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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4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3月 商品コード 1031616128 □ □

出版社

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 1031616129 □ □

出版社

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 1031616130 □ □

出版社

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 1031616131 □ □

出版社

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 1031616132 □ □

仏教経済学 暗い学問―経済学―に光をあ
てる

勁草書房 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 クレア・ブラウン著,村瀨哲司訳
9784326550838

仏陀は、真の幸せは外の世界、名声や消費、友人や権力から得られるものではないと説いた。私たちが見えな
い大きなものに身を委ね、すべての人に慈悲の気持ちを持ち、人生のかえ難い瞬間を自覚することにより、真
の幸せは自己の内面から来る。お互いの思いやりを反映し、世界の資源を持続的に分かち合える経済の仕組
み作りを提唱する。

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。

冷戦後の東アジア秩序 秩序形成をめぐる
各国の構想

勁草書房 電子書籍

¥13,420(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐橋亮編
9784326302888

中国が台頭し、アメリカの行動が読めないなかで、東アジアは平和的な秩序を維持できるのか。本書では、冷
戦後、東アジアの主要国が地域秩序をどのように認識・構想し、そして実際の秩序形成にどれほどのインパクト
をもたらしたのかを検証する。東アジアの将来と日本の役割を見極めるうえで避けて通れない、画期的な研究。

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

税法学原論〔第8版〕（※）
勁草書房 電子書籍

¥12,760(＋税)

冊子購入確認

著編者名 北野弘久著,黒川功補訂

本書は民主主義税法学の発展に主導的役割を果たしてきた「北野税法学」の哲学が収斂された体系書であ
る。今版もその弟子たちの手により基本的骨格を変えることなく旧版刊行後の国税犯則取締法の国税通則法
への編入等の法の改廃、新判例、新データ等を盛り込み内容の全面的な見直しを図った。また、新たに巻末に
判例索引を掲記する。

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。

9784326403745

□

¥4,000(＋税)

アメリカ哲学史 一七二〇年から二〇〇〇年
まで

勁草書房 電子書籍

¥17,270(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ブルース・ククリック著,大厩諒訳,

入江哲朗訳,岩下弘史訳,岸本智典訳

9784326102792

大陸哲学に影響を受けた思弁的思想（1720～1868）、プラグマティズムの誕生と隆盛（1865～1930）、より世俗
的で制度化された専門哲学（1910～2000）の３時代にわけ、思想の伝統と思想家の意図をふまえて、宗教的な
ものから世俗的なものへと移っていった長く曲がりくねった歴史をたどる思想史の重要書。

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。

ダイバーシティ経営と人材マネジメント 生協
にみるワーク・ライフ・バランスと理念の共有

勁草書房 電子書籍

¥7,370(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤博樹編著
9784326504664

ダイバーシティ経営が成功する鍵は、①多様な価値観を持った人材を経営目標に統合する理念統合経営、②
多様な人材をマネジメントできる職場管理職の育成、③多様な人材の仕事へのコミットメントを支えるWLB支援
である。本書は生協で働く多様な人材を対象とし、日本企業全体の人材マネジメントに有益な情報を提供する。

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

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 

-  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4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 1031616133 □ □

出版社

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 1031616134 □ □

出版社

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 1031616135 □ □

出版社

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 1031616136 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616137 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616138 □ □

保育と子ども家庭支援論（※）
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
9784326701148

少子高齢化により、核家族、ひとり親家庭やステップファミリーなど、子育て家庭の状況は多様化した。一方で
児童虐待といった深刻な事象も続く。こうした状況に対応すべく子ども家庭支援のための施策が続々と打たれ
ている。本書は変貌する社会において、保育士として必要な子ども家庭支援論の知識技術の習得を目指す。

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

ラリルレロボットの未来 5分類からみえてく
る人間とのかかわり

勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 斎藤成也著,太田聡史著
9784326050185

原始的な「ラボット」からヒト型の「ロボット」まで、自律型か人が操作するか、どんな形態かによってロボットを5
段階に分類・定義。現実での使用例やアニメ・マンガなどの事例を通して、それぞれの特徴と可能性が見えてく
る！ 生物学・人類学を専門とする研究者二人が、ロボット工学の少し外から「ロボット」のいまと未来を論じる。

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。

現代の保育と社会的養護Ⅰ（※）
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
9784326701155

昨今、児童虐待など社会的養護に関する諸問題が大きく取り上げられ、その解消・軽減方策が強く求められて
いる。また2019年には「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立
した。本書は、法令改正に対応した保育士として必要な知識を学べる「社会的養護I」のテキスト。初学者必携。

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

ビールの自然誌
勁草書房 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ロブ・デサール著,イアン・タッターソル著,

ニキリンコ訳,三中信宏訳

9784326750566

切っても切れない関係の人類とビール。もはやビールは普遍的な文化そのものなのだ。古代の醸造法へ、人気
のクラフトビールへ、著者二人があるときは史料を読みこみ、あるときは世界中を旅して迫っていく。ビールのこ
となら人類誕生前から現代社会まで、科学的解説とともにお届けする、面白くて意外なお話たちのはじまりはじ
まり。

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。

リスクの立憲主義 権力を縛るだけでなく、生
かす憲法へ

勁草書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
エイドリアン・ヴァーミュール著,

吉良貴之訳

9784326451173

意思決定理論の知見をもとに憲法ルールの最適なデザインの基礎を探究する。アメリカ憲法史の豊富な例か
ら、過度の予防原則がかえって政治的リスクを増大させる可能性を冷徹に分析。権力を縛るだけでなく、そのパ
フォーマンスを生かす立憲主義が構想される。

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

ちょっと気になる「働き方」の話
勁草書房 電子書籍

¥8,030(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 権丈英子著
9784326701117

少子高齢化の進行により改革が迫られる日本の労働問題。多くの人が労働市場に参加できる働きやすい環境
づくりを進めるには、どのような壁があり、いかにすれば乗り越えられるのか。これからの働き方を考える上で
の課題を網羅、議論の全容を見渡す。働き方と社会保障を一体のシステムとして、根本からわかりやすく学び、
教えるための入門書。

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。

-  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4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 1031533238 □ □

¥4,500(＋税)

人の精神の刑法的保護（※）
冊子購入確認

著編者名 薮中悠著
9784335357404

「刑法における傷害概念」と「人の精神的機能の障害」との関係を、日本における判例・学説の現状から課題を
析出し、ドイツ・オーストリア・スイスとの比較法的検討および日本刑法の沿革的・系譜的検討をふまえて深く考
察。PTSDなど人の精神に変化・変調を生じさせる精神的障害と、失神など人の精神・意識を喪失させる意識障
害等とに分けて検討。人の精神も直截的に傷害罪・各種致傷罪の保護法益であることを示した鮮烈なデビュー
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。

弘文堂 電子書籍

¥14,850(＋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 

-  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4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 1031616139 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616140 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616141 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616142 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616143 □ □

共同研究開発契約の法務
中央経済社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税)

50の英単語で英文決算書を読みこなす
中央経済社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 齋藤浩史著,伊藤勝幸著
9784502324611

グローバルで活躍するためには、相手との共通言語である英語の習得は必須ですが、それだけでは十分では
ありません。ビジネスはつまるところ数字です。企業のビジネスパフォーマンスを数字で表す英文決算書が読め
ることは、英語力と同じくらいマストです。本書では、MBA人気講師が財務諸表の基本からバフェットの分析術
までを解説。知識ゼロから最短で読みこなせるようになり、会計×英語でスキルアップを目指せる一冊です。

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

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 馬塲杉夫著

冊子購入確認

著編者名
重冨貴光著,酒匂景範著,

古庄俊哉著

9784502318412

イノベーションの重要性が叫ばれる今、共同研究開発は企業にとって有用な手法の一つとなっています。本書
では、共同研究開発の開始から終了までのプロセス‐パートナー選定、NDA（秘密保持契約）、契約交渉・締
結、開発、事業化など‐に沿って、共同研究開発にまつわる契約や法的なポイントをQ&Aを交えつつ解説してい
ます。はじめて共同研究開発に携わる人でも、本書を読めば全体像をつかむことができます。

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。

9784502322310

企業の利益の源泉は個の働きに依存しているため、個を活かす必要性を感じている人は多いです。しかし、個
を活かせていない原因を正しく認識できている人はわずかです。本書は、これまでの個を活かす議論を整理し、
変化の時代になぜ個を活かせないのかを明らかにするとともに、個を活かし、組織が存続していくことに向けた
視座を提供します。個を活かす研究に関わっている研究者や学生にもぜひ目を通していただきたいと思いま
す。

