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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 2020年1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 1031340498 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340499 □ □

一九二〇年代、京都帝国大学助教授の金関丈夫が琉球人遺骨を盗掘し、現在も、京都大学に二六体分、台湾
大学に六三体分の遺骨が保管されている。日本の大学や博物館の「学知の植民地主義」を歴史的に検証し、
アイヌ、台湾原住民族、また世界の先住民族の場合とも比較しながら、現在も続く差別の淵源と構造を明らか
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。

琉球　奪われた骨──遺骨に刻まれた植民
地主義

岩波書店 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松島泰勝著
9784000255790

功利主義とは何か
岩波書店 電子書籍

¥6,930(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
カタジナ・デ・ラザリ=ラデク著,

ピーター・シンガー著, 森村進訳,森村たまき訳

9784000229623

功利主義は今日の世界で最も影響力を持ち、同時に論争を呼ぶ世俗的倫理である。世界的に名高い哲学者
P・シンガーが、起源から現在に到る歴史をわかりやすく解説しつつ、これまで向けられてきた数多くの批判に
回答する。そして貧困、安楽死、動物の権利といった現代的課題の解決に対し、功利主義がいかに応えうるか
を示す。

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

□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 

-  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 2020年1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 1031340500 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340501 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340502 □ □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 馮力著,孫根志華著
9784762029417

相互理解に向けた国際観光コミュニティ論。訪日中国人観光客の急増による訪問者と観光地の居住者との間
の交流の深化を、中日間の新たな国際観光コミュニティの形成と捉え、その検証を行う。

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。

最新 現代社会福祉と子ども家庭福祉 (シ
リーズ社会福祉のすすめ 2)（※）

学文社 電子書籍

¥8,712(＋税) □

¥2,400(＋税)

国際観光コミュニティの形成 訪日中国人観
光客を中心として（※）

学文社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 和田光一著,岩川幸治著
9784762029387

社会福祉および子ども家庭福祉の入門テキスト。子ども家庭福祉の根底に流れる社会福祉の理念、構成要素
も解説。社会福祉や子ども家庭福祉を学ぶ方にとって必要な基礎的な知識を習得できるように努める。子ども
家庭福祉の理念ウェルビーイングの考えを基本に、子育て支援や健全育成についても「子どもの最善の利益」
をキーワードにして分析する。

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。

9784762029288

これまでの福祉政策の経緯を踏まえた上で、「地域福祉政策」のあり方を理論と実践の双方から論じる。現状
の「地域福祉政策」の解説書であり、今後のあるべき姿を示す。理解を深めるために、ローカル・ガバナンスや
ソーシャル・キャピタルの概念からの検討をし、また地域福祉の基本的な構成要素となるその財源論や地域福
祉計画、地域共生社会、包括的支援、地域援助技術などの考え方そしてそれらの実践や実践事例を取り上げ
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。

地域福祉政策論（※）
学文社 電子書籍

¥8,349(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新川達郎編著,川島典子編著

□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 

-  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 2020年1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 1031274485 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274486 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274487 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274488 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274489 □ □

ひれふせ、女たち　ミソジニーの論理
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ケイト・マン著,小川芳範訳
9784766426359

現在、「ミソジニー（女性嫌悪）」はホットトピックとなっているが、そこにはいつも誤解が付きまとう。ミソジニーと
は正確には何なのか？　セクシズムとはどう違うのか？ 性差別的なジェンダーロールが弱まりつつある中、な
ぜミソジニーは増幅する傾向にあるのか？ 本書では、ミソジニーを分析哲学的アプローチで探究・定義し、根
底にある歪みを明らかにする。

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。

イスラーム法の子ども観　ジェンダーの視点
でみる子育てと家族

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥17,930(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野仁美著
9784766426410

イスラーム教徒の社会生活の規範を形作ったイスラーム法が、いかに「子ども」や「家族」を規定していたのか。
神の教えに基づく共同体の形成が目指されたイスラーム社会においては、共同体の未来たる子どもたちをいか
に育てるかは重要な関心事であり、本書ではその具体的な生活指針を記す古典イスラーム法学書を中心に、
子どもと周囲の人々をめぐる記述を分析。ジェンダー視点から、イスラーム法における家族像を探る。

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。

小児失語症の言語回復 ―ランドー・クレフ
ナー症候群と自閉症の比較から

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥18,480(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 星浩司著,宮里恭子著
9784766426397

小児期に発症するてんかん性失語症、「ランドー・クレフナー症候群（LKS）」。その症状に着目し、LKSとコミュニ
ケーション障害を主訴とする自閉症を比較することで、ヒトの言語獲得のメカニズム解明を試みる。また、子ども
の失語症の医学的治療方法について、生物言語学的視点から仮説を提唱する。

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。

コラプション　なぜ汚職は起こるのか
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
レイ・フィスマン著,ミリアム・A・ゴールデン著,

山形浩生訳,守岡桜訳,溝口哲郎解説

9784766426267

世界の大部分の国が腐敗・汚職に悩んでいる。しかし、汚職を撲滅した国もちゃんと存在する。汚職は、個人の
「悪」の問題ではなく、構造の問題であり、法律だけではもちろん止められない。また民主主義でも無くせない。
「汚職の均衡」をいかにして転換するか？　「悪」を糾弾するのではなく、その仕組みを理解することが汚職撲滅
のカギとなる。

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

精選 折口信夫　Ⅵ　アルバム
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,690(＋税)

著編者名
折口信夫著,

國學院大學折口博士記念古代研究所監修,
岡野弘彦編,長谷川政春解題

9784766425536

□

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

最終巻では、シリーズの流れに沿うように、写真・直筆の書画等を配置。幼年時から、折口の足跡を辿りなお
す。折口の主な採訪旅行を日本地図上に表し、未公開の貴重な写真・絵葉書等をはじめて収録。さらに、折口
の展開した日本文学を画期的な「系図」として表し、一目瞭然に理解できるようにした。巻末には、略年譜と主
要著書目録、岡野弘彦氏の解説エッセイを付す。

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 

-  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 2020年1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 1031274490 □ □

ドラッグの誕生　一九世紀フランスの〈病・狂
気・犯罪〉

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥12,320(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小田勇樹著
9784766426403

・薬とドラッグはいつ分かれたのか？・社会的認識の変化が起こった歴史的過程を明らかにする。患者が犯罪
者になる瞬間――。近代国家形成過程の19世紀フランスの社会史を克明に分析し、「正常」と「異常」を峻別す
る現代社会に連なる病理を解き明かす。

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

-  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 2020年1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 1031340503 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340504 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340505 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340506 □ □

里親制度の史的展開と課題 社会的養護に
おける位置づけと養育実態

勁草書房 電子書籍

¥20,790(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 貴田美鈴著
9784326603220

2017年に厚労省が打ち出した「新しい社会的養育ビジョン」では、児童養護に関し里親等家庭養護に委託する
割合を大幅に増やす方針が出された。制度転換に際し戦後の里親制度の歩みを振り返るとともに、インタ
ビュー調査を通じ今後の制度の課題を浮かび上がらせる。基本資料をまとめ、社会的養護・里親研究の進展を
後押しする一書。

