係者など、幅広い人たちの熱い注目を集めている。また
「森」「人」「食」をキーワードに独自に確立した「五感メソッド」によって、森林ガイドとして自然とのふれあいの機会を提供す
るだけでなく、地域創生サポート、婚活プロデュースなど、多面的な活動を展開している。森の良さも怖さも知り尽くしている
からこそ実現できる、リアルな自然体験。リピーター続出の舞台裏を大公開！

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

食感をめぐるサイエンス
化学同人 電子書籍

¥10,340(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Mouritsen, Ole G著,
Styrbaek, Klavs著

9784759820065

「食感」はおいしさや味わいに重要な役割を果たす要素の一つである。本書では、料理と味覚の関係を研究す
る「ガストロフィジックス」の専門家と一流シェフがコラボレーションし、食感が味の知覚にどう関わるかを解き明
かす。味覚、テクスチャー、食材の変化など、食感をめぐる科学の基礎をわかりやすく解説。50のレシピと、さら
に日本語版オリジナルの食感レシピを掲載する。

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12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 1031274444 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274445 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274446 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274447 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274448 □ □

9784320086487

信号とシステムの基礎を、初学者向けに題材を絞って豊富な図や例でことがらを説明。デジタル信号処理の初
歩の解説が主眼ではあるが、自己完結的であることをめざしたため、その理解に必要となる連続時間の信号や
システムに対しても必要最小限の記述をあたえている。とくに、離散時間信号と連続時間信号のそれぞれの処
理の対応関係や差異をはっきりさせている。

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。

デジタル信号処理の基礎―例題とPythonに
よる図で説く―（※）

共立出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡留剛著

著編者名 古山正雄監修,森迫清貴著
9784320076822

本書では建築において、かたちとなるもののいくつかの基本的な力学概念が身につくよう、ていねいに解説。特
に物体の内部での状況を記述するための応力とひずみについて、順序だててわかりやすく説明している。ま
た、梁や柱、骨組などの内部に生じる応力や変形、座屈についても述べている。教科書的として、あるいは参考
書や「読み物」としても読み進められるように、誘導過程を出来るだけ省かずに記述した。

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。

本書では、物質の誕生と変化の歴史を、原子の誕生→物質の誕生→物質の変化→生命の誕生→人類の誕生
→未来の化学という順序でたどる。大学初年次の基礎化学あるいは一般化学の教科書として使用することを想
定し、各章を4ページで解説、1回の授業に適切と思われる分量を割り当てている。各章に理解度をチェックする
ための練習問題を付け、巻末にその解答を載せる。本文2色刷。

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

造形力学（造形ライブラリー 07）（※）
共立出版 電子書籍

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋税)

化学概論―物質の誕生から未来まで―
（※）

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
岩岡道夫著,藤尾克彦著,伊藤建著,

小松真治著,小口真一著,冨田恒之著

冊子購入確認

著編者名 相川弘明著,小林政晴著
9784320113411

ルベーグ積分の基礎にスピーディーに到達する教科書および演習書。なるべく少ないページ数でルベーグ積分
の定義、収束定理を学び、ルベーグ積分が使えるようになる。ルベーグ測度の構成、フビニの定理、可測性、カ
ントール関数などの進んだ内容とLp空間への応用などのトピックも解説。多くの独立した演習問題によってル
ベーグ積分の理解を深め、広がりをもたせる。独習者のために解答例を記載。演習問題は大学院入試の備え
にも役立つ。

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

9784320044920

オイラーの難問に学ぶ微分方程式（※）
共立出版 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高瀬正仁著
9784320113428

本書では、好評を博した『古典的難問に学ぶ微分積分』と同様の方針で、オイラーの難問を通して、微分方程式
を解説していく。問題の趣旨を把握したうえで解答を読むことによって、他のテキストに載っているような微分方
程式の問題を解く力を身につけることができる。さらに、微分方程式論という解析学の領域を構築しようとしたオ
イラーの心情にも迫り得る。

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。

ルベーグ積分 要点と演習（※）
共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋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 

-  31  -

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



理工学編 2019年12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 1031274449 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274450 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274451 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274452 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274453 □ □

