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　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

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

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

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

●「電子書籍」価格設定について

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

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

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □
著編者名

野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「３.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

              購入   ・・・・  この注文書にてご注文の場合 

✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2020年2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 1031433999 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

スクールソーシャルワークにおけるスーパー
ビジョン実践モデルの生成――参加型評価
を活用したエンパワメントに着目して（※）

学文社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大友秀治著
9784762029400

スクールソーシャルワーカー（SSWer）をエンパワメントし事業体制を変革するスーパービジョン（SV）を明らかに
し、現場に活用できるSV実践モデルを生成することを試みる。困難性を有するスクールソーシャルワーク(SSW)
実践を機能させるためには、教育と福祉をバックグラウンドに持つ者同士が強みを発揮して協働し合う体制に
活用事業そのものを変革していくことが重要である。

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。

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

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。

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

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 馮力著,孫根志華著
9784762029417

□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 2020年2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 1031340597 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340598 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340599 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340600 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340601 □ □

富士山　信仰と表象の文化史
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,860(＋税)

著編者名
H.バイロン・エアハート著,
宮家準監訳,井上卓哉訳

9784766425420

□

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

2013年、「信仰の対象と芸術の源泉」として世界文化遺産に登録された富士山。そのイメージは時代によって大
きく形を変えてきたが、一貫して日本のイコンであり続けてきた。本書では、日本最古の書物や和歌に描かれた
富士山からはじまり、富士修験や富士講、浮世絵、第二次大戦中のプロパガンダ、戦後の切手やポピュラーソ
ング、ロゴマークに至るまでの「富士山の表象」を丹念にひも解いていく。

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。

大学1年生からのプロジェクト学習の始めか
た

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 常盤拓司著,西山敏樹著
9784766426366

近年、その学習効果から大学現場でもプロジェクト学習（PBL=Project Based Learning）の導入が増加している
が、実際に行う学生にも、指導・監督を担う教員にもプロジェクト推進についての経験や知識が十分にないのが
現状である。本書は、大学１年生を対象として、プロジェクトを進めるうえでの基礎知識や手順を案内、実践例も
紹介しながら試行錯誤のガイドラインを提供する。巻末には、計画書や予算・品質に関する管理表のテンプ
レートも付録する。

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。

西周 現代語訳セレクション
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
西周著,菅原光訳,相原耕作訳,

島田英明訳,石井雅巳企画・構成

9784766426205

“philosophy”の訳語に「哲学」をあてたことや、日本最初の近代的学術団体・明六社の中心人物として知られる
明治期の思想家・西周。本書は、“philosophy”を「哲学」と訳した最初の文献である「百一新論」、根を同じくする
政治と宗教とが西欧においてどのように分かれていったのかを説く「教門論」など、先駆的かつ現在にも通じる
著作を、読みやすい日本語で現代によみがえらせる。

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。

「難民」をどう捉えるか　難民・強制移動研究
の理論と方法

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小泉康一編著
9784766426076

難民・強制移動をめぐって現代社会で急速に高まる知的要請に応え、その研究領域、主要論点、分析視角・方
法を学際的・国際的な視野から整理、基本文献から最新の研究事例までを包括的に紹介する。そして、研究
者・学生、政策担当者、自治体職員、NPO／NGO関係者、国際機関職員、メディア関係者など、各分野の人々
が協働するための知的共通基盤を提供することをめざしている。

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。

新しい消費者教育　第2版　これからの消費
生活を考える

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
日本消費者教育学会関東支部監修,

神山久美編著,中村年春編著,細川幸一編著

9784766426335

消費者問題・運動の歴史や、消費者法・消費者行政の基本的な役割と仕組みをテーマごとに分かりやすく解
説。また、消費者教育の体系を示しながら具体的な授業アイディアも盛り込み、授業でも独学でも使える便利な
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。

□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2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 1031434000 □ □

出版社

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 1031434001 □ □

出版社

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 1031434002 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434003 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434004 □ □

日中韓働き方の経済学分析 日本を持続さ
せるために中国・韓国から学べること

勁草書房 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石塚浩美著
9784326504688

日本の喫緊の経済課題たる、①人口激減、②世界最大の債務残高国からの脱却には、日本の持続的発展の
ためにIMFから提言された「ジェンダー・ダイバーシティ経営」への転換が必要である。本書は日中韓の比較か
ら、日本労働市場でのダイバーシティ対応のジョブ型労働市場への改革を訴え、日本の課題に応えようとする
ものである。

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

逃避型ネット依存の社会心理
勁草書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大野志郎著
9784326251384

質的調査・量的調査をもとに、心理的ストレス要因とネット依存傾向をネット逃避が媒介し、その結果として、現
実生活における実害が生じていることを指摘する。またネット逃避の抑制のためにストレスへの正しい対処手法
を青少年に身につけさせることが、ネット依存問題への非常に有効な予防策となり得ることを示す。

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。

保護する責任 変容する主権と人道の国際
規範

勁草書房 電子書籍

¥12,760(＋税)

冊子購入確認

著編者名 政所大輔著

冷戦終結後、ジェノサイドなどの人道危機が相次いで起きた。そこで登場したのが、市民の保護を国家と国際
社会に求める「保護する責任」である。人権を守るために国家主権の再定義をめざす保護する責任は、どのよ
うにつくられ、国家や国連、NGO等にどのように広がっていったのか。コンストラクティヴィズムで実証的に描き
出す。

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

9784326302840

□

¥4,000(＋税)

政治学 (アカデミックナビ)（※）
勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田村哲樹著,

近藤康史著,堀江孝司著

9784326302833

政治に少しは関心はある。だけど、政治を深く考えるには何が必要なんだ？　本書では、前半で政治学の基本
的知識を網羅しつつ、後半では民主主義、福祉国家、経済、ジェンダー、文化の5つのトピックを使って「政治学
的なものの見方・考え方」をお伝えする。記述、説明、規範論の3つの考え方を体系的に扱う「使える教科書」の
誕生！

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

災害復興の経済分析 持続可能な地域開発
と社会的脆弱性 (KDDI総合研究所叢書 9)

勁草書房 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 林万平著
9784326504671

大規模災害では多くの人命や資本ストックが失われるだけでなく、社会生活や地域の経済活動も深刻な影響を
受ける。本書は復興のための初期投資を考える上で重要な直接経済被害と、復興過程の計測のための間接
経済被害の推計手法について検討し、さらに復興の取り組みにおける諸課題や将来の大災害による被害の軽
減についても論じる。

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。

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 

-  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2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 1031434005 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434006 □ □

ヒエロニムス・ボス 奇想と驚異の図像学
勁草書房 電子書籍

¥30,360(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 神原正明著
9784326800612

ネーデルラントの画家、ヒエロニムス・ボス。その作品に盛り込まれた謎に満ちた造形を、従来の説をふまえつ
つ図像学の立場から独自の解読を試み、中でも隠し込まれた幾何学的思考について、文字と数字のシンボリ
ズムとして解明してゆく。豊富な図版とあわせ、美術史・図像学・ルネサンス史研究において資料的価値高い一
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。

社会福祉の拡大と形成 (福祉の基本体系シ
リーズ 11)（※）

勁草書房 電子書籍

¥6,380(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井村圭壯編著,今井慶宗編著
9784326701131

現在の社会福祉は、戦後構築された体系を基礎としながらも、少子高齢化、経済の低成長、国際化の進展など
新しい事象に対応した新しい制度・政策へと移行している。拡大と再形成の途上にある社会福祉の各領域の意
義・内容・課題や今後の動向について、現場の課題緩和・解決に向け、ともに考えていくための素材を示す。

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。

-  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2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 1031434007 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434008 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434009 □ □

共同体なき社会の韻律ー中国南京市郊外
農村における「非境界的集合」の民族誌
（※）

弘文堂 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川瀬由高著
9784335561382

「何もない日常」に通底するもの。農村の日常生活の情景にこそ、今日の中国の農民生活の息遣い、社会組成
のありようを理解する手がかりがある。研究者を呪縛していた境界の存在を前提とする集団や組織といった語
を離れ、境界が時と場合に応じて顕在化／潜在化し、その規模も伸縮に富むような〈集合〉を焦点化、中国理解
の扉を開く。