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。

人を知る法、待つことを知る正義 東アフリカ
農村からの法人類学

勁草書房 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石田慎一郎著
9784326654239

人間の裁きに宿る根源的困難に、アフリカの人びとはそれぞれの方法で対処している。ある農村では、即効性
のない呪物を使い、時間をかけて解決を図る。やがて訪れる自身と周囲の環境・現実理解の変化、そして待つ
ことを知る者の姿がそこにあった。人間による正義の希求、人間的法の探究をめぐる民族誌的発見から真の
〈法人類学〉へ。

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

AI時代の「自律性」 未来の礎となる概念を
再構築する

勁草書房 電子書籍

¥11,220(＋税)

冊子購入確認

著編者名 河島茂生編著

人間の尊厳をもたらすものが自律性にあるとするなら、それはどのようなものであるのか。意味合いや使われ
方が十分に検討されないままにある「自律性」概念について、「ラディカル・オートノミー」という生物学的自律性
をキーとして、様々な学問分野にまたがるこれまでの学術的な成果を体系をもって示し、議論の土台を築く。

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。

9784326000470

□

¥3,500(＋税)

南部メキシコの内発的発展とNGO　補訂版
勁草書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北野収著
9784326603237

2008年に上梓した本書は研究書としての性格のみならず、「内発的発展論」「キーパーソン論」「ジェンダー論」
「フェアトレード運動」「オルタナティブな教育論」など国際開発論や開発社会学の基礎的イシューをほぼ網羅し
ている。補訂版においては、若干の考察を追加するとともに部分的な削除をし、並製とし低価格を実現した。

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。

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 

-  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 2020年1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 1031340507 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

政治の絵本 <新版> ―学校で教えてくれな
い選挙の話（※）

弘文堂

著編者名 たかまつなな著
9784335460401

「おバカは選挙に行かない方がいいの？」と子どもに聞かれたら、なんと答えますか？　3万人以上の高校生が
受講し、「分かりやすい！」「面白い！」「生徒が飽きない」と大好評の笑下村塾の政治の授業を完全書籍化。よ
り学びを深くできるコラムなどを加えた主権者教育教材の最新版です。※電子書籍版では、巻末付録「逆転投
票シミュレーションゲーム」「悪い政治家を見抜く人狼ゲーム」を掲載しておりません。

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

電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋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>（※）

冊子購入確認

弘文堂 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税)

プレップ知的財産法（プレップシリーズ）（※）
冊子購入確認

弘文堂 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税)

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。

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 

-  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 2020年1月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1031340508 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340509 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340510 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340511 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340512 □ □

9784502321818

管理会計における過去・現在・未来の諸問題を考察。過去の問題は「キャパシティ・コストの問題」であり、組織
がキャパシティを持つことから生じるコストに焦点を当てたもの。現在の問題は「財管理一致の会計」。財務会
計と管理会計という２つの領域が存在しているが、お互い断絶している。未来の問題は、ネットワーク型の組織
に関する管理会計の構築を取り上げている。これらを踏まえ、来るべき人口減少社会でのあるべき姿を探る。

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。

管理会計の再構築
中央経済社 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋賢著

著編者名 根井雅弘著
9784502317910

高校三年生の経太君は進路に迷っていた。ところが、ひょんなことから経済学者、杉本先生の中学三年生の息
子、栄一君の家庭教師をするようになり、杉本先生との対話から経済学の世界に魅了されるようになった。偉
大な経済学者と夢の中で対話するまでになった経太君の経済学修業。一体、経太君はどこへ向かおうとしてい
るのか。高校までの受験勉強から大学での本格的学問への橋渡しを試みた異色の経済学入門。

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

従来の経営学では見落とされがちだったサービスや製品を受け取る「顧客」の視点（「デマンド・サイド」）を出発
点にして、会社経営を解説。自社の製品やサービスに対する「顧客の受容可能性」を確保・維持・向上させるた
めに、顧客の視点で自社の活動と同時に協力企業の活動をも組み立て、最終的に顧客とともに質の高いサー
ビスや製品の価値を創っていく経営活動を解説する。

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

ものがたりで学ぶ経済学入門
中央経済社 電子書籍

¥6,325(＋税) □

¥2,300(＋税)

デマンド・サイド経営学
中央経済社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮崎正也著

冊子購入確認

著編者名 羽藤雅彦著
9784502312410

消費者は自分が好きな対象を同じように好む他者と集まる傾向がある。同じブランドが好きであるという類似性
が消費者をつなぐのである。この点に着目して、消費者同士を結びつけてマーケティングに応用する手法が「ブ
ランド・コミュニティ」である。近年のＳＮＳの普及で数多くのコミュニティが誕生している。本書は、「ブランド・コ
ミュニティ」を対象として、その成果指標や、それを高める要因などについて考察する。

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。

9784502312519

企業グループの経営と取締役の法的責任
中央経済社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 畠田公明著
9784502308413

現代の経済社会では、規模の大小を問わず、親会社・子会社・兄弟会社からなる企業グループによる経営が
主流となっている。ときに子会社が舞台の企業不祥事が頻発しているが、親会社の取締役の責任はどうなるの
か。本書では、グループ経営における親会社取締役の義務・責任および近年の会社法改正で創設された多重
代表訴訟の諸問題を論究する。

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

ブランド・コミュニティ
中央経済社 電子書籍

¥8,250(＋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 

-  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 2020年1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 1031340513 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031340514 □ □

種痘という〈衛生〉 近世日本における予防接
種の歴史

東京大学出版会 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥8,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 香西豊子著
9784130266093

副反応というリスクのある種痘がどのように広まったのか。琉球での国家的な人痘種痘、蝦夷地での強制的全
種痘（牛痘）など、日本列島における種痘実践の歴史を広範に掘り起こし、為政者が強制／勧奨する予防接種
が帯びる政治性の淵源を明らかにする。

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。

学歴・試験・平等 自治体人事行政の3モデ
ル

東京大学出版会 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林嶺那著
9784130362764

日本の公共部門の昇任人事は、いかなる能力観のもとに行われているのか。本書は、1930年代から2000年前
後の大規模自治体――大阪市役所、東京都庁、神奈川県庁――の昇任システムを綿密に分析し、3つのモデ
ルを提示する。日本の人事管理の実態に迫り、その多様性を明らかにする意欲作。

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

東京大学出版会 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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 2020年1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 1031274491 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274492 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274493 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274494 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031274495 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

2020年日本はこうなる
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 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング編
9784492396490

これ1冊で最新トレンドがわかる！　米中対立の行方から、自動車業界の激変、スマートシティなど今知るべき
86のテーマを解説。

ITナビゲーター 2020年版
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
野村総合研究所ＩＣＴメディア・

サービス産業コンサルティング部著

9784492503119

5Gサービスが本格スタート、リアルとデジタルの融合で市場が拡大。情報銀行からxTech、IoT市場の広がりま
でを徹底予測！

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

¥9,240(＋税)

冊子購入確認

経済がわかる論点50 2020
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税)

国内有数のシンクタンクのエコノミストが2020年の経済見通しを解説。経済政策と自分たちとの生活とのかかわ
り方などがわかる！

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

□

9784492396483

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 みずほ総合研究所著

□

¥2,800(＋税)