生物機械工学  数理モデルで生物の不思議
に迫る（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊能教夫著
9784339067576

「生物機械工学」は、生物の形や動きについて機械工学的な観点から調べる学問である。本書は、工学的視点
から見えてくる生物特有の興味深い特徴を紹介することを主眼に、大学初学年でも学べるように平易に解説し
た入門書である。

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

マネジメント技術の国際標準化と実践  建設
プロジェクトの挑戦（※）

コロナ社 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山岡暁著
9784339052626

本書では、「PMBOK®ガイド」を国際標準化されたプロジェクトマネジメントガイドとして、筆者の国内外における
プロジェクトマネジメントの経験を踏まえ、国際標準化が進むマネジメント技術の知識体系や実践方法を解説し
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。

本書は、優れた特徴をもつ流体シミュレーション法である格子ボルツマン法と偏微分方程式を対象としている差
分格子ボルツマン法について説明をした。また、さまざまな格子ボルツマンモデルについて紹介している。冊子
版に付いているDVDは電子版にはありません。

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

格子ボルツマン法・差分格子ボルツマン法
（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 蔦原道久著
9784339046588

通信ネットワーク技術の基礎と応用 物理
ネットワークからアプリケーションまでのICT
の基本を学ぶ（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山中直明他著
9784339009156

本書はネットワーク技術を基礎技術からアプリケーションまで、コンピュータ通信から、電話、無線といった、広く
かつ深く解説している。また、単なる説明書ではなく、その技術の背景（Why）にあるものの考え方に焦点を当て
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。

フリーソフトを用いた音声処理の実際（※）
コロナ社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石井直樹著
9784339009163

「音声工房を用いた音声処理入門」を一新し、音声あるいは音の信号の処理を、無償で入手できるフリーソフト
を使って解説。処理の種類や精度、処理結果の表示方法など、読者が実施したい処理に適するソフトを選択す
る指針も与える。

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

  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 

-  32  -

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



理工学編 2019年12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 

-  33  -

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



理工学編 2019年12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 1031274454 □ □

出版社

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 1031274455 □ □

出版社

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 1031274456 □ □

健康心理学事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本健康心理学会編
9784621303764

心身の健康増進と疾病予防に関する心理学的研究から300項目を厳選し、基礎から研究法までを見開き2ペー
ジの全13章構成でわかりやすく解説した中項目主義の読む事典。

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

本書は、化学品管理に関する法制度や基準、SDSの意義や背景などの基本から、2019年改正のJIS Z 7252、
JIS Z 7253に準拠したSDS・ラベルの作成法まで、最新情報に基づいて丁寧に解説しました。さらに、実際に作
成・運用する際に直面しがちな疑問や不安についてはQ&A形式できっちり解決！SDS作成、GHS分類の初心者
からベテランの方まで、広く役立つ一冊です。

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

Q&Aで解決　化学品のGHS対応SDSをつく
る本―JIS Z 7252/7253:2019準拠（※）

丸善出版 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉川治彦著
9784621304211

日英･慣用句の文化事典
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山田雅重著,亀田尚己編集協力,

中道キャサリン英文校閲

9784621304174

日常よく使われる日本語慣用句を600取り上げ、その由来や語義とその英語表現をエピソードも盛り込みながら
やさしく解説。実際の英会話でも活用できるよう英語例文も豊富に掲載。日本語と英語の発想や表現の違いも
よくわかるユニークな事典。日英の発想の違いを知ることで異文化理解にも役立ち、慣用句の英語表現を知る
ことで英語コミュニケーション能力もアップします。

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 

-  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12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12月 商品コード 1031274457 □ □
◆コンピュータアーキテクチャの定番テキスト！◆　多くの大学・高専の講義で使用されている入門教科書の第3版。ハード
ウェアを中心としたコンピュータアーキテクチャの幅広い内容を、わかりやすい解説と多くの図・写真によって、基礎からしっ
かり学ぶことができます。最後には、簡単なCPUを自作し、実践力も身につけられます。はじめて学ぶ人に最適の一冊で
す。第3版では、第2版以降に一般的になった技術（情報化社会、RX マイコン、青色LED を用いたマウス、リアルタイムOSな
ど）の説明を追加し、最新の内容にも対応しています。また、レイアウトを一新して、さらに読みやすくなりました。