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。

著編者名 川嶋四郎著
9784335358012

重要判例と学説、論争点をコンパクトに整理、債権法改正にも完全対応の最新版！　「法的救済」を主眼に民
事訴訟過程を捉え、全体構造を丁寧に概説するとともに、判例および学説における〈論争点〉をクローズアッ
プ。とかく理解しにくいとされる法概念や法原則をわかりやすく解説。多数の図表と134の〈論争点〉を設け、ビ
ジュアル的にもわかりやすさを追求。至れり尽くせりの学習書に徹した、画期的なテキスト。

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。

□

¥4,200(＋税)

著編者名 黒崎浩行著
9784335160967

現代社会で神道・神社が果たせる役割とは。祭りや伝統芸能など神道文化が果たしうる役割について、地域再
生、メディア・コミュニケーション、災害復興の面から、実践のあり方やその担い手の認識に焦点を当てて問う。

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

民事訴訟法概説 <第3版>（※）
冊子購入確認

弘文堂 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税)

神道文化の現代的役割―地域再生・メディ
ア・災害復興（※）

冊子購入確認

弘文堂 電子書籍

¥13,860(＋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 

-  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2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 1031434010 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434011 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434012 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434013 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434014 □ □

ミャンマー会計制度の研究
中央経済社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税)

病院管理会計の効果検証
中央経済社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒井耕著
9784502318016

医療機関を取り巻く経営環境の変化により、現在、各種の管理会計手法を適切に活用することが課題となって
います。しかしながら、一般産業界中心に発展してきた管理会計が、非営利セクターである病院界においても
有効であるか、これまで十分に明らかにされてきていません。そこで本書では、病院においても管理会計が効
果を有しているのか、またどのような実践が病院での管理会計の効果を高めるのかを検証します。

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。

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近藤義雄著

冊子購入確認

著編者名 谷口隆義著
9784502324413

アジア最後のフロンティアとしてミャンマー経済の行方が注目される中、ミャンマーにおける政府の会計規制政
策や、企業会計・監査実務、会計教育等の問題を、包括的かつ相互関連的に分析した貴重な研究文献です。
先行研究が見当たらない中、聞き取り調査、質問調査票により、2013年2月から2016年12月まで、10回の渡緬
で、調査対象29か所、延べ74名に聞き取り調査を実施し、その結果を分析として取りまとめています。

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。

9784502318818

1986年に日本人の公認会計士として初めて中国に赴任した著者による、中国ビジネスの歴史的背景、経済社
会、実際の商慣習をふまえた、中国税務の解説書。中国ビジネスの入門書であるとともに、中国税務の専門書
でもあり、中国税務のポイントを網羅しています。初めて中国ビジネスに携わる中小企業の経営者、大企業の
実務担当者、公認会計士・税理士・弁護士等の専門家の方々の、中国ビジネスの実態の理解促進に役立つ一
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。

環境政策の変遷
中央経済社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税)

最新中国税務＆ビジネス
中央経済社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 勝田悟著
9784502321115

環境政策は、新たな環境負荷が発生する度に環境リスクを分析し、新たな対策を進める試行錯誤を繰り返して
きました。本書は、序で地球環境の変化と環境政策を振り返ります。第Ⅰ部では、生命にとって最も重要なバイ
オマスについて、再生可能な材料、エネルギーとして最も適切な利用を考えます。第Ⅱ部では、人の活動を自
然循環に近づける方法を論じます。第Ⅲ部では、社会的秩序の整備に関する今後のあり方を考察します。

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。

9784502328411

本書は、大学生がどのような学生生活を送り、将来の生き方（ライフキャリア）や職業人生（職業キャリア）を考
えるかのヒントになるようにと書かれたものです。著者はいずれも民間企業等での勤務経験があり、現在は大
学でのキャリア教育や就職支援に携わっています。また、全員がキャリアコンサルタントの資格を持っており、
民間企業等での実務経験と、大学でのキャリア教育・就職支援を踏まえた、「使える」内容になっています。

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。

大学生のための実践的キャリア＆就活講座
中央経済社 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤宏著,

高橋修著,松坂暢浩著

□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 

-  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2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2月 商品コード 1031434015 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031434016 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031434017 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031434018 □ □

戦後大学改革と家政学 専門学の転成と大
学の変革

東京大学出版会 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石渡尊子著
9784130562317

「良妻賢母の学」のように言われた戦前にあっても、家政学は、女性のための、文理を横断した総合の学であっ
た。戦後はさらに、男女、専門分野、公私立の別も超え、リベラルアーツ教育や地域教育の拠点として大学が
新生するための要として、家政学部は構想されていたのだが……。知られざる歴史を追う。

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

市場化時代の大学経営分析 私立大学の財
務分析を中心として

東京大学出版会 電子書籍

¥12,375(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川崎成一著
9784130562300

大学設置基準の大綱化以降、そして少子化の進む今日ではさらに、日本の大学に「経営感覚」が求められてい
る。しかし、一般の企業とはことなる組織の目標、関係法規、財務体質をもつ大学が、とくに財務においてなす
べき経営とはなにか。そのポイントと分析手法を、現代日本の私学を題材に、わかりやすく説明する。

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

Education and Social Stratification in
South Korea

東京大学出版会 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 有田伸著
9784130572019

東アジアの経済的成功は、その教育システムの成功ととらえる論評は多いが、教育をめぐる競争が抜きんでて
厳しい韓国において、進学・就学は、社会階層の形成と実際どう結びついているのか、再生産批判は当たるの
か。2006年に小会から刊行され、数々の学会賞を受賞した比較教育学の名著『韓国の教育と社会階層』を英文
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。

乳児期における社会的学習 誰からどのよう
に学ぶのか

東京大学出版会 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 奥村優子著
9784130161220

ナチュラル・ペダゴジー理論を援用し、情報源としてのヒトの特異性やロボットの有効性（誰から）と、アイコンタ
クトや言語などのコミュニカティブな手がかりが与える影響（どのように）という観点から、他者からの学習のメカ
ニズムの発達に迫る意欲作。

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 

-  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2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 1031434019 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434020 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434021 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340602 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340603 □ □

就職四季報　優良・中堅企業版2021年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492972663

総合版・女子版に載せきれなかった優良企業5000社の客観情報を大公開！　地方の有力企業や最新ベン
チャー企業も積極掲載！！！

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。

就職四季報女子版2021年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,171(＋税) □

¥1,870(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492972359

女性の採用人数や選考実績、産休・育休人数など、女性目線で調査したデータが充実。就活女子のバイブ
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。

就職四季報2021年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492971352

広告ではない、中立・客観的な立場で調査した情報が満載。有休取得や残業、3年後離職率など働きやすさが
一目でわかる唯一の媒体。

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

私有財産を共有財産としてオークションにかけるなど、独占や格差を是正し、機能不全に陥った市場の力を取
り戻すための大胆な提言！

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

ラディカル・マーケット　脱・私有財産の世紀
東洋経済新報社

9784492315224

電子書籍

いまこそ税と社会保障の話をしよう！
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

「貯蓄ゼロでも不安ゼロの安心社会」は実現できる。慶大人気教授による白熱講義を書籍化！ 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。

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井手英策著
9784492701515

¥10,560(＋税)

冊子購入確認

□

¥3,200(＋税)

著編者名
エリック・Ａ・ポズナー著,

Ｅ・グレン・ワイル著,安田洋祐監訳

□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2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 1031340604 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340605 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340606 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340607 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340608 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340609 □ □

スクエア・アンド・タワー（下） 権力と革命
500年の興亡史

東洋経済新報社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ニーアル・ファーガソン著,柴田裕之訳
9784492371275

階層制なきネットワークはその脆弱性ゆえに自壊する。テクノロジーによってネットワークが優位に立つ現代社
会の危うさを鋭くえぐる！

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。

スクエア・アンド・タワー（上） ネットワークが
創り変えた世界

東洋経済新報社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ニーアル・ファーガソン著,柴田裕之訳
9784492371268

垂直にそびえ立つ階層制の組織と、アイデアや情報を伝える横に広がる分散型のネットワークとの緊張関係
が、歴史を動かしてきた。

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

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小原凡司著,桑原響子著

文系AI人材になる 統計・プログラム知識は
不要

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 野口竜司著
9784492762516

AIに仕事を奪われる前に、AIを使って自分の仕事をつくるための一冊。文系ビジネスマンに生き抜く自信をつけ
させる一冊。

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。

AFTER SHARP POWER 米中新冷戦の幕開
け

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税)

米中新冷戦の要因といわれる「中国のシャープパワー」を詳細に解説し、経済対立から政治対立へと様相を変
える米中関係の今後を探る。

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

□

9784492444559

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

スティグリッツ PROGRESSIVE CAPITALISM
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
ジョセフ・Ｅ・スティグリッツ著,