上流、中流、労働者。こんな分類はもう古い！　21世紀に登場した新しい階級を初めて分析。英国で話題沸騰
の調査、待望の翻訳！

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

7つの階級 英国階級調査報告
東洋経済新報社

著編者名 マイク・サヴィジ著,舩山むつみ訳
9784492223857

電子書籍

ゼロからつくるビジネスモデル
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

ビジネスモデルをどう創造するか。アイディアの生み出し方を多様な切り口と事例から紹介し、再現可能な方法
論に落とし込む。

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

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上達彦著
9784492534175

□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 2020年1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 1031274496 □ □

国際競争を勝ち抜くマネジメント
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 内山鉄朗著
9784492961704

海外のステークホルダーを含めたプロジェクトの経験豊富な著者による、日本人が世界で活躍するためのマネ
ジメント指南書。

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。

-  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 2020年1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 1031340515 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340516 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340517 □ □

近代日本の戦傷病者と戦争体験
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 松田英里著
9784818825444

「戦争の惨禍」や国家・社会の矛盾の象徴とされる一方、待遇改善の声をあげ、戦時は総力戦体制に組込まれ
た「癈兵」。日露戦争から日中戦争までの軌跡と戦場・戦争体験の固有性を明らかにする。

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

平田清明著作 解題と目録
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 平田清明記念出版委員会編
9784818825383

記念碑的な『経済科学の創造』にはじまる著書12点の解題は、初出との比較、および反響も記載。著作目録は
小文を含めた完全版。

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。

フランス古典経済学研究
日本経済評論社 電子書籍

¥10,725(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平田清明著
9784818825376

フィジオクラシーの思想的基礎。小農経営と危機的な再生産＝蓄積。英国古典派に拮抗するもう一つの古典経
済学。著者初期の苦闘の跡を遺す、未公刊学位論文。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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 2020年1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 

-  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 2020年1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 1031340518 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340519 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340520 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340521 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340522 □ □

きのこのなぐさめ
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
ロン・リット・ウーン著,

枇谷玲子訳,中村冬美訳

9784622088097

ある日突然、最愛の夫を失った私。悲しみの淵から私を連れ出してくれたのは、きのこだった。ノルウェイのノン
フィクション・ノベル。

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。

現実のユートピア フランコ・バザーリア著作
集

みすず書房 電子書籍

¥23,760(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
フランカ・オンガロ・バザーリア編,

梶原徹訳

9784622077602

イタリアの精神病院廃絶の中心となった精神科医、フランコ・バザーリアの思想を凝集。精神医療改革の生々し
い現場を物語る重要書。

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。

ナチス 破壊の経済　上 1923-1945
みすず書房 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アダム・トゥーズ著,

山形浩生訳,森本正史訳

9784622088127

ナチスの経済政策が、いかに付け焼き刃に過ぎなかったかを圧倒的データで描ききった決定版、ついに邦訳。
「大傑作」（ファーガソン）。上巻では、シュトレーゼマン政権（1923）から、ヒトラーの政権掌握、再軍備と戦争準
備、そしてポーランド占領後（1940）までを扱う。

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

ナチス 破壊の経済　下 1923-1945
みすず書房 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アダム・トゥーズ著,

山形浩生訳,森本正史訳

9784622088134

下巻では、西部戦線の開戦（1940）から、バルバロッサ作戦、ジェノサイド、シュペーアによる軍備の奇跡、そし
て敗戦（1945）までを扱う。

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

恐竜の世界史 負け犬が覇者となり、絶滅す
るまで

みすず書房 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
スティーブ・ブルサッテ著,

黒川耕大訳,土屋健日本語版監修

9784622088240

新化石の発見に熱狂し、新たな恐竜史を遠望する。気鋭の若手恐竜学者による「サイエンスライティングの傑
作（ワシントン・ポスト）」。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  15  -

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



人文社会編 2020年1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 1031340523 □ □

真実なる女性 クララ・シューマン
みすず書房 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 原田光子著
9784622088264

昭和16年初版、夫シューマンやブラームスとの書簡、日記を元に気品ある美しい日本語で書かれた名著評伝、
待望の復刻。

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

-  16  -

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



人文社会編 2020年1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 1031340524 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340525 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340526 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340527 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340528 □ □

19世紀半ばから百年余りの、日本における資本主義経済社会の生成・発展過程に焦点を合わせ、経済構造の
変化を中心に概説。論点や学説を扱うコラム、用語解説欄、写真・資料、復習課題とその導き方も記され、理解
を深めることができる。学んで考える経済史。

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

□

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田晴人著
9784641165281

日本経済史（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,480(＋税)

物権全分野（物権総論と担保）を網羅的に分かりやすく、しかもコンパクトにまとめた入門書の決定版。日常的
な話題を展開する「コラム」や判例を端的に解説した「ケースのなかで」などの工夫を凝らした。債権法・相続法
等の法改正や新しい判例の展開を織り込んだ最新版。

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。

どこでも刑法 ＃総論（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 和田俊憲著
9784641139398

すべての項目を4頁あるいは6頁で解説し、前から順番に読めば刑法の全体像が掴めるように学習体系を創り
変えた「令和のテキスト」。

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

□

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
永田眞三郎著,松本恒雄著,

松岡久和著,中田邦博著,横山美夏著

9784641184442

物権〔第2版〕　 エッセンシャル民法 2 (有斐
閣ブックス)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,620(＋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。

憲法判例と裁判官の視線 その先に見てい
た世界

有斐閣

著編者名 千葉勝美著
9784641227774

最高裁の裁判官はどのような思考のもとに憲法判断を行っているのか。歴代の最高裁判事の議論の多くに直
接・間接に接し、自身も最高裁判事として憲法判例の形成にかかわった著者が、時代を画した主要な憲法判例
13件をとりあげ、その背景事情をも踏まえて考察する。

電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

産業組織論 理論・戦略・政策を学ぶ（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小田切宏之著
9784641165533

基礎理論から戦略、政策までをかみ砕いて解説され、いきいきと学べる基本テキスト。各章のなかも、「キー
ワード」「定理」として重要概念を説明し、事例中心のコラム、章末のポイント、練習問題を用意し構成する。今
日の産業とビジネスを理解するために欠かせない一冊。

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 2020年1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 1031340529 □ □

21世紀家族へ〔第4版〕 家族の戦後体制の
見かた・超えかた (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 落合恵美子著
9784641281462

初版から四半世紀。日本の家族は変わったのか。「家族の戦後体制」は終わったのか。アジア諸国の家族も視
野に入れながら、21世紀初頭の現実をとらえ、今後の展望につなげるために、新たに2章を書き下ろした。ます
ますパワーアップした家族社会学の基本書。

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。

-  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。



人文社会編 2020年1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 1031340530 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340531 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340532 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340533 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340534 □ □

文化遺産と〈復元学〉 遺跡・建築・庭園復元
の理論と実践

吉川弘文館 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 海野聡編
9784642016629

失われた文化遺産を再生する復元はどのように行われるのか。近世の内裏図作成と考証、平安宮八省院を模
した平安神宮や寺院・城郭の再建、美術品のレプリカ、海外の再建建築の世界遺産登録など、広範囲に及ぶ
時代と地域の復元を学術的に検討する。文化財・文化遺産の保存・活用が求められるなかで、復元の目的や
実態、課題に迫る革新的な一書。

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。

明智光秀の生涯 (歴史文化ライブラリー
490)