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

データドリブン経営入門
中央経済社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税)

なぜ組織は個を活かせないのか
中央経済社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 安井望著
9784502326912

企業にもデジタル化の波が容赦なく押し寄せ、ありとあらゆるデータから経営に必要なものを抽出し、企業活動
に活かしていくデータドリブン経営を実践する必要に迫られています。本書では、そのために必要な基本的知識
から、経営戦略とデータの重要性、整備すべき仕組み・基盤、理論的背景を整理し、企業を根本から変えていく
必要性にも触れます。また、欧米の事例も交え、何を日本企業は参考にすべきかについても解説しています。

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

9784502327612

条文の趣旨、内容等を視覚的に理解し、実務上でも最大限活用していただきたいとの観点から、図と表を用い
た解説と労働者派遣事業を運営するうえで必要となる書式と記載例等についても数多く登載しています。また、
働き方改革の法整備とあわせて行われた労働者派遣法改正を先取りして解説しています。セミナーで寄せられ
る疑問点に随所で言及するなど、現場で役立つ情報を完全整理した、派遣先・派遣元いずれにも有用な一冊で
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。

実務・労働者派遣法概説
中央経済社 電子書籍

¥9,350(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 成田孝士著

□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 

-  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4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4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 

-  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4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 1031507093 □ □

出版社

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 1031507094 □ □

出版社

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 1031507095 □ □

出版社

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 1031507096 □ □

出版社

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 1031507097 □ □

9784492800881

100年人生をよりよく生きるために、脳を若く、健康に保つ10のルールを紹介。この本のルールを守れば、きっと
人生が楽しくなる！

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。

新しい地政学
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 北岡伸一編,細谷雄一編
9784492444566

民主主義、法の支配、リベラルな国際秩序が失われつつある世界はどこに向かうのか。日本を代表する知性を
結集し、新しい地政学を提示。

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

ピック・スリー 完璧なアンバランスのすすめ
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
ランディ・ザッカーバーグ著,

三輪美矢子訳

9784492046593

全米でバズったライフハックが日本上陸！　毎日「3つ選ぶ」だけで人生がうまくいく方法、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。

ブレイン・ルール 健康な脳が最強の資産で
ある

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
ジョン・メディナ著,

野中香方子訳

テキストブックNPO（第3版）
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

NPOの定番テキストの改訂版。法律や税制、事例をアップデートし、大幅に加筆。初学者から実務家までの
ニーズを満たす一冊。

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。

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 雨森孝悦著
9784492100356

NHKBS「欲望の資本主義・特別編＜欲望の貨幣論2019＞」に追加独自インタビューも加え書籍化。「貨幣と欲
望」の本質に迫る。

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。

岩井克人「欲望の貨幣論」を語る
東洋経済新報社

9784492371244

電子書籍

¥4,950(＋税)

冊子購入確認

□

¥1,500(＋税)

著編者名
丸山俊一著,

NHK「欲望の資本主義」制作班著

□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4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 1031507098 □ □

出版社

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 1031507099 □ □

出版社

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 1031507100 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031507101 □ □

再生可能エネルギー主力電源化と電力シス
テム改革の政治経済学 欧州電力システム
改革からの教訓

東洋経済新報社 電子書籍

¥25,740(＋税)

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長山浩章著

地球温暖化対策としての「再生可能エネルギー」導入が急務である。世界の状況を紹介し、どのように実践して
いくべきか提言を行う。

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。

□

9784492800898

QRコードの奇跡 モノづくり集団の発想転換
が革新を生んだ

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 小川進著
9784492534199

トヨタの製造現場から、世界中のスマートフォンへ。日本発で誕生25年になるQRコードのイノベーションの軌
跡。

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

物流業界立て直しバイブル
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 岡卓也著
9784492961759

物流コンサルの視点で、中小物流企業がとるべき戦略を提言。自社のポジションにあった戦略の考え方、改善
事例などを紹介。

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。

儲かるモノづくりのためのPLMと原価企画
設計・製造・会計の連携がもたらす新しい経
営手法

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
北山一真著,伊与田克宏著,

尾関将著

9784492961612

事業を強くするためのPLMと原価企画の解説書。設計・製造・会計の連携がもたらす新しい日本の物づくり経営
手法が見えてきます。

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。

-  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4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 1031616144 □ □

出版社

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 1031616145 □ □

出版社

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 1031616146 □ □

出版社

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 1031616147 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616148 □ □

備後福山の社会経済史 地域がつくる産業・
産業がつくる地域

日本経済評論社 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 張楓編著
9784818825499

地方都市に花ひらく多様な企業の成功と蹉跌を、戦前・戦後を貫く視角から鋭く描きだす。地域で技術や資源を
継承し発展する中小商工業から、東京一極集中を問い直す野心作。

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。

禁忌の兵器 パーリア・ウェポンの系譜学 (明
治大学国際武器移転史研究所研究叢書 4)

日本経済評論社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 榎本珠良編著
9784818825505

ダムダム弾、攻撃的兵器、大量破壊兵器、地雷、クラスター弾――特定の兵器をタブー視する近現代の発想や
概念はいかに構築され変容したのか。既存の知の前提を問う新たな試み。

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

語られざるGM社 多国籍企業と戦争の試練
日本経済評論社 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西牟田祐二著
9784818825536

WW2勃発から米国参戦まで、当時のGM社海外事業部長ムーニーの未公刊回想録を主要史料に、ナチス政権
下の独アダム・オペル社と親会社である米GM社の経営戦略を明らかにする。

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。

スタージュ フランス版「インターンシップ」
社会への浸透とインパクト

日本経済評論社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五十畑浩平著
9784818825529

フランスの若者の就職に必須の研修「スタージュ」。18世紀グランゼコール開設以来現代まで続く制度の歴史と
利点、近年噴出した問題を、社会経済の変遷とともに分析。

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

日本地域電化史論 住民が電気を灯した歴
史に学ぶ

日本経済評論社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西野寿章著
9784818825574

本書は戦前、戦後の農山村に展開した官民一体の内発的な「地域電化」の地域的成立条件を解明した。そこに
は今日の電力改革、地域づくりのヒントとなる重厚な歴史があった。

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

  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 

-  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4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 1031616149 □ □

政党システム
日本経済評論社 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩崎正洋著
9784818825550

投票率低下、無党派層の増大、政党の変容……。選挙や政党を中心とした議会制民主主義はどこへゆくの
か。本書は、政党システムを通して民主主義の現在と今後を考える。

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。

-  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4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 1031616150 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616151 □ □

近世豪商・豪農の〈家〉経営と書物受容 北
奥地域の事例研究

勉誠出版 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木淳世著
9784585222651

「知」はどのように彼らの行動を規定したか―　19世紀前半、相次ぐ飢饉や財政窮乏などの社会状況の変化に
対し、中間層である豪商・豪農たちはどのように対応していったのか。北奥・八戸藩において対照的な行動をな
した二人の人物を取り上げ、その行動の背景にある思想の形成過程を蔵書体系や書物受容から探り、村・町な
どの共同体との共生において「知」がどのように関わっていたのかを鮮やかに描き出す。

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。

100人の作家で知る ラテンアメリカ文学ガイ
ドブック

勉誠出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寺尾隆吉著
9784585291947

ラテンアメリカ文学を知るための画期的入門書！！カブリエル・ガルシア・マルケス（『百年の孤独』）、マリオ・バ
ルガス・リョサ（『緑の家』）、ホルヘ・ルイス・ボルヘス（『伝奇集』）、レイナルド・アレナス（『襲撃』）、ホセ・ドノソ
（『別荘』）…。ラテンアメリカ出身の作家は数多く日本で紹介され、作品も多く邦訳されている。しかし、その一方
でそうした作家や作品をまとめて紹介した媒体はほとんど存在していない。19～21世紀の代表的な作家100人
と、作家の代表作を紹介し、ラテンアメリカ文学を読む人への指針となるハンドブック！

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。

□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 

-  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4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 1031616152 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616153 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616154 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616155 □ □