山田美明訳

9784492315231

富裕層だけを利する市場原理主義の暴走を止め、公正なルールによって経済や政治を再生するための方策を
スティグリッツが示す。

決定版リブラ 世界を震撼させるデジタル通
貨革命

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 木内登英著
9784492681466

世界の金融関係者に衝撃を与えたフェイスブックの仮想通貨「リブラ」プロジェクト！　そのインパクトと問題点を
元日銀審議委員が解説。

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。

-  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2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 1031340610 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340611 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031340612 □ □

頭のいい子に育てる3歳までに絶対やるべ
き幼児教育

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 佐藤亮子著
9784492223932

最強の幼児教育は童話と童謡！　東大理Ⅲに4人の子を現役合格させたサトママが実践した幼児教育メソッド
を全公開！

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。

文明と国際経済の地平
東洋経済新報社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
京都大学経済研究所附属

先端政策分析研究センター（CAPS）編,
松尾剛彦著,石川城太著

9784492961742

今後世界はどこに進んでいくのか。世界の主要国の首脳が集まるG20大阪サミットの成果を踏まえ、文明と国
際経済の地平を考える。

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

デジタル・ファイナンス革命
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 後藤友彰著,山田和延著
9784492602300

少数精鋭の経理財務部門のつくり方。AI、ブロックチェーン、ロボティクス…先端技術が経営をどう変えていくか
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。

-  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2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 1031434022 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

新訳蜂の寓話─私悪は公益なり
日本経済評論社 電子書籍

¥9,075(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
バーナード・マンデヴィル著,

鈴木信雄訳

9784818825482

18世紀、西欧に到来しつつある商業社会の本質を冷徹に見通していた思想家・マンデヴィル。思想の一部はア
ダム・スミスが事実上継承し、ケインズ、ハイエク、マルクスらの想源となった作品の新訳。

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。

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。

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。

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。

  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2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 1031434023 □ □

迷走する韓国をどうしたら救えるか
勉誠出版 電子書籍

¥2,530(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加瀬英明著
9784585230731

「日帝残滓」を一掃できるはずがない！ 韓国国歌、鉄道6000km、漢江大橋etc…廃棄できるか？ 小学校もハ
ングル使用も廃止か？ 日本に甘える韓国、米国に媚びる日本、自立不能症はなおせるか？

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

□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2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 1031434024 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434025 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434026 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434027 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434028 □ □

フロイディアン・ステップ 分析家の誕生
みすず書房 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 十川幸司著
9784622088103

フロイトは精神分析家としてどのような変容を遂げたのか。その思想の核心を明かす、フロイト論の決定版。 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。

自然は導く 人と世界の関係を変えるナチュ
ラル・ナビゲーション

みすず書房 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ハロルド・ギャティ著,

岩崎晋也訳

9784622088363

GPSのない時代に「ナビゲーターたちのプリンス」と呼ばれた達人が、自然物だけに導かれて地球を歩く方法を
語った名著の初邦訳。

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。

エクソダス 移民は世界をどう変えつつある
か

みすず書房 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ポール・コリアー著,

松本裕訳

9784622088332

『最底辺の10億人』のグローバルな視点からリスクと便益を共に見すえたモデルを提示。「あらゆる立場の人へ
の必読書だ」パットナム

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

アリストテレス　生物学の創造　上
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
アルマン・マリー・ルロワ著,

森夏樹訳

9784622088349

“最初の生物学者”アリストテレスの天才的な着眼から今日に通じる生物学の精髄を解き明かす。哲人のセン
ス・オブ・ワンダーが蘇る。

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

アリストテレス　生物学の創造　下
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
アルマン・マリー・ルロワ著,

森夏樹訳

9784622088356

アリストテレスの生物学と哲学がどのように結びついていたか、それらがいかに現代の生物学の体系の中核に
引き継がれているかについて掘り下げる。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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2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 1031434029 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434030 □ □

ズーム・イン・ユニバース 10^62倍のスケー
ルをたどる極大から極小への旅

みすず書房 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ケイレブ・シャーフ著,ロン・ミラー画,

5Wインフォグラフィックス画,佐藤やえ訳,
渡部潤一監修,川上紳一監修,山岸明彦監修,小芦雅斗監修

9784622087991

宇宙の観測限界を出発して、銀河へ、地球へ、細胞へ、さらには素粒子の世界へ。10の62乗のスケールを駆け
抜けるイラストブック。

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

身体の植民地化 19世紀インドの国家医療
と流行病

みすず書房 電子書籍

¥25,080(＋税) □

¥7,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
デイヴィッド・アーノルド著,

見市雅俊訳

9784622088516

イギリス植民地下のインドにおける疫病対策と医療をテーマに、帝国の支配が現地の人々の「身体」にまで及
んだことを論じた先駆的名著。

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。

-  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2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 1031434031 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434032 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434033 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434034 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434035 □ □

民法Ⅱ　物権〔第3版〕 (ＬＥＧＡＬ　ＱＵＥＳＴ)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石田剛著,武川幸嗣著,

占部洋之著,田髙寛貴著,秋山靖浩著

9784641179424

物権全分野の基本を的確に学べる信頼のテキスト。基本事項の解説に加え、重要判決の原文を読むことがで
きる判例紹介欄、より理解を深めたい人のためのコラムなどを用意した。相続法改正や、最新の重要判例に対
応した待望の第3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。

電子書籍

¥17,490(＋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。

個人情報の保護と利用
有斐閣

著編者名 宇賀克也著
9784641227781

著者が主に2012年以降に発表した情報法関係の論文を、テーマごとに4冊の論文集としてまとめる。本書はそ
の第2弾。医療ビッグデータ、データ・ポータビリティ権、忘れられる権利、統計データの利活用──個人情報の
保護と利用をめぐる最先端の議論に触れる。

電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著者が主に2012年以降に発表した情報法関係の論文を、テーマごとに4冊の論文集としてまとめる。3冊目とな
る本書は、情報公開・オープンデータおよび公文書管理について、その動向を分析する。法令や判例、制度状
況等はすべて最新の情報にアップデートした。

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。

民事法入門〔第8版〕 (アルマＢ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野村豊弘著
9784641221369

大学一年生に民法を教えた経験をもとに編まれたテキスト。民法を中心に、周辺の重要な法を織り込んで民事
法全体を概観する。広い範囲をすっきりとわかりやすくしかもコンパクトに解説。成年年齢変更や相続法、親子
法関係の改正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。

□

¥5,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇賀克也著
9784641227798

情報公開・オープンデータ・公文書管理
有斐閣

本シリーズでは、根底にある基本的な考え方を学ぶことを重視する。契約一般の法であり、「市民社会の構成
原理」として民法の全体像を示すものとして、民法総則を考える。債権法改正に完全に対応したほか、近時の
法改正をおりこんだ最新版！〈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。

□

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641138162

新基本民法1　総則編〔第2版〕 基本原則と
基本概念の法（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋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 

-  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2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 1031434036 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434037 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434038 □ □

イノベーションの歴史 日本の革新的企業家
群像（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 橘川武郎著
9784641165526

イノベーションの担い手となった27名の革新的企業家に光を当て、その活動が経済発展を導き出してきたダイ
ナミックな流れをとらえる、新しいタイプのテキスト。企業家が繰り広げた革新的活動に注目しつつ、経営史を学
ぶ意義と面白さを存分に語り尽くす。

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。

組織学の生成と展開
有斐閣 電子書籍

¥19,470(＋税) □

¥5,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岸田民樹著
9784641165519

システム論の視点から人間―組織―環境の相互関係を捉え、Organizing（組織化・組織生成）の理論、
Organized（構造化・構造統制）の理論、革新のプロセスの理論として体系化。著者がライフワークとする、組織
学の確立に向けた第一歩。

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

商法総則・商行為法〔第3版〕 (アルマＳ)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,060(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大塚英明著,川島いづみ著,
中東正文著,石川真衣著

9784641221376

鋭い利害対立を背景に持つ商取引において、いかに合理的かつ公正な着地点を見いだすか。教育的に配慮し
た構成で、商法の世界をわかりやすく、生き生きと描いた教科書。平成29年民法改正、平成30年商法改正を織
り込むとともに全体を見直した最新版。

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。

-  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2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 1031434039 □ □

出版社

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 1031434040 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434041 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434042 □ □