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 諏訪勝則著
9784642058902

戦国史最大の謎、本能寺の変の首謀者。その若き日の姿を知る術はないが、将軍足利義昭に従って歴史の表
舞台に登場。織田信長に臣従して、卓越した行政能力を発揮する一方、有力な軍事指揮官として各地を転戦す
る。連歌や茶道にも長け、織田家中随一の重臣に上り詰めながら、なぜ主君を襲撃したのか。謀反の真相に新
たな見解を示し、人間像に迫る。

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。

神仏と中世人 宗教をめぐるホンネとタテマ
エ (歴史文化ライブラリー 491)

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 衣川仁著
9784642058919

中世人は富や健康、呪咀の願望成就を求め、寺社は期待に応えて祈りを提供した。人々は神仏にいかに依存
し、どう利用したか。社会に広がる祈りにまつわる情報網、僧侶による宗教暴力の正当化、民衆支配のための
政治と宗教の連動などを探り、祈り観にみる世俗と宗教界のズレや、人々と神仏の関係を解明。現代の「無宗
教」を考える手掛りを提示する。

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。

大学アーカイブズの成立と展開 公文書管理
と国立大学

吉川弘文館 電子書籍

¥33,000(＋税) □

¥11,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤諭著
9784642038911

教育・研究機関として発展してきた大学には、運営などに関する多くの資料が存在し、20世紀後半以降、アーカ
イブズの成立と展開の一翼を担ってきた。東北・東京・九州・名古屋・京都など各国立大学の事例を挙げて成立
過程を詳述。日本の大学史編纂と文書管理制度の中に、大学アーカイブズ史を位置づけ、アーカイブズの意義
や可能性を解明する。

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

縄文時代の植物利用と家屋害虫 圧痕法の
イノベーション

吉川弘文館 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小畑弘己著
9784642093545

縄文土器の中には、目に見えない情報が埋め込まれていた―。X線を用い、土器作成時の胎土へ混入された
タネやムシの痕跡を検出する新たな研究手法を提唱。それを実施するための機器や作業手順、技能などを検
証しつつ、土器内部から発見された資料をもとに植物栽培や害虫発生の過程を分析する。縄文人の暮らしや、
植物・昆虫に対する意識を探り出す。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



人文社会編 2020年1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 1031340535 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340536 □ □

芦田均と日本外交 連盟外交から日米同盟
へ

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 矢嶋光著
9784642038904

新憲法制定間もない戦後日本、吉田茂の軽武装論に対立し、再軍備論を唱えた芦田均。外交官時代の経験か
らいかなる国際政治観を形成したのか。敗戦までの対ソ外交論の変化や外務省の政策と幣原喜重郎・重光葵
ら人脈の系譜にも留意しつつ、芦田の政治的足跡を辿ることで再軍備論を内在的に分析。戦後日本の外交路
線の形成と対立の諸相を考察する。

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。

信長と家康の軍事同盟 利害と戦略の二十
一年 (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 谷口克広著
9784642071116

戦国群雄にとって、裏切りや謀反は当たり前で、信義関係など成り立たない時代。織田信長と徳川家康の同盟
は、本能寺の変まで二十一年続いた。同盟が維持された理由と実体を解き明かし、天下統一につながる動きに
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。

-  20  -

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



理工学編 2020年1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 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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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
9784274222863

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) 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。

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

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
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。

Pythonによる制御工学入門（※）
オーム社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 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。

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) 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。

□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 2020年1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 1031340537 □ □

死を招くファッション
化学同人 電子書籍

¥9,020(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Alison Matthews David著,

安部恵子訳

9784759820140

19世紀から20世紀前半、欧米諸国の衣服や装飾品のデザインや素材には、科学技術の進歩によって革新的なものが生ま
れ、流行してきた。いつの時代も、その当時の最新技術によるファッションは、悲惨な出来事を引き起こした。本書は、それ
らを取り上げて、歴史的・社会的背景や、科学的側面とともに示す。それらの出来事に巻き込まれざるを得なかった人々の
悲劇的エピソードは、それぞれが胸に迫る。そして、同様の問題は現在も存在することが、具体的な事例とともに指摘され
る。美しい色や贅沢な装飾の服、帽子、装飾品などの写真と、それらにまつわる悲劇との対比が、たいへん印象的である。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  22  -

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



理工学編 2020年1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 1031340538 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340539 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340540 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340541 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340542 □ □

9784320082267

コンピュータによる数値計算により解を求めるシミュレーションは、製品の設計・開発では欠かせないツールと
なっている。本書は、大学・高専等の学生を対象に、シミュレーションの概要と数値計算の基礎事項をC言語、
MATLAB、EXCELによるプログラム例により学べるように構成したテキスト。

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

シミュレーションと数値計算の基礎（シリーズ
知能機械工学 8）

共立出版 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山田宏尚著,大坪克俊著

著編者名
熊谷信男著,阿波屋義照著,

小川徹著,坂本勇著,武田信之改訂

9784320082199

本書第4版から15年経過し、この間JIS製図法は大きく変わった。第5版では、主に寸法記入法、寸法公差とはめ
あい、表面性状、ねじおよび歯車製図、溶接記号など全面的に見直し改訂した。

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、森林の変化が菌類にどのような影響を及ぼすのか、そしてどのような菌類が森林にどのような変化を
もたらすのかを、森林変化の要因である森林利用、人為の影響、気候変動との関連から、具体的なデータや論
文を引用しながら紐解いてゆく。

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。

JIS機械製図の基礎と演習 第5版
共立出版 電子書籍

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税)

森林と菌類 （森林科学シリーズ 10）
共立出版 電子書籍

¥11,550(＋税) □

冊子購入確認

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 升屋勇人編

冊子購入確認

著編者名
市川隆著,田中幹人著,照井伸彦編,

小谷元子編,赤間陽二編,花輪公雄編

9784320111240

統計学の基本を、天体観測のデータによる具体的な例を用いて解説。宇宙からの情報には、望遠鏡で受けるま
でにさまざまな雑音が混入する。雑音に埋もれた天体からの情報を統計的な手法によって高い精度で引き出す
ことが求められる。本書では光と赤外線で画像として得られる情報とノイズ、さらに画像から抽出される天体情
報の統計的処理について解説する。付録では、RやPythonを用いた解析方法を紹介する。天文学のデータを扱
う学生の入門書。

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。

9784320058262

原場面に着目した数学的モデリング能力に
関する研究 ―フッサール現象学の方法と応
用反応分析マップを援用して―

共立出版 電子書籍

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松嵜昭雄著
9784320113435

次代を担う児童生徒たちにとって必要となる資質・能力の1つとして、数学的モデリング能力が注目されている。
本書は、著者が提出した博士論文『原場面に着目した数学的モデリング能力に関する研究―フッサール現象学
の方法と応用反応分析マップを援用して―』を加筆・修正したものである。モデリングの評価の一助となる研究
でもあり、モデリング能力の枠組み構築とともに、モデリングの実際を視覚化する方法を提供している。

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。

天体画像の誤差と統計解析（クロスセクショ
ナル統計シリーズ 7）

共立出版 電子書籍

¥9,900(＋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 

-  23  -

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



理工学編 2020年1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1月 商品コード 1031340543 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340544 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340545 □ □

本書は、機械系の「大卒技術系公務員」と「技術士資格」の合格対策本である。厳選した機械4力学（材料力学、
機械力学・振動・制御、熱力学、流体力学）の過去問を解くことによって、機械工学全般の基礎知識を学べるよ
うに工夫した。