自己責任の時代 その先に構想する、支え
あう福祉国家

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
ヤシャ・モンク著,

那須耕介訳,栗村亜寿香訳

9784622088325

社会保障は相応しい人だけに与えよ。自己責任論によるこうした主張の錯誤と、責任否定論の欠陥を指摘し、
責任概念の再構築を目指す。

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

ボードレールの自己演出 『悪の花』におけ
る女と彫刻と自意識

みすず書房 電子書籍

¥31,350(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小倉康寛著
9784622088585

現代詩の父ボードレールの『悪の花』は、詩人の自伝が虚構化された詩集である。「女の彫刻化」という主題か
ら読み解く新たな詩人像。

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

破滅者
みすず書房 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
トーマス・ベルンハルト著,

岩下眞好訳

9784622088462

グレン・グールドを主要人物にした『破滅者』と『ウィトゲンシュタインの甥』の二編の音楽小説にして、著者独自
の真骨頂をしるす書。

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。

キッチンの悪魔 三つ星を越えた男
みすず書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
マルコ・ピエール・ホワイト著,

ジェームズ・スティーン著,千葉敏生訳

9784622088561

イギリス人で初めてミシュラン三つ星を取得、若くして頂点に立ったシェフは、なぜ星を返上して一線を退いた
か。孤高のシェフ闘争記。

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 

-  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4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 1031616156 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616157 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616158 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616159 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616160 □ □

知財の理論
有斐閣 電子書籍

¥32,340(＋税) □

¥9,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田村善之著
9784641243255

「知的財産」「知的創作物」とはなにか、法はそれらをどう扱うのか。知的財産法政策を様々な法分野との関係
性や学際的な視点から論ずる。さらに特許法や著作権法の現代的課題の議論を経て新しい知的財産法学の
潮流を展望する。

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。

電子書籍

¥4,180(＋税)

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

問題演習 基本七法2019（※）
有斐閣

著編者名
法学教室編集室編,清水真著,豊田兼彦著,

鈴木隆元著,都筑満雄著,松戸浩著,新井誠著

9784641126138

「法学教室」誌で好評の演習欄（2018年度の七法分野×12問）を1冊に。事例問題を解くことは訓練しないとで
きません。論点を探し、規範を考え、事実をあてはめる──本書で集中的に訓練をしましょう。定期試験、法科
大学院入試、予備試験等の対策にも最適。

電子書籍

¥3,520(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

法について学んだ知識を、「よい」文章として表現するにはどうすればよいか。本書は、法律の文章ならではの
特性や、基礎となる日本語の文章作法を丁寧に解説。文章例や練習問題も豊富に掲載した。答案やレポート
を書くのが苦手と感じている人は必見。〈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。

性法・大学・民法学 ポスト司法制度改革の
民法学

有斐閣 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641138230

平成30年間は民法学にとっても変化に富んだ時代であった。時代・場所・視点によって異なる姿をみせるdroit
naturel、それをだれがどのようにして生成させるのか。社会法学的な民法学の伝統を発展させ、さらに法学の
枠を拡張させようと試みる。

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

□

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井田良著,

佐渡島紗織著,山野目章夫著

9784641126121

法を学ぶ人のための文章作法〔第2版〕（※）
有斐閣

企業法務の経験豊かで弁護士界きっての理論派である著者が、会社法における取締役、民訴法における弁護
士、倒産法における管財人など実務上重要な法主体に対し、信託法理が具体的にいかなる影響を及ぼしてい
るかを詳細に分析し、深く考察を加えた論文集。

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

□

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡伸浩著
9784641138216

信託法理の展開と法主体 会社法・民事訴
訟法・倒産法との交錯

有斐閣 電子書籍

¥25,740(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  14  -

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



人文社会編 2020年4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 1031616161 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616162 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616163 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616164 □ □

イノベーションを生む“改善” 自動車工場の
改善活動と全社の組織設計

有斐閣 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩尾俊兵著
9784641165571

日本企業の競争力の源泉ともいわれる改善活動。細かな改良を地道に続けるというイメージは、実態に即した
ものなのか。現場に入り込む事例研究やシミュレーションをも駆使し、活動の連鎖から大きなイノベーションを創
出しうる可能性と、その条件を探求した意欲作。

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。

東南アジアの歴史〔新版〕 人・物・文化の交
流史 (アルマＩ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥5,720(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
桐山昇著,

栗原浩英著,根本敬著

9784641221390

東南アジア地域内外の交流関係を通史で綴る入門書新版化。歴史的交流が盛んな中国との新たな関係性模
索の様子や、各国の民主化進展の実情と立ちはだかる問題などの現代的テーマを新たに追加した。変化し続
ける東南アジアの展望を考える際にも活用できる１冊。【世界に出会う各国＝地域史】シリーズ。

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

争われる正義 旧ユーゴ地域の政党政治と
移行期正義

有斐閣 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 久保慶一著
9784641149311

旧ユーゴ地域では1990年代の激しい武力紛争後、2000年代以降は平和構築が進められてきた。同時に「過去
と向き合う」取り組みも推進されたが、それは現在、どこまで進み、人々に何をもたらしたのか。独自のデータも
用いつつ現地の政治的ダイナミズムをふまえて分析する。

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。

新・育ちあう乳幼児心理学 保育実践ととも
に未来へ (有斐閣コンパクト)（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 心理科学研究会編
9784641174511

乳幼児心理学の定番テキストを全面改訂。保育現場での実践に基づくやさしい内容はそのままに、近年の話
題も盛り込んでいっそう親しみやすい内容に。子どもたちの豊富なエピソードで専門概念もわかりやすく解説。
保育に関わるすべての人におすすめの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。

-  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4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3月 商品コード 1031616165 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616166 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616167 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616168 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616169 □ □

日本古代の交易と社会
吉川弘文館 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮川麻紀著
9784642046589

官僚機構が整備され、多くの人が集まる都城には膨大な物資が必要となる。律令国家はそうした需要を支える
流通経済の仕組みをいかにして作り上げたのか。都城の東西市と地方の市に注目し、国家の管理方針の違い
を考察。また、交易価格の検討から地方経済の実態を探り出し、支配の担い手を明らかにする。「実物貢納経
済」の実像に鋭く迫った注目の書。

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

日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・
史料・データベース

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 浜田久美子著
9784642083706

図書館にある多くの本から、的確な情報を探し出すのは難しいことである。国立国会図書館で人文系レファレン
スを長く担当した著者が、日本史初学者に向けて、辞典や年表、古代・中世史料の注釈書などの特徴と便利な
活用方法をわかりやすく解説する。有用なデータベース活用法も交えた、学生のレポート作成をはじめ幅広く役
立つガイドブック。

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。

松岡洋右と日米開戦 大衆政治家の功と罪
(歴史文化ライブラリー 496)

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 服部聡著
9784642058964

国際連盟脱退や日独伊三国同盟締結など、日米開戦への原因をつくった外交官として、厳しく評価されている
松岡洋右。しかし、現実の彼は日米戦争回避を図って行動していた。先見の明と己の才覚を武器に外相までの
ぼりつめた実力者が、なぜ意に反して日本を破滅的な戦争へ導いてしまったのか。複雑な内外の政治への対
応を繙き、人物像を再評価する。

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。

敗者たちの中世争乱 年号から読み解く (歴
史文化ライブラリー 495)

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 関幸彦著
9784642058957

武士の台頭した時代、中世。その力が確立するなか、幾度も政変や合戦が起きた。多くは、当時の年号を冠し
た争乱の名前でいまに伝えられている。鎌倉幕府成立時の「治承・寿永の内乱」から戦国時代の幕開けを告げ
る「享徳の乱」まで、十五の闘諍(とうじょう)を年代記風に辿り、そこにまつわる記憶とともに、野史や外伝もふま
えつつ敗れた者への視点から描き出す。

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。

鎌倉時代論
吉川弘文館 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五味文彦著
9784642083720

鎌倉時代とは何だったのか。中世史研究を牽引してきた著者が、京と鎌倉、2つの王権から見た鎌倉時代の通
史を、前期と後期に分けて分かりやすく解説する。さらに、著者の貴重な初期の論文である「平氏軍制の諸段
階」「使庁の構成と幕府」など6編を収載し、『保暦間記』『梅松論』の叙述を通じて考察する。『吾妻鏡の方法』に
続く、待望の姉妹編。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  16  -

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



人文社会編 2020年4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3月 商品コード 1031616170 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616171 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616172 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616173 □ □

卑弥呼と女性首長〈新装版〉
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 清家章著
9784642083829