出版社

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 1031434043 □ □

軍需物資から見た戦国合戦 (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 盛本昌広著
9784642071123

合戦は兵士や人夫など人的資源の他に、城や柵を作る木材、矢や槍の材料の竹など、物的資源も必要とな
る。戦国大名はそれらをいかに調達し、かつ森林資源の再生を試みたのか。エコにも通じる行動から合戦の一
側面を探る。

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。

戦国大名北条氏の歴史 小田原開府五百年
のあゆみ

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
小田原城総合管理事務所編,

小和田哲男監修

9784642083676

15世紀末、伊勢宗瑞（早雲）が小田原に進出。続く氏綱が北条を名乗ると、小田原を本拠に全国屈指の戦国大
名に成長した。類例がない戦国都市プランの整備、氏康・氏政・氏直時代における周辺大名との抗争・同盟、豊
臣秀吉の小田原攻めを経て近世の大久保・稲葉氏の時代にいたる小田原藩と城下町発展の歴史を、豊富な
図版やコラムなどを交え描く。

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。

戦国大名毛利家の英才教育 元就・隆元・輝
元と妻たち (歴史文化ライブラリー 492)

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 五條小枝子著
9784642058926

現存する戦国大名毛利家に関する膨大な文書から、元就・隆元・輝元の妻たちに光を当て、夫婦関係や子ども
への細やかな愛情表現を明らかにする。時には夫の指示を受け、時には相談して子どもの養育に当たった妻
たちは、家臣への心配りや、婚家との架け橋となるなどの役割も果たしていた。書状から見えてくる毛利家内の
人間関係を探り、家族観に迫る。

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。

藤原俊成　中世和歌の先導者
吉川弘文館 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 久保田淳著
9784642085298

新古今時代を導いた和歌史の巨人。多くの歌合の判者となり、後白河法皇の院宣で千載和歌集(せんざいわか
しゅう)を撰進、式子内親王に和歌の本質をさぐる歌論書古来風躰抄(こらいふうていしょう)を献じた。源氏物語
に傾倒し、後継者定家を育て、歌の家冷泉家(れいぜいけ)の基礎を築く。官途には恵まれなかったが、後鳥羽
院は俊成九十の賀を催した。歴史の転換期を生き抜いた九十一年の生涯を辿る。

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。

モノのはじまりを知る事典 生活用品と暮らし
の歴史

吉川弘文館 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
木村茂光著,安田常雄著,

白川部達夫著,宮瀧交二著

9784642083683

日本人はいつからおにぎりを食べていた？　ゴミを吸い込む掃除機が必要となった訳は？　私たちの生活に身
近なモノの誕生に焦点を合わせ、その変化、名前の由来、発明した人物などを通史的に解説。人がモノをつく
り、モノもまた人の生活と社会を変えてきた歴史が見えてくる。豊富な図版も理解を助けてくれる。便利な索引
付きで、調べ学習にも最適。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  19  -

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



人文社会編 2020年2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 1031434044 □ □

出版社

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 1031434045 □ □

「王」と呼ばれた皇族 古代・中世皇統の末
流

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
日本史史料研究会監修,

赤坂恒明著

9784642083690

日本の皇族の一員でありながら、これまで十分に知られることのなかった「王」。平将門の乱を扇動した興世(お
きよ)王、源平合戦を引き起こした以仁(もちひと)王、天皇に成り損ねた忠成王など、有名・無名のさまざまな
「王」たちの事績を、逸話も織り交ぜて紹介。影が薄い彼らに光を当て、日本史上に位置づける。皇族の周縁部
から皇室制度史の全体像に迫る初めての書。

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。

城割の作法 一国一城への道程
吉川弘文館 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福田千鶴著
9784642034975

戦国時代、降参の作法だった城(しろ)割(わり)。自ら象徴的に壊す方法から、天下統一の過程では「二の丸以
下の破却」へと大きく変容する。信長・秀吉の破城政策を引き継ぎながら、家康による小田原城・大坂城の破
却、福島正則の改易や古城に籠城した島原・天草一揆を経て、「一国一城令」となるまでの城割の実態に鋭く
迫る。城郭研究に一石を投じる必読の一冊。

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。

-  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。



人文社会編 2020年2月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年6月 商品コード 1031434046 □ □

出版社

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 1031434047 □ □

現代中国外交
岩波書店 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 毛利和子著
9784000613057

いまやグローバル大国となった中国は世界の注目を集めており、その外交への関心も高まっている。1949年の
建国から約70年。新興国から大国へと変貌した中国外交の軌跡をたどるとともに、中国にとって重要な位置を
占める対米関係、対ロシア関係、対日関係を柱に外交の展開を詳細に解説する。巻末に、学習に役立つ文献
ガイド、略年表を収録。

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

大改定された国際単位系。キログラム原器もその役目を終え、物理現象に基づく新たな単位系が定義される。
これを踏まえ、異なる表記が併存してきた電磁気学はどう記述されるべきか。前著『物理定数とSI単位』を大幅
に改訂、電磁気学を中心に単位系の物理学的な意味を詳述する。

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。

新SI単位と電磁気学
岩波書店 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤文隆著,北野正雄著
9784000612616

□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 

-  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 2020年2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2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 1031434048 □ □

出版社

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 1031434049 □ □

出版社

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 1031434050 □ □

出版社

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 1031434051 □ □

出版社

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 1031434052 □ □

自然科学研究のためのR入門―再現可能な
レポート執筆実践―（Wonderful R 4）

共立出版 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税)

常微分方程式とロトカ・ヴォルテラ方程式
共立出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今隆助著,竹内康博著
9784320113480

本書は微分方程式の初等解法と定性理論、およびそれらのロトカ・ヴォルテラ方程式への応用を解説したものである。微分
積分と線形代数を習得した理工系の学生を対象にしている。本書の前半は、微分方程式の標準的な内容をカバーするよう
に構成されている。微分方程式の応用を具体的に意識できるように、生態学に関連したものを中心に具体的な微分方程式
（例えば、天然痘に関する微分方程式やバクテリア個体群の成長に関する微分方程式など）を早い段階に登場させた。後
半はより発展的な内容を含んでおり、ロトカ・ヴォルテラ方程式への応用そのものが主眼となる。

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。

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
須藤彰三監修,岡真監修,

住吉光介著

冊子購入確認

著編者名
江口哲史著,石田基広監修,

市川太祐編,高橋康介編,高柳慎一編,
福島真太朗編,松浦健太郎編

9784320112445

Rでは解析の再現性を保証する方法としてRMarkdownが広く活用されている。その方法は本シリーズ第3巻『再
現可能性のすゝめ』で詳しく解説されているが、本書はその実践集である。自然科学分野で主に取り扱うデータ
を想定した上で、RおよびRStudioを活用して、実験ノートやレポートをまとめあげる方法を、本書では具体例を
あげつつ詳しく説明している。

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。

9784320035416

本書では、物質レベルから超新星を理解するという観点から、原子核物理の初歩からスタートして、爆発ダイナ
ミクスを順に追って読み解けるように解説している。前半では、原子核・高密度物質と中性子星構造、ニュートリ
ノと物質の相互作用などの基本事項を概観し、後半では、輻射流体ダイナミクス、爆発メカニズムの各段階での
現象を説明している。全体として、ニュートリノ・原子核の役割を理解し、現在の課題は何か、最先端の話題まで
をカバーできるように構成されている。

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

基礎高分子科学 改訂版
共立出版 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税)

原子核から読み解く超新星爆発の世界 （基
本法則から読み解く物理学最前線 21）

共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
妹尾学監修,澤口孝志著,

清水繁著,伊掛浩輝著

9784320044937

本書は大学学部における高分子科学の教科書・参考書である。現在、高分子材料の利用は広範・多岐にわた
り、高分子自身の物質としての興味もあって、高分子科学は自然科学の分野において非常に重要な位置を占
めるようになっている。高分子科学がもつ広範な内容を、基礎的な観点から、かつ統一的な視野にたって理解
できるよう、高分子科学の現在の姿を正確かつ簡潔に、体系的にまとめたものである。とくに21世紀の課題であ
る地球環境保全に向けて果たすべき高分子の役割について強調している。

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。

9784320009288

巨大な樹木は比較的単純な部品の積み重ねによって出来上がっている。その最小単位は地上ではシュートと
呼ばれ、葉とそれを支える軸、そして次に軸となるべく待機している芽とから成り立つ。本書は、葉寿命研究の
世界的な第一人者が、シュートの観察に始まり葉寿命の問題へと取り組み、それを常緑性・落葉性などさまざま
な応用問題へ発展させていく様子がノンフィクション風に書かれている。