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。

「技術系公務員・技術士試験」 解答力を高
める機械4力学基礎演習 材料力学，機械力
学・振動・制御，熱力学，流体力学

コロナ社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 土井正好著
9784339046595

数学ラーニング・アシスタント 常微分方程式
の相談室

コロナ社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林幸夫著
9784339061161

この常微分方程式のラーニング・アシスタント（学習支援スタッフ）は、読者がいつでも訪問できる相談窓口で
す。「計算できる」だけで「わかった」つもりにならず、頭の中で具体的なイメージを思い描くトレーニングをしてい
きます。

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

建設技術者を目指す人のための防災工学
（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安田進他著
9784339052633

建設技術者を目指す人が最低限必要な防災工学の知識を学べるよう、地域防災計画等でおもな災害対象の、
地震災害、風水害、火山災害などの自然災害について、基礎的な知識から災害の予測・対策方法まで具体的
な事例を交えて解説した。

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。

  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 

-  24  -

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



理工学編 2020年1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 1031340546 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340547 □ □

新しい観点と実践に基づく 工業科教育法の
研究　改訂版

実教出版 電子書籍

¥7,837(＋税) □

¥2,850(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中村豊久著,島田和典著,
豊田善敬著,棟方克夫著

9784407347715

2022年度実施新教育課程に対応した大学の教職科目「工業科教育法」のテキスト。2018年3月発表の新学習
指導要領に沿う形で内容を改訂。教職課程履修の学生のみならず、現職の工業高校の先生方にも参考にして
いただける内容です。

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

①2017年・2018年告示の学習指導要領に則し、技術科教育法と工業科教育法の両方が学べる、他に類書がな
いテキスト。「次世代の教育方法論テキストの決定版！」「平成29・30年（2017・2018年）改訂学習指導要領準
拠」　②工業教育の第一人者による執筆・編纂。「ベテラン教員の視点・成果を習得できる」

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

教職必修　技術科・工業科教育法 ～2021・
2022年度実施新教育課程対応

実教出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 教職課程研究会編
9784407347739

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  25  -

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



理工学編 2020年1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 1031340548 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340549 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340550 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340551 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340552 □ □

知っておきたい日本の古典芸能　落語（※）
丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀧口雅仁編著
9784621304389

落語の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学校で習う以外の漢字にルビを振り、作品の
ポイント・成り立ち・背景を解説し、難しい言葉や歴史的な言葉に解説を付けるなどの工夫をしたうえで、あえて
現代語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を忠実に再現したことで臨場感を感じることが
でき、それが本物の芸能を体験するいざないになる。

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

知っておきたい日本の古典芸能　講談（※）
丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀧口雅仁編著
9784621304372

講談の代表的演目を再録し、作品のポイント・成り立ち、背景などの解説を付けた小中学生向けの本。小学校
で習う以外の漢字にルビを振り、難しい言葉や歴史的な言葉に解説を付けるなどの工夫をしたうえで、あえて
現代語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を忠実に再現したことで臨場感を感じることが
でき、それが本物の芸能を体験するいざないになる。

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

量子情報理論　第3版（※）
丸善出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐川弘幸著,吉田宣章著
9784621304167

本書では、量子力学の基本的な考え方から、量子ゲート、量子計算、量子暗号など、量子情報理論の仕組み
やアルゴリズムを解説する。近年の量子コンピュータの分野の新しい展開を踏まえて、第3版では量子アニーリ
ング方式の基礎的な考え方を第10章として追加するとともに、演習問題も増量し、さらなる内容の充実を図っ
た。量子情報理論の基礎から量子コンピュータの最新のテーマまで学べる一冊。

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。

 “ヒューマンエラーとは何なのか？”  “どうして起きるのか？” という本質を理解し、そのうえでどう対策を講じて
いくか、最新の知見を盛り込んで、より現場の実務で参考にしやすいように改訂がなされた。品質保証、労働安
全、産業保安、リスクマネジメントなどの場で、日々、ヒューマンエラーや、人間の不適切な行為、失敗や成功と
いったことに頭を悩ませている人たちへの、解決への道標となる一冊。

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。

ヒューマンエラー　第3版
丸善出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小松原明哲著
9784621304358

知っておきたい日本の古典芸能　歌舞伎
（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀧口雅仁編著
9784621304365

歌舞伎の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学校で習う以外の漢字にルビを振り、作品
のポイント・成り立ち・背景などの解説を付け、難しい言葉や歴史的な言葉を解説するなどの工夫をしたうえで、
現代語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を忠実に再現したことで臨場感を感じることが
でき、それが本物の芸能を体験するいざないになる。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  26  -

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



理工学編 2020年1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 1031340553 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340554 □ □

知っておきたい日本の古典芸能　忠臣蔵
（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀧口雅仁編著
9784621304402

歌舞伎・講談・浪曲で演じられる忠臣蔵の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学校で習う
以外の漢字にルビを振り、作品のポイント・成り立ち・背景を解説し、難しい言葉や歴史的な言葉を解説するな
どの工夫をしたうえで、あえて現代語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を忠実に再現し
たことで臨場感を感じることができ、それが本物の芸能を体験するいざないになる。

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

知っておきたい日本の古典芸能　浪曲・怪
談（※）

丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 瀧口雅仁編著
9784621304396

浪曲の代表的演目を再録し解説を付けた小中学生向けの本。小学校で習う以外の漢字にルビを振り、作品の
ポイント・成り立ち・背景を解説し、難しい言葉や歴史的な言葉を解説するなどの工夫をしたうえで、あえて現代
語訳にせず実演を再現したのが類書との大きな違い。実演を忠実に再現したことで臨場感を感じることができ、
それが本物の芸能を体験するいざないになる。

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

-  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 2020年1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 2020年1月 商品コード 1031340555 □ □

はじめて制御工学を学ぶ読者に最適な、わかりやすい入門書です。電気系と機械力学系を中心として、例や問
題を豊富に収録するとともに、図やグラフを多く用いて、理解しやすいよう解説を工夫しました。
MATLAB/Simulinkの演習も掲載しており、理論を実践しながら確認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。

MATLAB/Simulinkによる制御工学入門
森北出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川田昌克著
9784627787018

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  28  -

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



理工学編 2020年1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 1031340556 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340557 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340558 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340559 □ □

英語の時制（テンス）と相（アスペクト）の仕組みを最新の理論に基づき豊富な例文とかみ砕いた解説で明快に
理解する。　〔内容〕時間と時制／現在時間／過去時間／未来時間／完了進行形が表す時間／アスペクト／進
行形／完了形／動名詞と分詞

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

時制と相　【ネイティブ英文法　1】
朝倉書店 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中江扶著,

本田謙介著,畠山雄二著

9784254516715

最適投資戦略　【FinTechライブラリー】
朝倉書店 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 津田博史監修,小松高広著
9784254275858

最適投資戦略の伝統と進化　〔内容〕ポートフォリオ構築の基礎／前提条件の緩和：ゼロ・ベータCAPM、ブラッ
ク・リターマン・モデル（混合推定、ベイズ定理）、カルマン・フィルター（状態空間モデル、ベイズ更新）／レジー
ム・スイッチ・モデル

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。

電波伝搬　【電波工学基礎シリーズ　2】（※）
朝倉書店 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
新井宏之監修,岩井誠人著,