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。

図解 コンピュータアーキテクチャ入門 第3版
森北出版 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 堀桂太郎著
9784627829039

□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 

-  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12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12月 商品コード 1031137140 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031137141 □ □

出版社

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 1031137142 □ □

出版社

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 1031137143 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031137144 □ □

鉱物は一定の化学組成を有する無機質結晶物質である。鉱物の分析により、地球深部や他の惑星を構成する
物質の理解、地質現象・環境問題の解明につながるほか、鉱物は工業材料、宝飾品など人間生活にも深く結
び付いている。本書では様々な知識と情報を186項目取り上げ、頁単位の読み切りで解説。代表的な鉱物・宝
石177の基礎知識を辞書的に掲載。〔内容〕鉱物（基礎、地球深部・表層、宇宙、資源・バイオ・環境、材料）／宝
石／付録（年表、大学・研究所・博物館リスト等）

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

鉱物・宝石の科学事典
朝倉書店 電子書籍

¥52,800(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本鉱物科学会編,

宝石学会（日本）編集協力

9784254162769

電磁波工学　【電波工学基礎シリーズ　1】
（※）

朝倉書店 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
新井宏之監修・著,

木村雄一著,広川二郎著

9784254222142

電波工学を基礎から学ぶための教科書シリーズの第1巻。電磁気学についての基本事項の確認から平面波の
性質、アンテナの特性、解析手法までを解説する。〔内容〕マクスウェルの方程式／電界・磁界の境界条件／
モーメント法／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。

初歩の相対論から入る　電磁気学　【シリー
ズ〈これからの基礎物理学〉　3】

朝倉書店 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米谷民明著
9784254137194

冒頭から特殊相対性理論の基礎を導入し、電気と磁気をすべて統一的視点で解説。新しい教程を示す基礎テ
キスト。〔内容〕特殊相対性原理とは／力と4元ポテンシャルの場／場の運動方程式／電磁場の保存則／物質
と電磁場／電磁波と光／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。

大気環境の事典
朝倉書店 電子書籍

¥42,900(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大気環境学会編
9784254180541

PM2.5や対流圏オゾンによる汚染など、大気環境問題は都市、国、大陸を超える。また、ヒトや農作物への影響
だけでなく、気候変動、生態系影響など多くの様々な問題に複雑に関連する。この実態を把握、現象を理解し、
有効な対策を考える上で必要な科学知を、総合的に基礎からわかりやすく解説。手法、実態、過程、影響、対
策、地球環境の6つの軸で整理した各論（各項目見開き2頁）に加え、主要物質の特性をまとめた物質編、タイ
ムリーなキーワードをとりあげたコラムも充実。

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。

生き物と音の事典
朝倉書店 電子書籍

¥49,500(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 生物音響学会編
9784254171679

各項目1～4頁の読み切り形式で解説する中項目事典。コウモリやイルカのエコーロケーション（音の反響で周
囲の状況を把握）、動物の鳴き声によるコミュニケーションなど、生物は様々な場面で音を活用している。個々
の生物種の発声・聴覚のメカニズムから生態・進化的背景まで、生物と音のかかわりを幅広く取り上げる。［内
容］生物音響一般／哺乳類1霊長類ほか／哺乳類2コウモリ／哺乳類3海洋生物／鳥類／両生爬虫類／魚類
ほか／昆虫類ほか／比較アプローチ

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。

□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12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 1031274458 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

小児エコーの撮影法と正常像がぜんぶわか
る！腹部・体表・心臓・頭部を完全マスター

金芳堂

著編者名 日本小児超音波研究会編
9784765317931

小児超音波検査において、腹部や体表以外に、頭部、心臓領域も含めた全身の撮影法が集約された日本初
の一冊。本書では、基本的な検査法から病変描出のテクニック、正常像を観察部位ごとにまとめ、初学者ばか
りではなく中級者にとっても充実した内容となっている。また本書をチェアサイドに置いて、繰り返し練習しイメー
ジをつかみやすいように、正常画像とともにプローブの当て方や描出のテクニック、注意点なども掲載し解説し
た。