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

葉を見て枝を見て―枝葉末節の生態学―
（共立スマートセレクション 28）

共立出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
菊沢喜八郎著,

巌佐庸コーディネーター

□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2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 1031434053 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434054 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434055 □ □

ボルツマンマシン (シリーズ情報科学におけ
る確率モデル  2)

コロナ社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 恐神貴行著
9784339028324

本書は、人工ニューラルネットワークの一つであるボルツマンマシンについて、その基本的な理論から学習方法
そして機械学習や強化学習への用い方について直観的に理解できるように解説をした。

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。

統計的パターン認識と判別分析 (シリーズ
情報科学における確率モデル  1)

コロナ社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 栗田多喜夫他著
9784339028317

本書は、ベイズ識別の仮定と同様に、データの背後の確率的な関係が完全にわかっている場合について、変
分法を用いて機械学習の基本的なタスクである回帰や識別、そして判別基準のための最適な関数を導出する
手法について解説した。

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。

本書は、オペレーションズ・リサーチの一つの研究分野である捜索理論について、初学者でも学べるように確率
論や最適化理論、ゲーム理論などの捜索理論を理解するために必要な基礎理論から解説した。

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。

捜索理論における確率モデル (シリーズ情
報科学における確率モデル  3)

コロナ社 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宝崎隆祐他著
9784339028331

  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2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 1031434056 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434057 □ □

Windows10、Word、Excel、PowerPointの基本的な使い方とOfficeのフォトレタッチ機能をマスターできるテキス
ト。手順を追った例題と豊富な練習問題を掲載。

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

30時間でマスター Office 2019
実教出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 実教出版企画開発部編
9784407348354

30時間アカデミック Office 2019
実教出版 電子書籍

¥3,575(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉本くみ子著,大澤栄子著
9784407348330

・ワープロ、表計算、プレゼンテーションなどのパソコンのリテラシーを網羅。　・例題をとおして基礎から学べる。
・レポート・資料作成に必要な知識・操作を解説。　・情報活用基礎が身につく実習問題を節末に掲載。　・コン
ピュータやインターネットの基礎、著作権の基礎、SNSの安全な利用、レポート作成のコツ、プレゼンテーション
の基本技能なども掲載。

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。

□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2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 1031389204 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434058 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434059 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434060 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434061 □ □

現代数学シリーズ　可換代数と組合せ論
復刊

丸善出版 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日比孝之著,伊藤雄二編
9784621304204

本書はシュプリンガー・ジャパン株式会社より出版された同名書籍を復刊したものです。昨今の数学の著しい特
長は、個々の分野の閉鎖的な壁が崩壊し、複数の分野が思いもよらない結びつくことである。組合せ論の分野
においても、この特長は顕著に現れており、可換代数や代数幾何の武器を用いる手法などが盛んに研究され
ている。本著は、そのような組合せの斬新な特質を学ぶための、待望の入門書である。

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

むかし、むかしのある所に…各地にどんな伝承が語り継がれてきたのか。本書は、民話を昔話、伝説、世間話
の３つに分けて各都道府県ごとに紹介し、簡単に解説。概説には、研究者の視点からどのような種類があり、
変遷があったかを紹介。各地のとんち話から生きる知恵、教訓、その地で起きたことなど地に生きてきた人々の
語りとつながる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。

47都道府県シリーズ 47都道府県・民話百科
丸善出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 花部英雄編,小堀光夫編
9784621304181

東南アジア文化事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 信田敏宏編
9784621303900

多くの島々と起伏にとんだ地形を持つ東南アジアの社会、自然、人々を解説。現在に主眼を置き、ただし日本と
の関係については歴史的に掘り下げて紹介する。古来よりさまざまな民族が邂逅し、インドや中国と交わり、近
代では欧米の植民地化も行われた多種多様な地域の魅力とは。エスニック料理や世界遺産、独特の芸能や
ジェンダー・宗教などの話題も紹介。（著作権などの理由により、一部掲載されていない図版がございます。）

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。

看護過程から理解する看護診断 改訂3版
丸善出版 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 滝島紀子著
9784621303689

看護診断に関する基礎・基本がわかり、自己学習によって看護診断ができるようになる、看護診断に対する不
安や疑問に応える本として好評をいただいているテキストの改訂版。看護過程の概念と看護診断の関連・考え
方が理解できるように解説されている。また、実際に看護診断をどのように行えばよいのか、事例に基づいて看
護診断プロセスを提示する。

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。

農業経済学事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本農業経済学会編
9784621304570

農業経済学は、通常の農学の知識とともに、経済学・経営学・社会学、および数学・統計学・数理科学等、幅広
い分野を扱う学問である。本書は、人口の急激な増加により将来の食糧不足が懸念されている国際社会にお
いて、近年ますます大きな注目を集めている農業経済学について、その詳細をまとめた待望の百科事典。

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。

□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2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2月 商品コード 1031434062 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031434063 □ □

計測工学入門 第3版・補訂版
森北出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
中村邦雄編著,

石垣武夫共著,冨井薫共著

9784627662940

幅広い分野で必要になる計測手法について、その原理と実用で注意すべき部分に重点をおいて解説。基本的
かつ必須の項目に絞っているので、初学者にはもちろん、計測機器の原理集として、既習者にも有用な一冊で
す。第3版補訂版では、2018年のSI単位定義変更に伴い、記述の全面的な見直しを行いました。

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。

長年実績のある定番テキストの第5版です。鉄筋コンクリート構造の設計に必要な知識・設計の考え方を、初学
者向けに解説したテキストです。前半部分では、曲げモーメントやせん断力を受ける部材の基本的な設計につ
いて説明し、後半部分では、耐久設計・疲労・耐震設計についてもそれぞれ章を設け、用語の説明から計算例
まで、ていねいに説明します。第5版では、2017年のコンクリート標準示方書の改訂に対応するとともに、図表や
紙面のデザインを刷新し、より見やすくなりました。

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。

コンクリート構造工学 第5版
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
戸川一夫共著,岡本寛昭共著,伊藤秀敏共著,
豊福俊英共著,三岩敬孝共著,横井克則共著,

青木優介共著,武田字浦共著

9784627406551

□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2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 1031434064 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434065 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434066 □ □

土壌生化学　【実践土壌学シリーズ　3】
朝倉書店 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 犬伏和之編
9784254435733

土壌の生化学的性質や、土壌中のその他の生体元素や物質循環との関係を説明する。 〔内容〕物質循環／微
生物／炭素循環／土壌有機態炭素／堆肥／合成有機物／窒素循環／リン・イオウ・鉄／共生／土壌酵素／
土壌質／分子生物学／地球環境

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

信頼性の数理モデル　【確率工学シリーズ
3】

朝倉書店 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 兼清泰明著
9784254275735

信頼性の理論を数理的原理から理解し、従来型の対象・範囲を超える信頼性評価へ展開。 〔内容〕信頼性の
数量化の基礎／信頼性特性値の推定と検定 ／信頼性と抜取試験／システムの信頼性／システムの保全性／
構造信頼性／ソフトウェア信頼性

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

深刻化する社会問題に情動研究の諸科学はどうアプローチするのか。犯罪の防止・抑止への糸口を探る。 〔内
容〕愛着障害と犯罪／情動制御の破綻と犯罪／共感の障害と犯罪／社会的認知の障害と犯罪／犯罪の治療：
情動へのアプローチ

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。

情動と犯罪　【情動学シリーズ 9】（※）
朝倉書店 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福井裕輝編,岡田尊司編
9784254106992

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



理工学編 2020年2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2月 商品コード 1031439200 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031439201 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031439202 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031439203 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031439204 □ □

できるポケット Excelグラフ 基本＆活用マス
ターブック Office 365/2019/2016/2013対応

インプレス 電子書籍

¥3,234(＋税) □

¥980(＋税) 冊子購入確認

著編者名
きたみあきこ著,

できるシリーズ編集部著

9784295008392

グラフの作り方から選び方、見栄えの変え方まで1冊で全てを網羅。無料電話サポート付き。その他、冒頭でグ
ラフの効果について詳しく解説します。Excel2019の新グラフなども紹介。