魏志倭人伝に登場する邪馬台国の女王卑弥呼と後継の台与。なぜこの時期に女王が集中したのか。首長層
の男女の上下関係、祭祀・軍事・生産に関する性的役割分担、女性首長の盛衰など、考古学・女性史・文献史・
人類学を駆使してアプローチ。弥生～古墳時代の女性の役割と地位を解明し、卑弥呼が女王に擁立された背
景と要因に迫った名著を新装復刊。

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

平泉を掘る 寺院庭園・柳之御所・平泉遺跡
群 (平泉の文化史 1)

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 菅野成寛監修
9784642068451

遺跡から掘り出された、中世の平泉。奥州藤原氏歴代の居館・柳之御所遺跡、毛越寺に代表される平安時代
寺院庭園群、平泉の仏教文化に先行する国見山廃寺跡などの発掘調査成果から、中世平泉の社会を明らか
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。

天皇家と源氏 臣籍降下の皇族たち (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 奥富敬之著
9784642071147

日本を代表する四姓（源平藤橘）のうち、天皇家を出自とする源氏。武家政権を創始した清和源氏をはじめ、21
流の系譜と発展の跡を詳細に解説。同じ天皇家から出た平氏4流についても触れる。氏族や系図研究に必読。

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

古代の漏刻と時刻制度 東アジアと日本
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 木下正史著
9784642046572

古代ではいかにして時を計っていたのか。飛鳥水落遺跡が『日本書紀』にみえる漏刻（水時計）跡であることを
論じ、日本を含む東アジアの漏刻と時刻制度を論究。日本古代の漏刻の実態、中国・朝鮮・琉球の漏刻の発達
や時刻制度・報時制度の変遷と報時の手段、漏刻を管掌した陰陽寮の考察など、飛鳥の歴史や宮都の解明に
大きな意義を持つ基礎的研究。

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

-  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4月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2018年11月 商品コード 1031533275 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031533276 □ □

徒然草の誕生──中世文学表現史序説
岩波書店 電子書籍

¥29,700(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中野貴文著
9784000014106

後世において「随筆」と呼ばれるジャンルを先取りするかのような独得の文章表現を達成した徒然草。その内容
と文体は、いかにして獲得されたものであったのか。消息文や楽書、教訓書など、先行する様々なテクストとの
格闘を通して、書記行為の可能性を広げていった徒然草の姿を、時代のなかに浮かび上がらせる。

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。

19世紀後半以降のメディアの発達は、あらゆる情報が氾濫する現代社会の成り立ちにどのような影響を与えて
きたのか。国民国家形成の歴史のなかに、出版・新聞・映画・ラジオ・テレビといった各領域の発展を位置付
け、英米独日の各国を時系列的に比較する画期的なメディア史。98年の刊行以来読み継がれてきたロングセ
ラー、待望の新版。

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。

岩波テキストブックス　現代メディア史　新版
（※）

岩波書店 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤卓己著
9784000289207

□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 

-  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4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 

-  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4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 1031507102 □ □

出版社

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 1031507103 □ □

出版社

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 1031507104 □ □

思考を鍛える大学の学び入門　第2版　論理
的な考え方・書き方からキャリアデザインま
で

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥3,740(＋税)

著編者名 井下千以子著
9784766426519

□

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

大学での「学びの基本」を学びたい大学1、2年生を対象とした好評解説書。付属のワークシートを使いながら、
学ぶとはどのようなことか、大学とはどのようなところかを考え、調査・取材・レポート作成・発表を通じて、学び
の基本的スキルを身につける構成。

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

功利とデモクラシー　ジェレミー・ベンサムの
政治思想

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
フィリップ・スコフィールド著,

川名雄一郎訳,高島和哉訳,戒能通弘訳

9784766426427

世界でも第一級のベンサム研究者の代表作、初邦訳。緻密な文献考証に基づき、ベンサムの思想の展開につ
いて斬新な解釈を多く提示しており、ベンサム研究・功利主義思想研究における必読文献としての評価を世界
で確立している。

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。

アカデミック・スキルズ（第3版） ――大学生
のための知的技法入門

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥3,080(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
佐藤望編著,湯川武著,

横山千晶著,近藤明彦著

9784766426564

累計12万部を超える大学生向け学習指南書のベスト＆ロングセラーを8年ぶりに改版。ノートの取り方や情報
の整理法など、大学生の学習の基本を押さえた構成はそのままに、第3版では最新の情報環境との付き合い
方や活用法に関する内容を追加。

冊子を購入または
発注の場合は、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 

-  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4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 1031616174 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616175 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616176 □ □

その常識は本当か　これだけは知っておき
たい 実用オーディオ学

コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡野邦彦著
9784339009194

音響学とオーディオは、深い関連はありますが、同じではありません。オーディオは趣味性が高い世界でお金が
かかるのは事実。限られた資金と時間で、効率的に良い音を手にするためには「科学的発想は便利」という視
点でまとめた書籍。

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

天然物化学（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅原二三男編著
9784339067583

現代の天然物化学では、生合成遺伝子解析やケミカルバイオロジーの進歩によって従来とは全く異なる発見が
されるようになってきた。本書では生合成を基盤に体系化した解説を行うとともに、ケミカルバイオロジーの観点
を重視した。

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、ソーシャルビッグデータの基本概念そしてデータマイニングや機械学習の基本技術の理解から、具体
的にコンピュータ環境の構築と分析ツールの実装方法を解説し、データの収集・可視化・分析までを自学自習で
きるようにした。

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

フルスタックJavaScriptとPython機械学習ライブ
ラリで実践するソーシャルビッグデータ 基本概
念・技術から収集・分析・可視化まで （※）

コロナ社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石川博編著
9784339028898

  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 

-  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4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 

-  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4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 1031537710 □ □

出版社

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 1031537711 □ □

出版社

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 1031537712 □ □

出版社

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 1031537713 □ □

出版社

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 1031537714 □ □

現代数学の基本概念　下（※）
丸善出版 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 J.ヨスト著,清水勇二訳
9784621304648

本書は現代数学の最重要の概念や構造を包括的に紹介し概観する。読者は、数学的構造のパノラマおよびそ
れらの間の関係の概観として、あるいは抽象数学への入門として、あるいは知識をより一般的視野に置いてみ
るために、あるいは数学への新たなより深い観点を得るために、数学をより深く理解する道への援助とガイドと
して本書を読むことができる。

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

「私たちは何におびえ、どう乗り越えるのか」　現代の地政学は国家中心主義や地理的要因を絶対視する古い
地政学を乗り越え、ローカルからグローバルなレベルまでを横断し、複雑化する空間と政治を考察する学問へ
変貌しつつある。21世紀の地球社会が抱える問いに向き合い、国家以外のアクターも分析の射程に入れた「新
しい」地政学を構築する事典。

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。

現代地政学事典
丸善出版 電子書籍

¥79,200(＋税) □

¥24,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 『現代地政学事典』編集委員会編
9784621304631

デザイン科学事典
丸善出版 電子書籍

¥66,000(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本デザイン学会編 
9784621303771

デザインという語はモノ・コトづくりの現場以外にもさまざまな分野で使用され、その多義化が進んでいる。デザ
イン科学は、デザイン（設計）行為に関する知の統合を図ることで、デザインという創造的行為の本質を解明しよ
うとする学問である。理論・方法論から分析・発想・評価法まで、見開き完結の項目で取り上げデザイン科学の
全体像を見渡す事典。

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。

ステドール　数学の歴史（※）
丸善出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Jacqueline Stedall著,

三浦伸夫訳

9784621304853

従来、数学史の類書は編年体で過去の数学がいかに現代数学に貢献したかを記述するものばかりであった―
―　本書では｢数学史｣を歴史学の一分野と捉え、過去の数学をその時代の文脈の中で解釈することの重要性
を具体的に提示する。数学史とは何か、そして何を目的とするのか、数学史研究の面白さ、数学史研究法の最
先端を新鮮な題材と共に紹介する。

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。

〈現代数学シリーズ〉特異点入門　改訂版
丸善出版 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石井志保子著,

中村周編,山田澄生編

9784621304754

初版発行から20年以上の間の特異点に関する研究の進展に即した改訂。高次元の極小モデル問題の進展に
関する事項を踏まえて既存の章を改訂するとともに、弧空間やジェット空間の特異点への応用に関する事項、
および正標数の手法の進展について概説する章を新設した。

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 

-  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4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 1031537715 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031537716 □ □