電子書籍

¥12,760(＋税) □

¥5,800(＋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 

-  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12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 1031274459 □ □

出版社

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 1031274460 □ □

出版社

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 1031274461 □ □

出版社

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 1031274462 □ □

出版社

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 1031274463 □ □

ベッドサイドで使える腫瘍循環器入門　循環
器医と腫瘍専門医が知っておくべき20の基
本知識

中外医学社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田村雄一著
9784498134386

がんと心血管疾患が合併した際にどちらを優先して治療するか。両疾患が複雑に絡み合ったケースに対して、
腫瘍学あるいは循環器学単独の知識では時に太刀打ちできない。本書では、腫瘍循環器のエキスパートであ
る筆者が、臨床現場での実践的知識を惜しげもなく披露している。はじめて腫瘍循環器に取り組む医師・メディ
カルスタッフにとって、最新の腫瘍循環器領域のスタンダードにキャッチアップするのに最適な一冊である。

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。

未来型血液治療学
中外医学社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小松則夫編
9784498225183

常に知識のアップデートが求められる血液内科領域において、血液治療に特化した内容で各分野のエキス
パートが現時点での最新治療を紹介する。さらに本書の特長として、近未来の治療薬や治療法を紹介する『未
来への展望』を設けた。エキスパートたちの未来の血液治療学に対する期待や思いに触れることで、魅力的で
エキサイティングな血液内科の世界を感じ取ることができるだろう。“キング・オブ・ドクター”である血液内科医
の真髄がここにある。

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。

心不全治療薬の考え方，使い方
中外医学社 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大石醒悟編著,北井豪編著,末永祐哉編著,

U-40 心不全ネットワーク執筆

9784498136588

複雑な心不全治療薬の使い方について、エビデンスを中心に整理することはもちろん、同系薬剤の使い分けや
未知の事柄についても追記した超実践的な書。さらに、PV-loopの知識や貧血、電解質異常、高尿酸血症への
対処、アドヒアランスの問題やポリファーマシーへの対応、押さえておきたいエビデンスなども掲載しており、網
羅感あふれるものとなっている。U-40心不全ネットワークの主要メンバーによる渾身の一冊である。

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。

Pocket Echo Life Support 教育シリーズ
みるミルできるポケットエコー　2 経鼻胃管・
誤嚥性肺炎

中外医学社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ヘルスケア人材育成協会監修
9784498013766

「安全・簡単・低コスト」なポケットエコーは、急速に変わり続ける医療業界の中で、医師のみならず看護師や療
法士、鍼灸師などにも活用が広がっている。シリーズ第一弾「膀胱」では、その有用性と具体的な操作方法を分
かりやすく解説して好評を得た。第二弾では、在宅・訪問看護の場でも頻繁に遭遇する「経鼻胃管・誤嚥性肺
炎」を特集。病院外の限られた条件の中でのエコー画像は、確かなケアと治療へ繋がる拠り所となるだろう。

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

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

電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

こうすればうまくいく　在宅緩和ケアハンド
ブック　第3版

中外医学社

著編者名
粕田晴之編著,高橋昭彦編著,

村井邦彦編著,泉学編著,益子郁子編著

9784498057289

在宅緩和ケアのニーズが急速に増大している。しかし、一方で多忙な病院の医療従事者が必要な保険制度、
準備、事前・事後の病診連携などについての知識を習得する機会は多くない。そこで本書では、これまで在宅
緩和ケアに触れてこなかった医療従事者にもわかりやすく、かつ具体的に解説した。とくに第3版では、ホスピ
ス文化、地域包括ケアシステム、ACP、非がんなどのポイントについても、大幅に加筆を行い、より現実に即し
た内容となった。

□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12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 1031274464 □ □

出版社

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 1031274465 □ □

出版社

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 1031274466 □ □

チームで取り組む免疫チェックポイント阻害
薬治療

中外医学社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
各務博監修,山口央編著,

藤堂真紀編著,玉木秀子編著

9784498106109

がん診療に新たな選択肢をもたらした免疫チェックポイント阻害薬。本邦で臨床応用されてから5年が経ち、本
治療に伴う多彩な副作用である免疫関連有害事象（irAE）への対策の必要性が叫ばれている。診療科・職種の
垣根を越え、チームとしてirAEに対処すべく、医師、看護師、薬剤師をはじめとするすべての医療スタッフに向
けて、irAE対策のコツをまとめた一冊。