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。

徹底攻略 基本情報技術者の午後対策
Python編

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 瀬戸美月著
9784295008378

来年の4月試験から新たに基本情報の午後試験の選択言語に追加された「Python」（参考：基本情報技術者試
験における出題を見直し）に対応した対策書です。他の選択言語の出題傾向とサンプル問題を吟味して作成す
る予想問題付き。さらに10月試験用に、4月の実際の試験の過去問題解説を6月付近にダウンロード提供しま
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。

増補改訂版 美タイピング 完全マスター練習
帳

インプレス 電子書籍

¥2,640(＋税) □

¥880(＋税) 冊子購入確認

著編者名 隅野貴裕監修
9784295008323

タイピングに苦手意識を持つ人でも、付属ソフトで実際にタイピングをしながら「楽しく」「簡単に」タイピング術を
習得できる内容となっています。前回に引き続き監修はタイピング日本一の達人、隅野貴裕氏です。CD-ROM
を利用しない人には「Web版」も提供し、ソフトのダウンロードが可能です。その他、キーボード一覧のプリントア
ウトも可能です。

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。

マンガでなるほど！ 親子で学ぶ プログラミ
ング教育

インプレス 電子書籍

¥4,488(＋税) □

¥1,360(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石戸菜々子監修,マルサイ画
9784295008217

プログラミング教育の最前線で活躍する「ナナコ先生」が、義務教育で必修化された目的や論理的思考力の真
意について、IT知識ゼロでもわかるやさしい言葉で解説します。さらに、親子で学ぶパソコンとの付き合い方や
おすすめパソコン、今すぐ試せるプログラミングアプリの紹介、人気のワークショップレポートなど、知りたい情報
をやさしく解説します。

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。

海外ドローン市場注目企業の最新動向2020
インプレス 電子書籍

¥280,500(＋税) □

¥95,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田中亘著,野々下裕子著,

春原久徳著,インプレス総合研究所著

9784295008248

本書は世界のドローン業界の最新動向について、海外注目企業28社の解説を中心にまとめたレポートです。海
外のドローン企業が提供するサービスの詳細や最新事例を掲載しています。ドローンを活用したサービスを提
供する企業や自社でドローンを活用する企業、ドローンの導入を検討しているなどが海外の先進的な活用事例
やビジネスを参考にすることで、事業戦略立案のアイデアやヒントが得られます。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

近代科学社 
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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2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2月 商品コード 1031439205 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031439206 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031439207 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031439208 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031439209 □ □

出版社

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 1031439210 □ □

離散幾何学フロンティア タイル・メーカー定
理と分解回転合同

近代科学社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋山仁著
9784764906075

離散幾何学は、グラフ理論、組合せ論などの計算科学をはじめ、広い応用があることで知られている。本書は、
ここ十数年の間の著者の業績をまとめたものである。タイル張りや変身図形の設計技術を様々な数学的アイデ
アによって展開し、新しい理論（定理とその証明）が作られていくプロセスや、具体的な応用を示している。独自
に考案・発見した多数の離散幾何学の定理を、約1,000点におよぶ図版を用いて詳細に述べている。

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。

新 企業の研究者をめざす皆さんへ
近代科学社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸山宏著
9784764906068

2009年発売の『企業の研究者をめざす皆さんへ』の新版。前書から十年の間に著者が得た新たな知見を加え
て、内容をさらに充実させた。研究の方法、論文の作法、キャリア、マネジメント、知財問題など研究職を希望す
る学部生や修士・博士課程の学生にとって興味を引く情報が揃い、現役の企業研究者・技術者にとっても読み
ごたえのある一冊となっている。

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

Python基礎＆実践プログラミング ［プロへ
のスキルアップ+プロジェクトサンプル］

インプレス 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Magnus Lie Hetland著,

武舎広幸他訳,松浦健一郎他監修

9784295008385

文法や構文といった基本事項のほか、データベースプログラミング、ネットワークプログラミング、Webプログラミ
ングなど目的別の手法を説明します。さらに8個の開発プロジェクトの実践例を各章1サンプル、全8章で解説し
ます。Pythonプログラミングの各テーマを包括的に捉えることができ、入門レベルを終了した人や他言語プログ
ラマーのPython入門に適した一冊です。

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

写真がもっと上手くなる ポートレートテクニッ
ク事典101＋

インプレス 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
上田晃司著,大村祐里子著,

酒井貴弘著,石橋英祐著

9784295008347

「基本テク」「自然光テク」「ストロボ・人工光テク」「レンズテク」「ポーズ・構図テク」「RAW現像・レタッチテク」の6
ジャンル別に、撮影目的やシーン別のポートレート撮影テクニックを掲載。初心者でも、知りたいことから1つず
つ、上達のための要点を掴みやすくなっています。光の扱い方からポージングまで、この1冊でたっぷり学べま
す！読者DL特典「スマホで見られる早見表」付きです。

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PowerPointパーフェクトブック 困った！＆
便利ワザ大全Office 365/2019/2016/2013対応

インプレス 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上香緒里著
9784295008439

リファレンス形式でPowerPointのテクニックが学べる解説書のOffice 2019とOffice365に対応した改訂版です。
本書では、ワザをQ&A形式にし、一部のワザには練習用ファイルを付与することで反復練習して身に付くように
徹底解説。その他、グラフや動画、アウトラインなど、前書で手薄だった情報を充実した内容となります。

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。

できるポケット Excelピボットテーブル 基本＆活
用マスターブック Office 365/2019/2016/2013
対応

インプレス 電子書籍

¥2,904(＋税) □

¥880(＋税) 冊子購入確認

著編者名
門脇香奈子著,

できるシリーズ編集部著

9784295008408

ピボットテーブルをデータの整理、分析に役立てたい人。会社や自宅でスペースをとらないピボットテーブルのリ
ファレンス書を使いたい人にお勧めの1冊です。データの集計や分析に役立つピボットテーブルの使い方がよく
分かり、新機能の解説も加え、ピポットテーブルの理解が深まります。

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 2020年2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 1031439211 □ □

出版社

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 1031439212 □ □

出版社

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2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 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 □ □

はじめての3DCGプログラミング 例題で学ぶ
POV-Ray

近代科学社 電子書籍

¥4,752(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山住富也著
9784764960060

本書は、3DCG描画フリーウェア“POV-Ray”を使ってプログラミングを学習するための、初学者向けの教科書で
す。まず、3DCGを構成する要素や3次元の座標系などの基礎を学びます。続いて、基本的な図形の描画を通し
て、3DCGプログラミングに徐々に慣れ親しみます。次に、制御や演算等のさまざまなプログラミングの要素を学
んでいき、最終的にはCGアニメーションのプログラムが作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。

23の先端事例がつなぐ計算科学のフロン
ティア 計算で物事を理解する予測する

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
中村振一郎監修,牧野内昭武監修,

安達泰治監修,杉本学監修,
理化学研究所中村特別研究室編

9784764906082

主に産業界の各分野において計算科学が重要な役割を果たしている研究事例と成果を紹介する。単なる読み
物・紹介記事ではなく、当該専門領域で実際に使われている計算や数式を織り交ぜながら展開する。具体的に
は、各分野において計算科学がどう使われているか、その現状の解説から入り、いま何が求められているか
（解決すべき課題は何か？）を明らかにし、新しい計算アプローチ（計算式等）と今後の展望を示す。

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。

¥1,880(＋税) 冊子購入確認

9784295008286

できるポケット Web制作必携 HTML&CSS全
事典 改訂版 HTML Living Standard &
CSS3/4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

電子書籍
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。

冊子を購入または
発注の場合は、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。

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。
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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2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 1031340570 □ □

出版社

電子書籍価格

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 2020年2月 商品コード 1031274437 □ □

出版社

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2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 □ □

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。

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。

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。

ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識
インプレス 電子書籍

¥5,544(＋税) □

¥1,800(＋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。

三宅真著
9784764960053

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

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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
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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2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 1031439213 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031439214 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031439215 □ □

土木のずかん  災害に備えるわざ（※）
オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
速水洋志著,水村俊幸著,
稲垣正晴著,吉田勇人著

9784274224645

本シリーズは、日本の優れた土木技術、土木構造物を面白く・わかりやすく解説したインフォグラフィッカルなピ
クチャーブックです。第1巻「災害に備えるわざ」では、日本の多様な自然環境を学び、代表的な災害である地震
や火山、台風、豪雪がなぜ発生するのか、またそれらが引き起こす災害を知ると共に、先人たちがそれらの災
害にどのように立ち向かってきたかの歴史を学びます。