出版社

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 1031537717 □ □

出版社

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 1031537718 □ □

出版社

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 1031537719 □ □

出版社

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 1031537720 □ □

インフィニティ・パワー－宇宙の謎を解き明
かす微積分（※）

丸善出版 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Steven H. Strogatz著,

徳田功訳

9784621304907

微積分は人類が獲得した至高のアイデアの一つだ。それなしには携帯電話も電子レンジも存在しなかった。不
思議なことに宇宙の法則は微積分で表される。この素晴らしいアイデアを万人に伝えたいという著者の長年の
思いから書かれた本書は、無限の原理を主題に、幾何学の片隅から生まれた微積分が宇宙の法則を表すに
至るまでを幅広い観点から見ていく。

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。

〈計算力学レクチャーコース〉固有値計算と
特異値計算

丸善出版 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 一般社団法人日本計算工学会編
9784621304730

本書では固有値計算・特異値計算における基礎理論の解説に重点を置き、より正確に、かつより速く値を求め
る方法を解説し、アルゴリズムを通して理解を深められるつくりとした。付録として、FORTRAN90または
FORTRANによる固有値計算のためのソースコードを収録。

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。

4次元図形百科
丸善出版 電子書籍

¥19,140(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮崎興二著
9784621304822

4次元図形について、その影や切り口を文字や数字でなく図や模型を使って見たり触ったりしてみようとする努
力は、実は人類の文化史が始まった頃からあった。本書ではまず「歴史篇」でその過去の歴史を振り返った後、
「図形篇」で現在知られている4次元図形の概要を総覧し。その後「風物篇」で近未来に見られるかも知れない4
次元の風景を空想する 。

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

格子ボルツマン法入門 ―複雑境界および
移動境界流れの数値計算法（※）

丸善出版 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
稲室隆二著,

吉野正人著,鈴木康祐著

9784621304761

種々の工学分野において関心の高まる格子ボルツマン法について、第一人者らによる待望の解説書。格子ボ
ルツマン法の基礎理論を解説するとともに、複雑境界流れ、移動境界流れ、二相系への本計算法の適用を計
算アルゴリズムとともに解説。また簡単なプログラム例もダウンロード可能。

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

電磁場の発明と量子の発見（※）
丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 筒井泉著
9784621304839

科学史的読みもの要素の強い「電磁気学」の初等的解説書。古典的現象である電磁気学に量子論的な視点を
入れ、電磁気学の発展を現代的視点で見直す。発見や理論的成熟の歴史をたどりながら電磁気現象の解説を
行い、現代物理へのつながりも示す。量子論の発展する19世紀から20世紀初頭の物理学者たちの他ではあま
り見られないエピソードも記載。

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。

光物性学原論（※）
丸善出版 電子書籍

¥49,500(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石井武比古著,安居院あかね著
9784621304310

物理学会長などを歴任してきた著者が、講義のために長年書き溜めたノートを書籍化。光を使う物性の研究
は、新規材料や新薬の開発などでも活用されている。本書は基本となる物質と電磁波の相互作用を圧巻のボ
リュームで解説。必要な知識は網羅され、重要な式は背景まで詳解。光物性学に携わるすべての研究者の座
右の書となる一冊である。

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

-  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4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 1031537721 □ □

出版社

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 1031537722 □ □

出版社

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 1031537723 □ □

知っておきたいカラダの不思議―人体はう
まくできている

丸善出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 恩田和世著
9784621304877

人体の不思議140テーマを１テーマ1頁で解説。主題は勿論のこと、関連する多くのキーワードを端的に紹介。
人体に興味のあるすべての方にお薦めの一冊。

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。

丸善　金属質量表　第3版（※）
丸善出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菱田博俊編,直井久編,渡邊敏編
9784621304792

鉄鋼を中心に、非鉄･軽金属も加え、金属材料に関する単位寸法あたり質量や断面性能について、実務上必要
なデータを集積したデータ集。本書一冊で、現場で取り扱う材料のデータがすべてそろう、手元において即調べ
られるという便利な一冊。

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

 ＜新装版＞　ことわざの生態学 ――森・
人・環境考

丸善出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 只木良也著
9784621304884

故事ことわざ、成句や慣用句をモチーフに、森の自然のしくみと働き、森と人との付き合い、森を介した環境問
題への提言などを綴ったユニークな読みもの。長年森林を相手にしてきた生態学者が語る森の雑記帳。本書は
1997年に 「丸善ブックス」 の一冊として刊行され、 森林生態学の入門書として読み継がれてきた定評ある書籍
の新装版です。

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。

-  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4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4月 商品コード 1031616177 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616178 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616179 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616180 □ □

基礎からわかる化学工学 (物質工学入門シ
リーズ)

森北出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石井宏幸共著,成瀬一郎共著,

衣笠巧共著,金澤亮一共著

9784627246010

図表をふんだんに使い、わかりやすい説明で書かれた入門書です。 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。

物理現象の本質をつかむこと、考え方を身につけることを意識してまとめたテキスト。 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。

電磁気学
森北出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩田真著
9784627156913

よくわかる建築構造力学 I
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
土方勝一郎共著,隈澤文俊共著,

椛山健二共著,岸田慎司共著,小澤雄樹共著

9784627554115

基礎の基礎から学べる入門テキスト。　1）力学の復習から始めて、単純な部材、構造へとスムースにレベル
アップしていきます。 2）各部材・構造の説明においても、徐々に問題が複雑になっていくよう配慮されていま
す。 3）本論で得た知識の確認や力試しのために、各章末にはたくさんの演習問題が用意されています。

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

よくわかる建築構造力学 II
森北出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
土方勝一郎共著,隈澤文俊共著,

椛山健二共著,岸田慎司共著,小澤雄樹共著

9784627554214

基礎の基礎から学べる入門テキスト。　1）応力や変形の把握を目的として、各手法などをできるだけ具体的か
つていねいに解説しています。 2）説明の中に適宜確認用の例題が用意されており、考えながら学べます。 3）
本論で得た知識の確認や力試しのために、各章末にはたくさんの演習問題が用意されています。

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

□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4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 1031616181 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616182 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616183 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616184 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031616185 □ □

Rで学ぶ　マルチレベルモデル［実践編］
朝倉書店 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
尾崎幸謙編著,

川端一光編著,山田剛史編著

9784254122374

姉妹書［入門編］で扱った基本モデルからさらに展開し、一般化線形モデル、縦断データ分析モデル、構造方程
式モデリングへマルチレベルモデルを適用する。学級規模と学力の関係、運動能力と生活習慣の関係など5編
の分析事例を収載。

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。

Pythonによる　ベイズ統計学入門　【実践
Python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 中妻照雄著
9784254128987

ベイズ統計学を基礎から解説、Pythonで実装。マルコフ連鎖モンテカルロ法にはPyMC3を活用。 〔内容〕「デー
タの時代」におけるベイズ統計学／ベイズ統計学の基本原理／様々な確率分布／PyMC／時系列データ／マ
ルコフ連鎖モンテカルロ法

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

観光の事典
朝倉書店 電子書籍

¥33,000(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
白坂蕃編,稲垣勉編,

小沢健市編,古賀学編,山下晋司編

9784254163575

人間社会を考えるうえで重要な視点になってきた観光に関する知見を総合した、研究・実務双方に役立つ観光
学の総合事典。観光の基本用語から経済・制度・実践・文化までを網羅する全197項目を、9つの章に分けて収
録する。 〔内容〕観光の基本概念／観光政策と制度／観光と経済／観光産業と施設／観光計画／観光と地域
／観光とスポーツ／観光と文化／さまざまな観光実践　〔読者対象〕観光学の研究者、 観光学専攻の学生・大
学院生、観光行政・観光産業に携わる人、関連資格をめざす人

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

現代の語彙　【シリーズ〈日本語の語彙〉7】
朝倉書店 電子書籍

¥12,210(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中牧郎編
9784254516678

女性の地位が向上しインターネットで未曾有の変化を続ける現代の語彙を探る。 〔内容〕性差／待遇場面／外
来語／商品命名／作家の語彙創造／アニメキャラクター／Jポップ／テレビ放送／ネット集団語／医療／司法
／やさしい日本語／国語政策

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

子どもが育つ遊びと学び（※）
朝倉書店 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高櫻綾子編著
9784254650075

子どもの長期的な発達・成長のプロセスを支える〈保幼小の連携・接続〉の理論とカリキュラムを解説する。 〔内
容〕保育所、幼稚園（3歳未満児および3歳以上児）、認定こども園／小学校（低中高学年）／特別支援学校／学
童保育／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。