前川泰之著,市坪信一著

9784254222159

電波工学を基礎から学ぶための教科書シリーズの第2巻。無線通信における電波伝搬について解説する。
〔内容〕電波伝搬の概要／自由空間伝搬／電離層伝搬／対流圏伝搬／移動伝搬／移動通信システムの概要
／解析手法／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。

破格の構造　【ネイティブ英文法　2】
朝倉書店 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林亜希子著,吉田智行著
9784254516722

本書では破格を「学校英文法からの逸脱」と定義し、学習者にとってわかりづらい破格現象の構造と使い方を
丁寧に解説する。　〔内容〕破格について／一致現象／格／形容詞・副詞／前置詞／動詞・助動詞／語順／係
り受け／否定文／表記

冊子を購入または
発注の場合は、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。
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理工学編 2020年1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 2020年1月 商品コード 1031340560 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031340561 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031340562 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031340563 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031340564 □ □

できるゼロからはじめるiPhone 11/Pro/Pro
Max超入門

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
法林岳之著,白根雅彦著,
できるシリーズ編集部著

9784295008309

中高年を中心としたターゲット層に向けて、「超入門」シリーズの iPhone 書籍を改訂。はじめてスマホを手にし
た人が「必ず使う機能」「知っていると便利な機能」を厳選して解説することで、スマホ初心者のための入門書と
して最適な内容を紹介します。

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。

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

9784295008279

いちばんやさしいPowerPoint VBAの教本
人気講師が教える資料作りに役立つパワポ
マクロの基本

インプレス

¥8,580(＋税) □

著編者名 伊藤潔人著

本書ではPowerPointとExcel のVBA の違い、やさしい点／難しい点といった比較をはじめ、プレゼンテーション
やスライド、図形を表すオブジェクトなど、PowerPointならではの要素の解説から、文字列や選択されているオ
ブジェクトの操作方法などについて、簡単なサンプルマクロをベースに解説します。

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。

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

9784295008262

電子書籍

いちばんやさしい5Gの教本 人気講師が教
える新しい移動通信システムのすべて

インプレス

¥5,940(＋税) □

著編者名 藤岡雅宣著

2020年春に日本でサービスが開始される5G。4Gに比べて通信速度100 倍（10Gbps）、同時接続数100倍、遅延
1/10という大きな技術革新であり、幅広い産業分野、そしてライフスタイルのパラダイムシフトが進むといわれて
います。社会や産業への影響は？といったビジネス関連から、その変革はどのようなテクノロジーに支えられて
いるのか？といった技術的な内容まで、一般向けに解説します。

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。

¥1,980(＋税) 冊子購入確認

9784295008255

電子書籍

できるクリエイターGIMP 2.10 独習ナビ
Windows&macOS 対応

インプレス

¥6,534(＋税) □

著編者名
ドルバッキーヨウコ著,

できるシリーズ編集部著

できるクリエイターの特徴である「レッスン」「リファレンス」「トレーニング」を 3 本柱としながら、レッスンでは「写
真加工」「写真合成」「ロゴ制作」のほか、当時類書であまり取り上げられていなかった「イラスト制作」までフォ
ロー。アップデートで加わった新機能やよく使われる機能を盛り込み、作例のサンプルファイルはダウンロードで
提供します。

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。

¥1,380(＋税) 冊子購入確認

9784295008194

電子書籍

忙しくても毎日をご機嫌に オトナ女子の暮ら
しレシピ

インプレス 電子書籍

¥4,554(＋税) □

著編者名 namytone著

Instagram で「働き女子のひとり暮らし」が大人気のインスタグラマーnamytone氏（2年でフォロワー数16万2千
人）の初の単著本が発売。時間がなくても負担なくできる家事術、ミニマリストじゃなくてもできるスッキリ空間の
作り方など、働き女子のライフスタイルに合わせたひとり暮らしを紹介。

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

□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 2020年1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 2020年1月 商品コード 1031340565 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年1月 商品コード 1031340566 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340567 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340568 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340569 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340570 □ □

これから情報通信技術を学ぼうとしている読者や、手早く全体像を知りたいと考えている読者のための概説書。
情報通信技術の進化を追いながら、主要なポイントをQ&A方式で学ぶことができる。数式は極力使用せず、平
易な説明を心がけた。情報通信システム、情報通信ネットワーク、情報通信機器、情報通信技術がどのように
働いているのかに加えて、それらが何を目指して、なぜ発明されたのかについても、丁寧に解説する。

AI事典 第3版
近代科学社 電子書籍

¥29,700(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中島秀之編著,橋田浩一編著,

松原仁編著,浅田稔編著,
山川宏編著,栗原聡編著,松尾豊編著

9784764906044

人工知能（AI）研究を牽引する代表的な研究者が編・著を務め、各研究カテゴリーの最前線で活躍する100余名
の気鋭の研究者が執筆を手掛けた事典。コンセプトは「執筆者の主観を軸に、読者が興味を持って面白く読め
る内容にすること」。従来の主要テーマのほか、ディープラーニング、AIにおける論争、汎用人工知能など、いま
外せないトピックスを幅広く解説する。

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。

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

Q&Aで読み解く情報通信技術の進化
近代科学社 電子書籍

¥6,864(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名

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

高齢者のためのユーザインタフェースデザ
イン ユニバーサルデザインを目指して

近代科学社 電子書籍

¥23,760(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Jeff Johnson著,Kate Finn著,

榊原直樹訳

9784764905566

高齢者の身体的・認知的特性について解説し、それらに対応するための具体的なデザイン事例を紹介。また、
実在しない典型的な高齢者6名を設定し、身体上の問題点やデザイン上の要望を語らせて、高齢者向けユーザ
ビリティのあるべき姿を読者に明示する。（原著：Designing User Interfaces for an Aging Population ― Towards
Universal Design）

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

三宅真著
9784764960053

¥1,580(＋税) 冊子購入確認

9784295008293

電子書籍

徹底攻略 ITパスポート教科書+模擬問題 令
和2年度

インプレス

¥5,214(＋税) □

著編者名 間久保恭子著

最新シラバス「iパス4.0」に沿って解説します。新シラバスで追加された項目・用語にはマークを付けて識別が可
能。巻末に、模擬試験 1 回分を収録し、学習の仕上げ作業までをサポートします。出る語句200＋過去問のス
マホアプリを無償提供します。

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。

MicrosoftOffice2019を使った情報リテラシー
の基礎

近代科学社

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
切田節子著,新聖子著,

山岡英孝著,乙名健著,長山恵子著

9784764906013

本書は、プロジェクトサイクル（PDCA）を題材に情報リテラシーを学ぶための教科書である。Officeソフトを使っ
たレポートの書き方、発表の仕方、情報分析手順、情報倫理を具体的に解説する。また、地域と共に行うプロ
ジェクトを想定し、現在注目されているプロジェクト学習のイメージを初学年次から体験できるように工夫してい
る。

¥1,780(＋税) 冊子購入確認

9784295008286

電子書籍

できるポケット Web制作必携 HTML&CSS全
事典 改訂版 HTML Living Standard &
CSS3 対応

インプレス

¥5,874(＋税) □

著編者名
小川裕子著,加藤善規著,
できるシリーズ編集部著

HTML/CSS を記述・修正する立場の人、Web 制作の基本を1からしっかり学びたい人、学び直したい人。手頃
なリファレンスがほしい人向けに、最新の仕様で紹介。使用頻度マーク（POPULAR・USEFUL・SPECIFIC・RARE
の 4 段階）をすべての要素・プロパティに掲示し、解り易く解説。