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。

がん患者の運動器疾患の診かた　新たなア
プローチ「がんロコモ」

中外医学社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森岡秀夫編著,河野博隆編著
9784498054820

「がんロコモ」とは、「がんに関連した運動器障害によって移動能力が低下した状態」である。がん治療の進歩
に伴い、「がんロコモ」に対応し、患者の運動器という観点からがん診療に取り組むことが望まれている。運動
器の機能を維持・改善することは、がん患者が自身の力で動くため、生活するため、治療を受けるために極め
て重要であり、本書は、このがん患者の運動器疾患についてまとめた新しいアプローチの書籍となっている。

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

絶対成功する腎不全・PD診療　TRC（Total
Renal Care）　第2版　治療を通じて人生を形
作る医療とは

中外医学社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石橋由孝監修・編著,

上條由佳編著,藤本志乃編著

9784498224292

医療技術の驚異的な進歩によって、慢性腎不全患者の長期生存が現実となったいま、医療者には、身体面の
治療のみならず、患者のQOL（Quality of Life）を高めるための支援が求められている。本書では、患者の精神
心理・社会生活面を支援するためのTotal Renal Care（TRC。全人的・総合的腎疾患医療アプローチ）の実践と
考え方を解説した。約3年半ぶりの改訂にあたり、TRC総論の改稿など、各所をリニューアル。

冊子を購入または
発注の場合は、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。



医学編 2019年12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 1031274467 □ □

よくわかる神経内科学
中山書店 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺雅幸著
9784521747736

「むずかしい」「わかりづらい」と苦手意識をもたれがちな神経内科学をわかりやすく解説したテキスト。著者がメ
ディカルスタッフ養成校で精神医学と神経内科学の授業を担当した経験から、「神経内科学」を学ぶうえで本当
に必要なエッセンスのみを凝縮。本書を一読することで「身体のなかでどのような出来事が生じているか」が理
解できるようになる神経内科学の入門書。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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12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 1031274468 □ □

出版社

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 1031274469 □ □

出版社

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 1031274470 □ □

出版社

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 1031274471 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274472 □ □

かぜ診療マニュアル 第3版（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,406(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本舜悟編著
9784784944026

“かぜ”に対する体系的なアプローチを解説するかぜ診療の決定版が、厚労省の『抗微生物薬適正使用の手引
き 第1版』を踏まえてアップデート。医者になったら誰でも診るであろう“かぜ”。しかし、医学部の講義で“かぜ”
の診療の仕方を教えているところはほとんどありません。「なんとなくのかぜ診療」に決別し、“かぜ”と“かぜに
みえる重篤疾患”を見きわめるための唯一無二のマニュアル。

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

1人でイチから始めたい先生のための訪問
診療マネジメントガイド（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥11,616(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 姜琪鎬編著
9784784948505

在宅医療未経験の先生が、訪問診療を専門とするクリニックを開業しようと決意する。そこに立ちはだかる“マ
ネジメント”という大きな壁…。本書は訪問診療専門クリニックの経営・マネジメント経験豊富な執筆陣が、開設・
運営に必要なノウハウを詳述。数々の辛酸をなめ、成功を勝ち取ってきた先駆者だからこそ語れる、本当に貴
重な情報が満載です。

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。

あなたも名医！漢方を使いこなそう ver. 2
よくある症状の治療選択肢にプラス！
(jmedmook 64)（※）

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 佐藤弘編著
9784784966646

好評の初版から7年。「漢方をめぐる最近の話題」として国内外のトピックを紹介する新規項目を追加したほか、
症状別の項目において「ガイドラインに記載されている処方」「注目されるエビデンス」を追記。臨床で有効に活
用するための情報を豊富に掲載しています。これから漢方医学について学びたい方にも、より幅広く実践したい
方にも役立つこと間違いなしの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。

フリーランス医師のつくりかた 絶対にフリー
ランス医師として成功するための解説書
（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 おると著
9784784955961