□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4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4月 商品コード 1031616186 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616187 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616188 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616189 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616190 □ □

オレたちは「ガイジン部隊」なんかじゃない！
～野球留学生ものがたり～

インプレス 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菊地高弘著
9784295008569

『野球部あるある』、『下剋上球児』で高校球児をハートフルに描いてきたライターの菊地高弘氏が、野球留学生
の奮闘の日々を追う青春物語。明徳義塾、八戸学院光星、健大高崎など、全国大会常連の強豪校で、野球留
学生を多数抱えている学校を中心に学校ごと全8章で構成。指導者や選手、OBに取材し、その日常や暮らしぶ
りをイラストを交え描きます。イラストは自身も元高校球児のクロマツテツロウ氏。

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

鉛筆一本からはじめる人物の描き方 ロジカ
ルデッサンの技法

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 OCHABI Institute著
9784295008361

「顔」、「手足」、「全身」、「場面」で章を分けて、それぞれ「線で描く」、「平面的に描く」、「立体的に描く」、と段階
的に写実的に描けるように解説します。「線で描く」では棒人間的、記号的な人物が描けるようになり、「平面」で
はイラスト調、「立体」では陰影やアングルを変えた人物が描けるようになります。また、人物と背景を一緒に描
く需要が多いため、背景の描き方もフォローします。

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

できるポケット メルカリ＋メルペイで月5万円
無理なく稼ぐ本

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
川崎さちえ著,

できるシリーズ編集部著

9784295008736

取り扱い可能な商品や発送料金、発送方法など、前書から変更があった部分を丁寧にフォローします。また、
2019年2月からサービスを開始した「メルペイ」についても詳しく紹介。メルカリの売上をメルペイに移動し、実店
舗で使う方法など写真入りで具体的に解説します。その他、付録としてカバー裏に「厚さ測定定規＆送料早見
表」を印刷。商品の発送に役立つツールを提供する。

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

IoT技術テキスト基礎編 ［MCPC IoTシステ
ム技術検定基礎対応］公式ガイド 改訂2版

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 岡崎正一監修
9784295008750

「MCPC IoT システム技術検定（基礎編）」に準拠したMCPC事務局監修の公式ガイドの改訂版になります。主な
ポイントとして、IoT技術とIoTデバイスに関して節項目を増やし、①ローカル 5G などの通信の新方式を追加。
②セキュリティ関連の法制度変更に対応。③「IoT デバイス」で使用するセンサを変更（温度センサ・湿度センサ
とマイコンボードの接続例）を基に改訂します。

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。

リクはよわくない
インプレス 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂上忍作, くっきー！画
9784295008644

病弱なイタリアン・グレーハウンド（リク）が、5 才のぼくの家にやってきた。とっても優しいおにいちゃん、ツトム、
ヨースケ、マルちゃん、パグゾウとの生活のなかで、リクはどんどん元気を取り戻していったが……。坂上忍の
愛犬リクが送った短い生涯。「命の大切さ」を教えてくれる感動ストーリー！

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。

□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。
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4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4月 商品コード 1031616191 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616192 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616193 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616194 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616195 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616196 □ □

Excel 無敵のルール 作業の迷いをなくし、
チームを円滑に動かす新発想

インプレス 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 榊裕次郎著
9784295008590

Excelを使った仕事のやり方に自信が持てないビジネスパーソンに向け、「決まりごととして守るべきルール」を
提案し、「仕事が速いのにミスを起こさない」をゴールとして示すExcel解説書。著者の榊氏は、大学・省庁・企業
を中心に教えているほか、ストアカでも講座を持つ研修講師。「ルールがあれば、気を付けるべき部分を把握で
き、作業時間の短縮・効率化によってミスを防げる」という経験に基づいた全50のルールを紹介します。

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。

猫が教えるショートカットキー150
インプレス 電子書籍

¥3,234(＋税) □

¥980(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮本朱美著,七海ときな画
9784295008514

必ず使うアプリ（Windows、Excel、Word、PowerPoint）で必要なショートカットを掲載し、持っていたいと思えるよう
なカワイイ仕様で、且つ少し癖のある猫が紹介します。第1章：Windows：デスクトップを表示する/タスクビューを
表示する/クリップボードの履歴を表示する/…、第2章：Excel：日付を入力する/セルを挿入する/セル A1 に移
動する/表全体を選択する/グラフを作成する/…　他、ビジネスで使える150のショートカットを紹介します。

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。

徹底攻略OSS DB Silver 問題集 [Ver.2.0]対
応

インプレス 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 正野裕大著
9784295008743

2012年4月に刊行した『徹底攻略 OSS-DB Silver 問題集[OSDBS-01]対応』(3193)の改訂版。OSS-DB 技術者
認定は LPI-Japan が実施するオープンソースデータベースの資格試験で、PostgreSQL のスキル・知識を認定
する。「Silver」と「Gold」があり、本書は下位資格である「Silver」を対象とする。本試験は2019年4月1日に改訂さ
れ、Ver.2.0となりました。

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。

できるホームページ・ビルダー22 SP対応
インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
広野忠敏著,

できるシリーズ編集部著

9784295008767

最新バージョン22に完全対応！スマホ対応のWebページをすぐに作成できます。人材募集や企業サイトの作成
ポイントを詳しく解説。テンプレートの効果的な使い方がわかる解説書です。

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。

Linuxサーバ入門 [CentOS8対応]
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 大津真著
9784295008712

初心者向けのLinuxサーバー構築の基本操作を学習していくための入門書です。WindowsやMac経験者を対象
とし、コマンドライン操作、ユーザー管理、パッケージ管理、ネットワークサーバー設定を中心に解説します。本
書を読み終えた段階で、基本的なシステム管理やWebサーバーの管理、開発環境の構築が行えるようになりま
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。

おかえり台湾 ―食べて、見て、知って、感じ
る 一歩踏み込む 二度目の台湾案内―

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 池澤春菜著,高山羽根子著
9784295008675

台湾マニアの声優／エッセイスト・池澤春菜氏とその友人で芥川賞に2度ノミネートされた作家・高山羽根子氏
による、旅プランのガイドにもなるエッセイ。読者が実際に訪れることができるよう丁寧なガイドの要素も取り込
みながら、文化人ならではの切り口で台湾での旅を軽快に綴ります。「見渡せば博物館」、「通う茶藝館」、「本を
つくる人」、「体を癒やす」、「アーティスト」、「映画でひもとく台湾史」、「食べる」の7章で構成します。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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4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4月 商品コード 1031616197 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616198 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616199 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616200 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031533292 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031533293 □ □

情報抽出・固有表現抽出のための基礎知識
(実践・自然言語処理シリーズ 4)

近代科学社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩倉友哉著,関根聡著
9784764906105

社会の中で日々蓄積されていく電子データの多くは自然言語で書かれたテキストであり、それらをデータベース
として整理・構造化し、活用するには、拡散した情報を適切に抽出し関係づける必要がある。このプロセスを
（半）自動化する技術が「情報抽出」である。本書では、固有表現抽出技術と、固有表現間の関係を抽出する関
係抽出技術に焦点を当て、機械学習などを駆使して「情報抽出器」を作るための解説を行う。

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。

統計モデリング (ISMシリーズ : 進化する統
計数理 8)

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
石黒真木夫著,三分一史和著,

種村正美著,清水悟著

9784764906099

本書は統計モデルの発想、練り上げ、検証、改良にかかわる「統計モデリング」の過程を理解し、扱えるように
なることを目的する。第1章では基礎論としてデータの関係を統計モデルの形で記述する方法を解説し、第2～4
章では時系列解析（過去と将来のデータの因果関係）、空間統計学（測定した位置とそれ以外の位置との関係
性）、医療統計（診断における統計的検定の使い方）の分野における統計モデリングの具体例を詳述する。

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

できる 仕事がはかどる文字入力高速化 全
部入り。

インプレス 電子書籍

¥5,214(＋税) □

¥1,580(＋税) 冊子購入確認

著編者名 リブロワークス著
9784295008729

どういう単語を登録しておくと効率的なのか、変換を間違えたときに便利な取り消し・再変換などの基本的なこと
から、効率化を謳った書籍で定番となったショートカットやカーソルの使いこなし、定型文の活用まで、仕事の効
率化に役立つ文字入力のワザをしっかり解説します。無料で使えるGoogle日本語入力、有料ですがスマート
フォンと辞書を同期できるATOKなども取り上げ、スマートフォンでの文字入力の高速化についても解説します。