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。

電子書籍
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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 2020年1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 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 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 □ □

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。

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。

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。

-  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 2020年1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 1031137152 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

機械学習 100+ページ エッセンス
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
堅田洋資著,

石井ゆり香著,清水嵩文著

9784295007982

Amazon.comレビュー数151件の話題書『The Hundred-Page Machine Learning Book』を翻訳。機械学習の各手
法の仕組みについて、数式/図表を交えながら簡潔かつ明瞭に解説します。原著にはない用語集付き。

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。

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。

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。

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。
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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 2020年1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 1031340571 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340572 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340573 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340574 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340575 □ □

不妊症・不育症診療　その伝承とエビデンス
中外医学社 電子書籍

¥39,600(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴原浩章編著
9784498160002

エビデンスの重要性が叫ばれ、ガイドラインなど共通の診療指針が活用されている一方で、まだまだ教科書に
は載らない、熟練の専門家のみが知っている経験に裏付けられた知識や技術がある。本書では、そんな各エ
キスパートに、自身がぜひ伝えたいと思うテーマについてをまとめてもらった。最新のEBMも踏まえた、診療や
治療・ケアの技術の英知が詰まっている。不妊症不育症に携わる医療者全てに薦めたい、最新かつ最上のバ
イブルだ。

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。

認知症に伴う生活習慣病・身体合併症　実
臨床から考える治療と対応

中外医学社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川畑信也著
9784498229167

高齢認知症患者で多くの併存症を持つことは当然であり、認知症の治療のみならず、認知症患者が持つ併存
症の治療も含めた包括的な診療が求められつつある。本書では認知症患者の身体合併症・生活習慣病につ
いてディベート形式で平易に解説した。

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。

産科麻酔の疑問Q&A60
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
大嶽浩司監修,

上嶋浩順編,加藤里絵編

9784498060982

無痛分娩が増加し、産科麻酔への麻酔科医の関与が強く望まれる時代となった。本書は、すべての麻酔科医
に向けて、知っておくべき産科麻酔に関する知識とノウハウを提供する。麻酔科医のみならず、多くの産科医の
協力を得て執筆された本書を通読すれば、産科に関する関連知識も身に付く。麻酔科医のための産科麻酔入
門書の決定版！

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

SPAM 浦添ER診療ガイドブック
中外医学社 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
浦添総合病院SPAM本制作グループ著,

山内素直監修

9784498166189

本書は、初期研修医が救急外来（ER）で自信をもって初期対応に臨むことができるようにと沖縄県の浦添総合
病院で生まれた救急初療標準化コース、通称「SPAM」をベースに、最新の知見とエビデンスを盛り込んで作成
された救急診療ガイドです。最大の特徴は「研修医目線」で作り上げられてきた“現場感”と“実用性”。コンパク
トにまとめられ、持ち歩くことが容易な本書は、研修医だけでなく、救急外来に携わるすべての医師にお薦めの
1冊です。

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

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

電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

きらめきのクリニック女子！　接遇・教育・心
構え・お悩み解決まで

中外医学社

著編者名
内藤孝司監修,

後藤のり子著,永延梨沙著

9784498048768

クリニックにおいても一定以上のサービスが求められる過当競争時代において、「病院の顔」である医療事務ス
タッフはクリニックの雰囲気や印象を左右する重要な存在。にも関わらず、今まで医療事務職員向けのマネジメ
ント書は存在しませんでした。本書では、クリニックを明るく照らす「クリニック女子」を目指すためのノウハウが
詰まっています。ドクターや院長先生にとっても医療事務員と協働するためのヒントが満載です！

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  34  -

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



医学編 2020年1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 1031340576 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340577 □ □

産科グリーンノート
中外医学社 電子書籍

¥17,820(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川潤一編著,鈴木直編著
9784498060968

妊娠・分娩は病気ではない自然な生理現象ではあるものの、ひとたび経過の見極めや介入を誤れば、不幸な
転機を辿りかねない。本書は産科領域に特化し、健診で確認するべき事項や検査、母児に起こりうる異常、入
院での管理や分娩時の外科手術など、周産期の医療に携わる医師やスタッフに必須の知識をコンパクトサイ
ズに凝縮した。簡潔かつ分かり易い記述と豊富な図表で産科診療の現場でのあらゆる疑問に応え、指針とな
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。

IgA腎症の病態と治療
中外医学社 電子書籍

¥22,440(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 富野康日己監修
9784498224469

その発症メカニズムや疫学などの基本的知識から、最新の治療方針や生活管理まで、IgA腎症を診るうえで必
要になる知識を包括的に解説した。執筆者には基礎と臨床の現場で今まさに活躍している人にお願いし、IgA
腎症の病態解明に長年携わってきた第一人者に監修いただいた。各項目はポイントを押さえながらも丁寧に掘
り下げ、かつ分かりやすくまとめている。腎臓専門医にはもちろん、かかりつけ医にもお薦めしたい１冊だ。

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

-  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。



医学編 2020年1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 1031340578 □ □

原発不明癌 (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

¥48,400(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
都築豊徳編,中塚伸一編,

安藤正志編,水木満佐央編,青笹克之編

9784521747866

原発巣が不明なまま見つかる「原発不明癌」は、予後不良の癌として、これまであまり顧みられることがなかっ
た。しかし、個別化医療の時代を迎え、分子標的薬の出現もあり、原発不明癌の治療の可能性がみえてきてい
る。本書では各臓器別に原発不明癌の原発巣探索の方法を分析し、治療への道しるべを解説する。病理医だ
けでなく臨床医や腫瘍内科医にもお勧めです。

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。

□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。



医学編 2020年1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 1031340579 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340580 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340581 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340582 □ □

修了事例から学ぶ主体性をひきだす訪問理
学・作業療法（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥7,744(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
長谷川幹著,中島鈴美著,
大島豊著,藤田真樹著

9784784961986

「障害があるから何もできない」という認識を「障害があってもできることがある」に転換し、障害のある人が主体
的に考え、行動するための支援のあり方を実際の事例から紹介します。医師、理学療法士、作業療法士それぞ
れの視点から訪問療法を読み解き、対象となる主な疾患を解説。

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。

成人食物アレルギーQ＆A（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福冨友馬著
9784784957132

成人に限定した食物アレルギーの診療の指南書が登場！ 食物アレルギー診療のメッカである国立相模原病
院でのメソッドにもとづき、臨床現場での成人食物アレルギーに関する疑問を解決！

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。

Dr.志賀＆薬師寺のBOSS論（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥7,986(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 志賀隆著,薬師寺泰匡著
9784784957279

研修医としての心構えや勉強法は知っていても、「指導医側」はどうですか？　指導医の悩みや不安に、志賀
先生＆薬師寺先生の現役ばりばり指導医コンビが、実体験を元に答えます！いま指導医の先生にも、これから
指導医になる先生にも、かならず役立つ一冊。

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。

発症メカニズムから考える消化器診療（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 横江正道著
9784784957323