おると先生、こんなに書いちゃって大丈夫ですか！？ 現役フリーランス医師としてTwitterフォロワー数No.1の
おると先生（Twitter ID：Ortho_FL）が、フリーランス医師について徹底解説する、業界初の教科書！ お金や働
き方などのリアルな話から、絶対に失敗しないための知識など、誰も教えてくれなかった大切なエッセンスを大
公開。

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

かかりつけ医のための便秘・便失禁診療
Q&A（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中嶋淳編著,前田耕太郎編著
9784784948482

便秘に悩む人の数は約450万人と推定されているものの、治療を受けている患者さんは約17万人。また、便失
禁に悩む人も500万人と推定されており、人知れず悩んでいる患者さんがたくさんいます。本書は、両疾患のガ
イドラインをふまえつつ、プライマリケアの現場で知っておきたい診断～治療の知識をQ＆A形式で平易にまと
めました。ここ数年治療選択肢が増えている便秘・便失禁の知識のアップデートに役立つ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。

□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12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11月 商品コード 1031274473 □ □

出版社

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 1031274474 □ □

出版社

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 1031274475 □ □

出版社

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 1031274476 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274477 □ □

ラダー作成・運用・評価「最強」マニュアル
(ナーシングビジネス 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

9784840467902

【実効性のあるラダーを構築・展開する！】 看護部の2大ラダーである「クリニカルラダー」と「マネジメントラ
ダー」を徹底解説。ラダー作成・見直しの際の作業工程と思考プロセス、運用・評価の際に「つまづきやすい」点
とそのポイントを紹介。これ一冊で、ラダーを活用した能力開発が行える！

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 加藤由美編著

ケアが身につく！ ストーマ用語らくわかり事
典 (消化器ナーシング 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

9784840467209

【用語解説だけでなく即役立つ実践知も満載！】 ストーマケア初心者に、ストーマケアにおいて重要な用語146
種を厳選し、辞典形式でとりあげた。保存版として長く手元に置いていただけるよう、用語解説だけでなく、ケア
のポイントや患者指導のコツなど臨床ですぐに使える知識も盛り込んだ。新人指導にも役立てていただける内
容。

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

著編者名 西口幸雄監修

はじめての消化器内視鏡看護 (カラービジュ
アルで見てわかる！)

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
平松直樹監修,三田英治監修,

山田拓哉編著

9784840469258

【処置の介助や看護のツボがサクっとわかる！】 消化器内視鏡検査・治療は、内視鏡で直接おなかの中を見な
がら行われ、看護師には進行を予測した的確な観察や対応が求められている。本書は消化器の解剖図と関連
させた症例や実際の処置や介助の画像をたくさん掲載しており、初心者に必要なエッセンスを詰め込んだ最適
な1冊！

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

わかる！読める！ケアにつながる！モニ
ター＆12誘導心電図 (ハートナーシング
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 山下武志編集
9784840466585

【波形を読んでアセスメントできるようになる】 モニターも12誘導も、①基本中の基本の電極を貼る位置から、各
誘導の見方、②一つひとつの波形の意味、異常波形を読み取る考え方の道筋、③実際の不整脈（疾患）の心
電図を見て医療者がどう動くかまでくまなく解説。着実にステップアップできる。

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。

医療と介護の事業マネジメント (医療と介護
Next2019年秋季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥8,525(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木正人編
9784840468459

【医療介護事業の発展に必要なものとは】 高齢化のピークである2042年に向けて人口減少は進み、医療と介
護のイノベーションは必須だ。限られたマンパワーをどう活用するのか。ＩＣＴやＡＩはどう使いこなせばよいのか。
ヘルスケア産業の生産性はどう高めるのか。識者の考察と先駆者の実践から探る。

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。

□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12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11月 商品コード 1031274478 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274479 □ □

出版社

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12月 商品コード 1031274480 □ □

ICUに配属ですか？！
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 市場晋吾監修
9784840469296

【ICU看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】 配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大き
い。でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、ICU患者さんの呼吸・循環管理、疾
患・病態・薬剤の知識まで、最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！

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

はじめての透析看護 改訂2版 (カラービジュ
アルで見てわかる！)