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

JMPではじめるデータサイエンス（※）
オーム社 電子書籍

¥9,625(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三井正著
9784274224409

JMPを使って、データサイエンスの基礎を7日間で学ぼう！　最新JMP15にも対応！　本書は、今や実務に必須
なデータサイエンスの中核にある「統計分析」を、JMPを使用して解説した書籍です。そのために必要なJMPの
基本操作も丁寧に解説し、また発展的操作法も系統立てて掲載しているのでJMPの基本操作マニュアルとして
も使用できます。

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。

よりよくわかるプロジェクトマネジメント（※）
オーム社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本プロジェクトマネジメント協会編
9784274224249

プロジェクトを一言で言ってしまえば「新しいことに挑戦する」ことだ。プロジェクトとは、非定常業務であり、明確
に目的・コスト・工期などの条件が決まっている仕事です。そして、プロジェクトの進め方は発生の都度、詳細に
検討することになります。本書では、そんなプロジェクトのマネジメントの一例を、みんなが楽しい「家づくり」を題
材に解説します。

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。

□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。



医学編 2020年2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 1031439216 □ □

出版社

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 1031439217 □ □

循環器／腎・泌尿器／代謝／内分泌 (臨床
薬学テキストシリーズ)

中山書店 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
乾賢一監修,赤池昭紀編,
伊藤貞嘉編,上野和行編

9784521744520

薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠して、薬学と医学のコラボレーションで解説する教科書シリーズ。本書
では、循環器・腎・泌尿器・代謝・内分泌疾患について、その薬理・病態・薬物治療を最新知見にそくしてわかり
やすく解説する。サイドノートには難解な医学用語の解説や薬剤の構造式を収載。

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

下腿・足の手術 (整形外科手術イラストレイ
テッド) 【動画付】

中山書店 電子書籍

¥62,920(＋税) □

¥26,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木下光雄編,戸山芳昭編
9784521732572

下腿、足関節、足部の各種疾患・外傷に対する比較的頻度の高い手術手技である骨・関節外傷の手術、アキ
レス腱断裂や腓骨筋腱脱臼・断裂の手術、足関節症の手術、扁平足や尖足の手術、外反母趾や強剛母趾の
手術などを中心に、関節鏡視の実際や切断術についても取り上げた。手技に精通する第一線の術者が豊富な
イラストと写真を用いて分かりやすく解説。

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。

□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2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 1031434067 □ □

出版社

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 1031434068 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434069 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434070 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434071 □ □

こどもの外科救急（※）
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 鉄原健一著
9784784946495

小児のケガ、ヤケド、薬物中毒、異物誤飲…自信を持って診られますか？ こどもを診る機会のあるすべての医
療従事者に役立つこと間違いなし！ こどもの外因系診療の要点とピットフォールをわかりやすく解説。保護者
への説明の仕方もわかります。専門外でもできること、専門家へのコンサルトのタイミングを明示しました。小児
救急の最前線で奮闘中のアツイ執筆陣がコツを伝授！

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

がんばれ！猫山先生 6（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥2,420(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 茨木保著
9784784940981

「日本医事新報」連載中の医療四コマ漫画の単行本化第6弾！著者は『Dr.コトー診療所』の監修をつとめ、TVド
ラマ『コード・ブルー』の制作協力もしている茨木保氏。自らの開業経験を踏まえ、ドクターを取り巻く様々な出来
事を登場人物に投影した「笑い」と「ペーソス」にあふれる内容です。第6巻も強烈キャラが繰り広げる医療界の
悲喜こもごもがてんこ盛り！

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

胆膵EUSアトラス（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥22,990(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口武人著,瀬座勝志著
9784784948659

腹部の奥深くに位置し、疾患ごとにみられる画像所見のバリエーションが多く、画像による鑑別診断は難しいと
言われる、胆・膵疾患。本書は、特に正確な描出が難しい胆膵の超音波内視鏡（EUS）アトラスです。胆・膵疾患
の典型的EUS像を基本に、豊富な症例から多数のバリエーションを提示。バリエーションの発生原因を理解す
るため、ほとんどの症例で病理所見を提示しています。

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。

膝エコーのすべて（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥15,730(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中瀬順介著
9784784948703

「X線診断を基本とした従来の診療スタイルを根本から覆す一冊」（皆川洋至先生「推薦のことば」より）　膝関節
の解剖と病態を、多数の写真・動画を駆使して解説。話題のエコーガイド下注射療法、ハイドロリリース手技も
動画付きで丁寧に解説しています。整形外科専門医のための、新時代の膝痛診療バイブルです。

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！“見かた”と“診かた”のコツ
を伝授 腹部エコーの“みかた” (jmedmook
65)（※）

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 小川眞広著,金子真大著
9784784966653

腹部エコーでの診断力を高めたいすべての医師にお勧めする1冊！検査環境や画像保存、綺麗な画像を出す
ための画質調整など、撮像の基本的な心構えからしっかり理解できます典型例のエコー像を示し、B-mode、ド
プラ・造影超音波検査でのみえ方の特徴についてポイントを示しながら解説。より精度の高い診断・評価や治
療の方針についても「次の一手」として説明しています。

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。

□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2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 1031434072 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434073 □ □

出版社

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 1031434074 □ □

出版社

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 1031434075 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031434076 □ □

ナースが知りたい脳神経外科手術とケアの
ポイント (ブレインナーシング 2020年春季増
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 菊田健一郎監修
9784840469579

【23術式が術中写真と要点解説でモノになる】 ふだん手術を見学する機会の少ない病棟看護師に向けて、術
式別に実際の手術を解説した本増刊。体位から開頭部位、術後の状態、合併症と看護ポイントを網羅的に紹
介する。急変を予測しながら厳重な全身管理を行う術後急性期に必須の知識・スキルがこの1冊で手に入る！

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。

ほんまかいな！根拠がわかる解剖学・生理
学　要点39

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川畑龍史著, 濱路政嗣著
9784840471909

【脱！丸暗記の解剖・生理学第2弾やで～】 『なんでやねん！根拠がわかる解剖学・生理学 要点50』に続く第2
弾！「おもしろくて最後まで読み通せる」「脱！丸暗記」を受け継ぎ、正常の人体のしくみ解説に加え、より詳しく
根拠を示した病態説明や臨床的観点を盛り込んだ。楽しく納得できる解剖生理学の本。

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。

栄養療法にすぐ活かせる　イラストホルモン
入門

メディカ出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川﨑英二編
9784840471879

【ホルモンの作用を学んで栄養管理に役立てる】 人体の構造・機能と疾病の成り立ちを考えるうえで、ホルモン
（内分泌）の理解は欠かせない。ホルモンの体内での役割・作用をかわいいイラストとともに解説。病気の症状
把握や検査所見を読み解いたり、栄養指導時に患者の体内状態を確認することができるなど、臨床における栄
養管理に役立つ一冊。

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。

女性泌尿器科疾患の治療とケア (泌尿器
Care&Cure Uro-Lo 別冊)

メディカ出版 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

9784840469104

【女性泌尿器疾患の知識と治療を実践的に解説】 高齢女性の増加に伴い、今後さらに尿失禁や性器脱など女
性特有の泌尿器疾患の治療と看護は重要となる。本書は、いま最も注目されるトピックスや、著者ならではの
現場からのエッセイなどを含め、基礎知識から最新の情報までを網羅し、実践に即活用できる一冊とした。

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

著編者名
谷口珠実編著,

加藤久美子編著

Dr.イワケンのねころんで読める研修医指導
メディカ出版 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

9784840469203

【後輩指導への迷いが100分で解消！】 話題の「ねころんで読めるシリーズ」×「Dr.イワケン」第2弾！ 「何を
叱って何を褒めるか」「考えさせるための質問」など、数多くの医療者を鍛え上げてきた著者だから語れる、教育
実践のヒケツが満載。「医学教育の理論はよく聞くけど、結局どうすればいいの？」という悩みが吹き飛ぶ一
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 岩田健太郎著

□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 
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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2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2月 商品コード 1031434077 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031434078 □ □

3分でわかる がんのケア＆患者説明“これ
だけ”ワード224  (YORi-SOU がんナーシン
グ 2020年春季増刊)

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 勝俣範之監修
9784840471671

【がん領域の必須ワードが3分でわかる！】 がん領域の最新＆必須ワードを網羅した本書は、医師や先輩の会
話、患者さんからの質問での「知らない」「うまく説明できない」言葉が、1項目1ページ完結、かつ箇条書きの簡
潔な本文ですぐに探せる＆わかる。また、患者さんにかみくだいて説明したいときのサポートにも役立つ。がん
ナース必携の一冊！