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

憧れのインスタグラマー20名に学ぶ美しい
写真術

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
9784295008774

写真の撮り方やレタッチの方法はもちろんのこと、カメラとの出合いや好きなレンズ等の機材面の話題から、好
きな映画や本、尊敬している写真家まで、インスタグラマーをさまざまな側面から丸裸にします。従来の写真関
連本と一線を画すために今回の書籍では各インスタグラマーのライフスタイル（衣食住）にまで迫り、ファッション
誌のようなスタイリッシュなデザインで、飽きのこない内容となります。

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。

風景写真の7ピース 撮影イメージがひらめく
アイデアノート

インプレス 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柄木考志著,木村琢磨著
9784295008781

作品イメージの構想から実際の撮影までのプロセスで意識する大切な要素を「視点」「構図」「光」「色」「季節」
「シャッター」「レンズ」を 7 つのピースとして構成する点が本書の特徴。カメラ設定のロジックを軸に展開されが
ちな一般的な写真入門書とは異なるアプローチで章を構成し、見開き完結で各要素に関わる撮影アイデアを解
説します。

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

「IT前提経営」が組織を変える : デジタルネ
イティブと共に働く

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 高柳寛樹著
9784764960084

「IT前提経営」とは、「デジタルネイティブが中心となる時代において、適切なITを経営に導入することでビジネス
を最大化するとともに、そこに関わる顧客や従業員を含む全てのステークホルダーを幸せにする経営の概念」
を意味します。本書では、具体的なエピソードを多数示しながら、その実現に向けての手法を丁寧に解説しま
す。テレワークや遠隔講義など、喫緊の課題を解決するための示唆が得られる一冊です。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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4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3月 商品コード 1031533294 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

出版社

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 2019年11月 商品コード 1031340567 □ □

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。

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。

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。

水・水溶液系の物性
近代科学社 電子書籍

¥9,504(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
田巻繁著,

松永茂樹著,日下部征信著

9784764960077

本書は水および電解質水溶液について、物理学的ならびに化学的な考察に基づいた微視的観点から解明する
と同時に、社会的ニーズの高い水の利用についての最新の成果を同様な観点に基づいて説明を試みたもので
ある。読者対象としては、大学理工科系の専門課程の学生、大学院の修士・博士課程の院生、若き研究者、な
らびに企業の研究員を念頭においている。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



理工学編 2020年4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 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 □ □
三宅真著

9784764960053

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。

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
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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4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 1031616201 □ □

出版社

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 1031616202 □ □

Rustプログラミング入門（※）
オーム社 電子書籍

¥9,350(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒井和哉著
9784274224355

通常のプログラミング言語では、変数やメモリの保護はプログラマーの責任で行います。この際の配慮不足があったとしても、コンパイルし
て実行できるプログラムはできてしまいます。その結果は、バグやセキュリティホールにつながるので、プログラマーも強い責任感でのプロ
グラミングが必要です。本書で解説するRust言語は、後発なだけいろいろ考えられており、構文そのものが配慮不足になりにくいしくみで
あり、また不良なソースコードはコンパイルできません。つまり安全なプログラムを記述しなければコンパイルできないというユニークな特
長を持ちます。本書は、C言語やオブジェクト指向言語の知識が若干必要になりますが、少ない行数のシンプルな例題で構成し、平易な解
説を心がけています。

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。

アメリカのブラックアウト変遷史（※）
オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
David E. Nye著,

松本栄寿訳,小浜清子訳

9784274507434

“大規模停電”が発生したとき、人は何を考え、どう行動するのか。本書は、アメリカにおけるさまざまなブラックアウト（大規模停電）の事例
を示しながら、人々と電気・電力網の関係を考察するものです。1930年代から電気が日常生活の一部になると、大規模な停電が発生する
ようになりました。停電は、単に電力の供給停止だけではなく、社会的な混乱、軍事的戦略、ネットワーク都市の危機、工業技術システム
の欠陥、経済的、社会的政策の不備といったさまざまな角度から理解すべき問題です。本書では、アメリカの停電の歴史を時系列で示し
つつ、人文科学や社会科学の観点から、人々の動向や原因、背景などを考察し、アメリカ社会の歴史を読み解いていきます。

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。

□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4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 1031616203 □ □

なるほど最新スポーツ科学入門
化学同人 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊東浩司編,

吉田孝久編,青木和浩編

9784759820263

オリンピック金メダリストをはじめとする豪華執筆陣が、スポーツ科学をやさしく解説。 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 

-  34  -

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



理工学編 2020年4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 1031616204 □ □

出版社

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 1031616205 □ □

出版社

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 1031616206 □ □

出版社

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 1031616207 □ □

出版社

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 1031616208 □ □

ゲームで大学数学入門―スプラウトからオ
イラー・ゲッターまで―

共立出版 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税)

数学リテラシー
共立出版 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内潔著,久保隆徹著
9784320113497

本書は、「空間図形」と「行列と一次変換」だけでなく、「集合と写像」、「イプシロン・デルタ論法」などの大学数学
では初歩的な部分だが、初学者にとっては敷居の高い項目についても丁寧な説明を心がけた。総じてこの教科
書1冊に軽く目を通すことで、大学初年次の線形代数と微積分の概観がつかめるものと期待している。

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。

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 新井仁之著

冊子購入確認

著編者名 安田健彦著
9784320113442

本書は、「オイラー・ゲッター」という、幾何学、とくにトポロジー（位相幾何学）のアイデアをいくつか取り入れた
ゲームの作者でもある数学者による、特徴的な書籍である。ゲームという切り口から大学の数学科で勉強する
数学を垣間見ていくことにより、数学の一味違った面白さを味わうことができる。

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

9784320110779

本書はまず、複素数・複素平面、級数の収束といった基礎知識の復習から始める。その後、簡単な複素関数か
ら正則関数の導入へ歩を進め、正則関数に関する様々なトピック（グリーンの公式、リュービルの定理、一致の
定理、最大値の原理など）を取り上げる。最後に発展的内容への案内を配することで、更に深い領域の学習へ
の橋渡しにも配慮した。複素関数論に関する学習を始めるための第一歩として優れた1冊である。

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

有理型関数（数学のかんどころ 37）
共立出版 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税)

正則関数（数学のかんどころ 36）
共立出版 電子書籍

¥6,270(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 新井仁之著
9784320113909

本書では、有理型関数の数ある話題の中から、「実変数関数の積分計算（留数の原理）」、「有理型関数の存在
（ミッタク・レフラーの定理）」、「有理型関数の応用（z変換）」、「有理拡張（ガンマ関数・ゼータ関数）」の4項目に
焦点を絞り解説する。

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。

9784320111233

本書では、確率的グラフィカルモデルの統計的機械学習理論について、画像処理とパターン認識に応用例を絞
りつつ概説することから始める。特にパターン認識では、クラス分類問題という視点において、多値ロジスティッ
ク回帰モデルと制約ボルツマンマシンという2つの確率的グラフィカルモデルを通し、深層学習の基礎となる数
理を紹介する。

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

画像処理の統計モデリング―確率的グラフィカ
ルモデルとスパースモデリングからのアプロー
チ―（クロスセクショナル統計シリーズ 8）

共立出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
片岡駿著,大関真之著,安田宗樹著,

田中和之著,照井伸彦編,小谷元子編,
赤間陽二編,花輪公雄編

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  35  -

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



医学編 2020年4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3月 商品コード 1031616209 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616210 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616211 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616212 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616213 □ □

ナースがわかる認知関連行動アセスメント
（CBA） 超実践活用法

メディカ出版 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森田秋子監修
9784840472050

【意識、感情、注意、記憶、判断、病識をみる】　「認知関連行動アセスメント（CBA）」は、患者さんの普段の行動
を「意識、感情、注意、記憶、判断、病識」の6つの項目で評価し、認知機能の重症度を判定する評価法。評価
することが高次脳機能障害への理解を深めることにつながるので、患者・家族に自信をもってかかわることがで
きるようになる。

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。

Dr.長尾の たのしイイ呼吸ケアQ&A100
メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長尾大志著
9784840472203

【呼吸ケアのリアルな疑問が解消！】　「口呼吸の患者さんに鼻カニューラでいいの？」「低流量、高流量ってど
ういうこと？」「ブラとブレブの違いは？」。メディカ出版の人気セミナーで寄せられた様々な現場のギモンを整理
し、Dr.長尾が基本からたのしイイく解説！