「あるある」症例に隠れる、見逃せない「やばやば」ポイントを理解し、医師として切れ味のある「キレキレ」診療
を身につける！外来でよく診る「あるある」症状に対する、症状のメカニズムまで考えた病歴聴取、鑑別診断の
ための身体所見のとりかた、検査と解釈を解説。疾患の症状とそのメカニズムを理解することで、一歩進んだ診
療を実現するための一冊！

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。



医学編 2020年1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 2020年1月 商品コード 1031340583 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340584 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340585 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340586 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340587 □ □

産科の必須手技とケア ビジュアル解説
Update (ペリネイタルケア 2020年新春増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

9784840469432

【ルーチン・異常時の技と知恵が満載の実践書】 分娩前後から新生児の時期別に、押さえるべき53の手技とケ
アについて、実施対象・施行時期・目的を示し、コマ送り写真やイラストで手順を解説した。先輩のアドバイスや
判断に悩むケースへの対応も紹介。医師も助産師も、実践スキルが身に付く一冊。

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。

著編者名 村越毅編著

経腸栄養剤の病態別ベストチョイス  (ニュー
トリションケア 2019年冬季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

9784840468121

【病態を見きわめ、最適な経腸栄養剤を選ぶ！】 安全で適切な経腸栄養法を施行するには、最適な経腸栄養
剤を選択する必要がある。本書では、経腸栄養法の基本や経腸栄養剤の種類、投与方法をわかりやすく解説
する。理論と根拠に基づいた適切な栄養管理計画を立案するために欠かせない、また、病院管理栄養士にお
ける経腸栄養管理の共通認識につながる一冊。

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。

著編者名 西條豪編著

透析看護ポケットブック
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
伊東稔監修,

川合由美子編,相澤裕編

9784840471770

【先輩直伝のケアのポイントが満載！】 腎不全患者の病態から腎代替療法の種類と仕組み、透析手技、食事
や服薬などのセルフケア指導、合併症管理、検査値まで、透析ナースに必要な知識をコンパクトにまとめた一
冊。透析に従事するうえで最低限知っておくべき知識がポケットサイズで学習できる！

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。

透析患者の食事管理Q＆A100 (透析ケア
2019年冬季増刊)

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 北島幸枝編著
9784840467063

【この1冊で食事指導に自信がつく！】 各栄養素の摂取基準などの基本から、日常の食生活にまつわる患者の
素朴な疑問、食事指導をする看護師が抱きがちな疑問について、ていねいに解説。透析食レシピ15品と食事管
理のポイントをまとめた指導ツールは、ダウンロード式で患者さんにそのまま渡せる！

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。

新生児の正常・異常みきわめブック 正期産
児編

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 田中太平著
9784840468817

【症状・所見とアセスメントの要点がわかる】 「赤ちゃんを見るときの意識を高める」「赤ちゃんの微細な変化を見
つける眼を養う」ことが本書の目的。豊富な写真で、正常のバリエーションや異常所見、疾患を提示し、さらに、
観察時の照明や確認の触診方法などポイントが丁寧に解説されて、今まで見えていなかった赤ちゃんの姿が
見えるようになる。その発見が楽しさと自信につながり、さらには経験の蓄積となって身についていく。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



医学編 2020年1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 1031340588 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340589 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340590 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340591 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340592 □ □

胆膵EUSセミナー
羊土社 電子書籍

¥29,700(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 肱岡範著
9784758110686

胆膵EUSの手技だけでなく、「何が見えているのか？」の疑問に答えるべく、スペシャリストがシェーマやCTを用
いとことん解剖を解説しました。さらに出版社Webサイトで視聴可能な動画で実際のスクリーニングの動きも学
べます。

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。

迷わず打てる関節注射・神経ブロック
羊土社 電子書籍

¥23,100(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 後藤英之編
9784758118637

関節注射やハイドロリリース、神経ブロックなどの手技をエコーガイド下とランドマーク法で部位別に解説。豊富
な画像と動画、さらに箇条書きの手順で本を開いてすぐ打てる！整形外科医・麻酔科医に必須の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。

せん妄診療で、やるべきこと、気をつけるべきことを、現場に即して具体的に解説。診療フローに沿った構成と、
情報やポイントをまとめた豊富な図表で、知りたいことがすぐわかる。薬剤の処方例、使い分けも多数掲載！

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。

せん妄診療実践マニュアル
羊土社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上真一郎著
9784758118620

脂質解析ハンドブック
羊土社 電子書籍

¥22,440(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
新井洋由編,

清水孝雄編,横山信治編

9784758122412

多様な構造や物性があり、分野外の研究者には難しく思われがちな脂質実験。誤った解釈を避け正しくデータ
を導くため、分子の構造・物性から必要な実験上のポイントを丁寧に解説。ラボ必携の実験書。

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。

決定版　阻害剤・活性化剤ハンドブック
羊土社 電子書籍

¥22,770(＋税) □

¥6,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋山徹編,河府和義編
9784758120999

ラボにあれば頼れる1冊！あらゆる実験の基本となる阻害剤・活性化剤を500＋種類、厳選して紹介。ウェブに
は無い、実際の使用経験豊富な達人たちのノウハウやTipsも散りばめられています。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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 

     (電子20%OFF) 
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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 2020年1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 1031340593 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340594 □ □

大腸内視鏡診断の基本とコツ
羊土社 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中信治監修,

永田信二編,岡志郎編

9784758110679

大腸内視鏡診断の「そこが知りたかった！」を達人たちが解決！解剖から通常観察、IEEや病理も網羅。若手内
視鏡医から集めた「現場での疑問」に対しQ&A形式で解説し、確かな「診断力」が身につく！

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

CT読影レポート、この画像どう書く？
羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小黒草太著
9784758111911

CT読影レポートの実例満載の入門書。解剖をふまえた読影のポイントや、具体的なレポート記載方法を、ベス
ト指導医賞を受賞した著者がわかりやすく教えます！放射線科研修で初めに知りたい知識がつまった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。

-  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 2020年1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 1031340595 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340596 □ □

あなただけに教えます CTガイド下肺生検の
コツ

金芳堂 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 塩田哲広著
9784765318013

近年、肺がん治療は遺伝子診断に基づいた個別化医療の時代に入り、セカンドバイオプシーの需要も増加し
てきている。呼吸器内科医に要求されるのは気管支鏡検査、超音波内視鏡、局所麻酔下胸腔鏡検査、CTガイ
ド下肺生検。その中でCTガイド下肺生検の需要も高まりをみせている。本書はCTガイド下肺生検の待望のマ
ニュアルで呼吸器外科出身の著者の経験を生かしたユニークなアプローチ方法などをイラスト、写真を用いて
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。

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

本邦初！目からウロコ！パワーレス大腸内
視鏡挿入法マスターガイド

金芳堂

著編者名 結城美佳著
9784765317979

これまでの常識を覆す「大腸内視鏡挿入法」の新機軸！検査医にも患者にも“やさしい（パワーレス）”挿入手
技をマスターできる、唯一無二のマニュアル本がついに誕生！本書で解説する「パワーレス大腸内視鏡挿入法
（パワーレス挿入法）」は、“ 内視鏡をねじって保持・操作する” ことから右手が解放されるという点で、近年どん
どん増えつつある女性内視鏡医にとって有効な一冊である。

電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



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！ 





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

 

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

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル2 4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

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

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

【北海道・東北】

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

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

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

【東海・北陸】

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

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

【関西】

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

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

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

【中四国】

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

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

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

【九州】

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

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

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

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

 

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