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。

決定版 ICT 器具・物品の洗浄・消毒・滅菌
ハウツーブック  (インフェクションコントロー
ル 2020年春季増刊)

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 小野和代編
9784840470261

【マニュアル作成＆現場での指導に使える！】 「最新情報を知らないので、自信をもって指導できない」「ラウン
ドで遭遇する質問にうまく答えられない」…など、洗浄・消毒・滅菌に疎いICTメンバーのお悩みを一気に解決！
業務のアウトソーシングが進んでいるからこそ、知っておくべき情報がたっぷりそろっている。マニュアルなどに
すぐ使える！物品の写真やポイント解説がダウンロード可。

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

-  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 2020年2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 1031434079 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434080 □ □

出版社

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2月 商品コード 1031434081 □ □

完全版　ゲノム編集実験スタンダード
羊土社 電子書籍

¥22,440(＋税) □

¥6,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本卓編,佐久間哲史編
9784758122443

医学・生命科学・農林水産学での遺伝子操作に欠かせない実験技術を徹底解説。国内外で開発が続く各種
CRISPR-Cas関連ツールの入手・作製法と、様々な生物種での詳細なプロトコールを網羅した決定版。

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。

撃ち落とされたエイズの巨星
羊土社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Seema Yasmin著,鴨志田恵訳
9784758112109

HIVを地上から一掃したいーーMH17便撃墜事件で急逝したIAS元会長ユップ・ランゲ博士。死に至る病をコント
ロール可能な慢性疾患に変えた人類の叡智と、社会実装上の困難を、医師ユップの生涯とともに描く。

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

薬の「価値」を効果と値段の両面から評価する手法の、医療者・学生のためのコンパクトな入門書。基礎編は、
薬剤経済の概要と分析の基本を、実践編は、感染症対策や糖尿病治療・膵がん化学療法などへの応用例を紹
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。

薬を扱うなら知っておきたい！薬剤経済はじ
めの一歩

羊土社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 赤沢学著
9784758109444

□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2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 1031434082 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434083 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434084 □ □

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

いつも同じ便秘薬を処方するあなたへエキ
スパートが贈る便秘薬との向き合い方

金芳堂

著編者名 内藤裕二編著
9784765317993

便秘は、あらゆる病院や診療所で遭遇する極めてありふれた疾患です。また、高齢化社会になり、便秘で悩む
人が増えてきています。近年、便秘薬の新薬も発売され、ガイドラインも発表され、便秘薬への注目が高まって
います。本書は、便秘への理解を深めるために、エキスパートが便秘や便秘薬について解説。いつも同じ便秘
薬を処方するあなたへ、エキスパートによる便秘診療の“今”が詰まった一冊です。

電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

熊リハ発！エビデンスがわかる！つくれ
る！超実践リハ栄養ケースファイル

金芳堂 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉村芳弘編著
9784765317986

ACL低下を伴うサルコペニア・低栄養患者に対して行われるリハビリテーション栄養について先進的に取り組ん
できた、熊本リハビリテーション病院におけるケーススタディもとに、エビデンスを提示しつつ、そのつくり方（臨
床研究のススメ）まで網羅。現状、エビデンスが限られた状況のリハ栄養の取り組みについて、確かな根拠を示
しつつ、その基本と実践的ポイントが学べる「リハ栄養のエビデンスがわかる！つくれる！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。

私にとっての“Choosing Wisely” 医学生・研
修医・若手医師の“モヤモヤ”から

金芳堂 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荘子万能編著
9784765317962

Choosing Wiselyとは「医療者と患者が対話を通じ、しっかりとしたエビデンスがあり、副作用の少ない医療の賢
明な選択をめざす、国際的なキャンペーン活動」である。惰性的な検査・過剰な診断や治療を見直すことを推奨
し、最も患者と医療者の狭間で揺れ動く存在である医学生と研修医の体験”を通じて“Choosing Wisely”の理念
と具体像を描き出そうとする一つの試みである。

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 

-  39  -

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



医学編 2020年2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 1031434085 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434086 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434087 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434088 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031434089 □ □

「攻めの栄養療法」実践マニュアル　うまくい
く栄養改善と生活機能改善

中外医学社

著編者名
若林秀隆編,

前田圭介編,西岡心大編

9784498018020

「口からの摂取をあきらめない」ための、「攻めの栄養療法」＝体重（主に筋肉量）を増やす栄養療法を実践す
るために必要な、食事の工夫・経口栄養剤・間食・経管栄養・静脈栄養・栄養モニタリングを具体的にまとめた、
病棟だけでなく外来担当医師にも知る必要性がある栄養療法の今日から使える臨床で役立つマニュアル。糖
尿病・CKD・認知症・経済的ゆとりがないなど、ケース別対処法も紹介。

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。

電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

実践　高次脳機能障害のみかた
中外医学社 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林俊輔編著
9784498328440

高次脳機能障害に出会ったら、どう評価し対応したらいいのか。難解と思われがちな領域を、その本質から理
解できるよう、各エキスパートがやさしく丁寧に解説した。特殊なトレーニングや検査キッドがなくても評価がで
きるように、各章の冒頭にベッドサイドで把握できる評価法を紹介し、その一部は付録のonline materialとして収
載。必要以上にかまえることなく、気軽に実践的な知識と技術を学べる新しいテキストである。

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。

見てわかる皮膚疾患　診察室におきたいア
トラス

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
川田暁著,

佐藤貴浩著.山本俊幸著

9784498063709

臨床医、研修医、医学生をメインターゲットに、現場で見る皮膚疾患を高品質な写真で紹介した、新アトラス。疾
患は重要かつ遭遇する頻度の高いものを中心に、稀な疾患も可能な限り掲載した。また、各疾患では病因と症
状を平易に解説し、鑑別診断や最新の治療法、注意点にも言及している。他にはない豊富で質の高い臨床写
真は、患者への説明時にも便利だ。勉強のみならず、診察室にあれば心強い、頼れる１冊と言える。

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。

難治性皮膚疾患の治療テクニック
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 河合修三著
9784498063723

著者のクリニックには、ドクターショッピングを繰り返す患者が多く来院する。他院では治らなかった難治性皮膚
疾患を、原因と解決策を突き止め治してきたという高い実績をもつ著者が、今回初めて、そのコツとノウハウを
１冊の書籍にまとめた。豊富な症例写真と共に、余すところなく披露した治療法は、読者の明日からの診療を変
えるだろう。一部の症例経過画像は、付録データとして収載した。患者説明の際にも役立つ、頼れる１冊だ。

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

うんこのつまらない話
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 三原弘著
9784498140509

「便秘」とはいったいどのような状態を指すのでしょうか。実は最近まで日本では、きちんとした“便秘”の定義が
されず長らく混乱した状態が続いていたのです。そこで、本書では、2017年に発行された「慢性便秘症診療ガイ
ドライン」の作成委員でもある著者が“便秘の定義から診断基準、新しく登場した治療薬の使い方、食事療法を
行ううえでの注意など、「うんこのつまらない」“快便”のための知識と治療のノウハウを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 

-  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。



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。 

勉誠出版 

鉄幹晶子全集 

全32巻 揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥422,400 ¥633,600    1022212454 

逸見 久美ほか 編 

鉄幹晶子全集 全32巻（本文篇31巻＋全歌集五句索引篇）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」。 

 

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。 

鉄幹晶子全集 別巻 1～7巻 

別巻7冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥150,150 ¥212,850    

分売可。各巻の詳細はお問い合わせください。 

本全集は与謝野鉄幹（与謝野寛）と晶子が生前
に刊行した単行本を編年体で集成したもので、
鉄幹11作品、晶子69作品、ふたりの共著5作品
を本文篇全31巻にまとめ、第32巻は「全歌集五
句索引篇」は、鉄幹と晶子の全歌を網羅し、五
句すべてで検索可能にした歌の総索引である。
日本初の夫婦全集。 
 
短歌はもとより、詩・評論・紀行文・童話・古典現
代語訳など、ふたりの広範な創作活動を反映し、
収録作品も多岐にわたる。日本文学史上に永遠
に名をとどめるふたりの全貌を知る、初の鉄幹全
集にして、晶子全集の決定版!! 

新刊ハイブリッドモデルの対象外となるタイトルも含まれます。詳細はお問い合わせください。 



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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〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184
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