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小澤潔監修,萩原千鶴子編
9784840469265

【透析看護の基本手技と知識がわかる】 オールカラーでイラストや写真・図表を多用し透析看護の基本が目で
見て学べる一冊で、オンラインHDFについても解説した。コツや先輩直伝のワザなどを盛り込み、根拠をもった
安全な手技や知識がわかる。新人さんや新人指導をする先輩にも手にとってもらえる充実した内容で、透析室
勤務になったら真っ先に読む本。

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

脳神経血管内治療　次の一手
メディカ出版 電子書籍

¥54,560(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
寺田友昭編,津本智幸編,

松本浩明編,増尾修編,奥村浩隆編

9784840471787

【痛快無比！達人のみが知る使える「技」開陳】 標準手技をマスターし、さらに上を目指す血管内治療医のため
の実用書。手術で遭遇する難症例／合併症／困った場面を乗り切るためのコツ・ポイント、「目からうろこ」の見
方・考え方・テクニックが満載。

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

-  43  -

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12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 1031274481 □ □

出版社

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 1031274482 □ □

出版社

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 1031274483 □ □

出版社

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11月 商品コード 1031274484 □ □

産業医はじめの一歩
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川島恵美著,山田洋太著
9784758118644

産業医ビギナーのためのわかりやすい入門＆実践書。ベースの産業医術とその応用を伝授。「面談での対応
に自信がない」「衛生委員会をうまくサポートするには」「職場に合った提案をしたい」など業務の困ったを解
決！

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

症例をもとに処方が出されるまでの思考プロセスを解説。薬剤師が押さえておくべき疾患を網羅しつつ、服薬指
導など現場に即した内容を厳選！薬学部生の実務実習・国試対策に、薬剤師の方の臨床推論力アップに役立
つ！

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

128症例で身につける　臨床薬学ハンドブッ
ク　改訂第3版

羊土社 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 越前宏俊著,鈴木孝編
9784758109413

救急での精神科対応はじめの一歩
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北元健著
9784758118583

妄想のある患者、向精神薬服用中の患者、自殺企図にどう対応する？精神科医であり長らく救急で勤務した著
者が、救急で困りがちな状況ごとに患者との接し方や治療の進め方をやさしく解説。救急に関わる医師必携の
書！

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

患者由来がんモデルを用いたがん研究実
践ガイド

羊土社 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木博己編
9784758122429

「患者由来がんモデル」エキスパートが書き下ろした本邦初の実験プロトコール集。各種患者由来がんモデル
の概要や臨床検体の取り扱い、入手法に関する情報を懇切丁寧に伝える、がんモデルの導入に必携の一冊。

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。

□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。 ※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。 

 世界の地名約48,000を厳選し（日本を除く）、全9巻で大地域別・五十音順に配列。 
 自然・地形・気候から政治・経済・文化まで幅広い視点から解説。豊富な地図・写真も掲載。 
 国・都市等の人文地名、山・川・海等の自然地名、国立公園・生物保護区等の観光名所、遺跡・
旧都市等の歴史地名、世界遺産等の多彩な地名を収録。旧称・通称等の別名も見よ項目として
豊富に採録し、検索の便を向上。 

 教育現場から研究・実務の参考書に。観光・留学・海外出張等の資料に。各種図書館、企業・ 
  官公庁・自治体の必備資料。 

世界地名大事典 
全9巻 

グローバル時代の世界を地名から読み解く 
国内最大級の世界地名事典 

【総編集】 竹内啓一（元一橋大） 

【編集幹部】 熊谷 圭知（お茶の水大）・山本 健兒（帝京大） 

【編集委員】 秋山 元秀、小野 有五、加藤 博、菅野 峰明、島田 周平、手塚 章、中川 文雄、 
中村 泰三、中山 修一、久武 哲也、正井 泰夫、松本 栄次、山田 睦男 

全9巻セット特価 

同時1アクセス(本体)：￥1,188,000  同時3アクセス(本体)：￥2,376,000  

商品コード：1030973324 

分売可。各巻の詳細はお問合せください。 

Maruzen eBookLibraryで 
新規配信！ 



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 
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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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