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。

ミレイ先生のアドラー流勇気づけメンタルヘ
ルスサポート

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上谷実礼著
9784840472197

【働く人＆自身の心の健康に適切に対処できる】　支援者（産業保健スタッフ、人事労務管理担当者、管理職）
の登場人物との会話文＆豊富なマンガ風イラストで、心のしくみをわかりやすく解説。心を勇気づけるスキルや
マインドがわかれば、メンタルヘルス不調者の本音を理解した協力的な支援が行える。支援者自身のイライラ
感や無力感もなくなり、心が軽くなる。

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。

新人スタッフ必携！ 糖尿病の病態生理・療
養指導Q＆A80 (糖尿病ケア 別冊)

メディカ出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

9784840471978

【患者の体のしくみ・治療・ケアが即わかる】　糖尿病に携わる医療者が押さえておきたい病態・療養指導の基
本から患者からよく聞かれるギモンまで、厳選した80項目をQ&A形式で解説する。さらに、療養指導や集団指
導で使える患者向け〇×クイズ80問を掲載。はじめて糖尿病教室を担当する人にもおすすめ！

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

著編者名 朝倉俊成編,水野美華編

糖尿病看護きほんノート (糖尿病ケア 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

9784840471091

【糖尿病療養支援の基本を押さえて自信がつく】　糖尿病看護の基本が大きなイラスト・図解をスクラップした
ノート形式＋詳しい解説で目で見てしっかり学べる！糖尿病の病態生理、ケア、治療など、糖尿病看護に必要
な知識を網羅的に解説した、新人スタッフはもちろん、ベテランスタッフも活用できる一冊。糖尿病ケアに欠かせ
ない基本用語を解説したミニブックつき！

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

著編者名 肥後直子編著

□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 

-  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4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4月 商品コード 1031616214 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616215 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616216 □ □

出版社

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4月 商品コード 1031616217 □ □

消化器の治療と検査 サクッと攻略！はやわ
かりデータベース  (消化器ナーシング 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 篠原尚監修
9784840470544

【消化器の検査と治療のほしいところだけ！】　最新の鏡視下手術やロボット手術、低侵襲治療を含め、消化器
にかかわる検査・治療を63種網羅。すべての処置の概要、流れ、ケアをピンポイントで“見て”理解できる構成。
「ナースがいますぐ知りたい情報」をさっと検索・解決できる、データベース的な一冊。

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

思考をつかむ！ テクニックを見る！ PCI紙
上LIVE

メディカ出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村茂編著,岡村篤徳編著
9784840472012

【術者の心・技を臨場感を持って体得できる】　本書では、具体的な場面が見える豊富な画像を示し、カテ治療
のLIVEで得られるようなポイントを凝縮して解説。診断・治療方針や治療場面などへの若手医師の意見と、そ
れに対する術者の回答も掲載。そのやりとりを通して、術者の思考と技術への理解が深まる。

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

循環器の薬剤カタログ143  (ハートナーシン
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 猪又孝元編
9784840469920

【心臓の薬を楽しく理解！臨床・指導に使える】　最新の薬剤・知見を加えてパワーアップ！はじめに各循環器
薬の働きをマンガで楽しく読み解き、薬剤カタログでは、1つひとつの薬を時系列で解説。使用前に知っておきた
い禁忌や注意、使用方法、使用中の副作用など、流れをイメージできる。後輩・患者指導にも使える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。

女性医師の意欲とキャリアとリーダーシップ
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 赤嶺陽子著
9784840472265

【翼を折らず、活躍の選択肢を広げるために】　女性医師が、結婚してもしなくても、子どもがいてもいなくても、
留学してもしなくても、開業してもしなくても、自分自身の選択をし、「やる気ドレナージ」されずに活躍するため
には、知っておくべきことがある。女性医師、そしてよき友としての男性医師が、ジェンダー・ステレオタイプとい
う「思い込み」を乗り越え、医師全員のネクスト・ジェネレーションをつくるために贈る一冊。

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。

-  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4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3月 商品コード 1031616218 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616219 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616220 □ □

エキスパートが教える輸液・栄養剤選択の
考え方

羊土社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木雅也監修
9784758109093

メディカルスタッフの現場の「なぜ」がわかる！ 持ち運びサイズで病態ごとの栄養・経路切り替えの基準を解説
し、実際の処方例も交えて輸液・栄養剤選びの実際の考え方が身につく一冊！

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。

脳卒中の栄養療法
羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本拓史編
9784758118651

超急性期の栄養管理や製剤選択から回復期・維持期のリハビリテーションまで、脳卒中治療に必要な栄養療
法についての解説を1冊に集約。脳卒中治療に関わる医師・メディカルスタッフ必携のこれまでなかった実践
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。

レジデントノートの人気連載がパワーアップ！ ルーチン処方は必要？検査の使いどきは？など内科研修で誰
もが抱く身近な疑問を会話形式でやさしく解説。疑問を自分で解決するプロセスやエビデンスの活かし方も学べ
る。

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

みんなで解決！病棟のギモン
羊土社 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
香坂俊監修,

吉野鉄大編,宇野俊介編

9784758118675

□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4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 1031616221 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616222 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616223 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616224 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616225 □ □

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

急性期のリハビリテーション医学・医療テキ
スト

金芳堂

著編者名
一般社団法人日本リハビリテーション

医学教育推進機構編

9784765317955

寝たきり状態は、主に、脳卒中、心臓病、骨折などの疾病がきっかけとなることが多く、早期から一貫した維持
機能・回復訓練を実施する必要がある。急性期リハビリテーションの効果は、臥床に伴う二次的合併症いわゆ
る廃用症候群の防止と機能回復の促進につながる。その急性期リハビリテーションを実践するときに必要な知
識を提示した、リハビリテーション医師、理学療法士、作業療法士に必携の参考書。

電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

歯科医学英語ワークブック 第2版
金芳堂 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤田淳一著
9784765318112

主に歯学部1年生用を対象とした歯科英語学習用ワークブック。近年、訪日する外国人は増加しており、外国
人患者の来院増加が予想されます。外国人患者が来院した際によく出会う場面を英語で対応できるように動画
を見ながら学習ができる。旧版では付属のCDを聞きながら学習を進めていたが、今回はQRコードを読み取り、
スマートフォンで動画を視聴して学習を進めるスタイルに変更となった。

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

精神症状から身体疾患を見抜く
金芳堂 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 圀松淳和監修
9784765318211

内科外来、内科病棟ではいわゆる外因性の精神症状、器質性精神病といわれるものの鑑別が必要となるケー
スはよくある。精神科にコンサルタントを頼むのか、緊急性のある内科診療をする必要があるのかについて判
断が迫られるのだ。本書では内科医が精神科に送る前に必要となるこのスクリーニングをより高い精度で行う
ための考え方を示している。内科医が陥りやすいピットフォールを回避し、正しい診断への筋道がわかるように
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。

WEB動画で学ぶ人工呼吸管理
金芳堂 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本呼吸ケア教育研究会編
9784765318099

本書は、人工呼吸管理に苦手意識をもっている医師や医療従事者向けに、日本呼吸ケア教育研究会が行なっ
ている好評の人工呼吸管理のセミナーを書籍化した。人工呼吸管理を基礎からしっかりと体系的に伝えた内容
で、また、その好評のセミナーの動画も付録としてつけている。書籍を読み、付録動画（約130分）を見てもらうこ
とで、独学で、人工呼吸管理が学べる1冊になっている。

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

ナイスバルク！ 急性期のリハビリテーションと
栄養療法　筋トレのエビデンスから考える

金芳堂 電子書籍

¥9,680(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村謙介著
9784765318198

ICU在室中に生じる急性のびまん性筋力低下を指すICU-acquired weaknessは近年注目されている。リハビリ
自体は理学療法士や看護師が主導とはいえ、ICUの患者管理の責任を持つ医師にとってもその理解は不可欠
である。リハビリの核となる筋合成の生理についての深い理解は、ICU患者の早期リハビリテーションへの応用
を助けるのはもちろん、ハードワークに従事する医療者の肉体強化も可能になる。

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 
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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4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3月 商品コード 1031616226 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616227 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616228 □ □

臨床が変わる！ 画像・病理対比へのいざな
い「肝臓」

金芳堂 電子書籍

¥11,440(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村卓味監修
9784765318105

多くの知識と経験を積んだスタッフが集結し、20年超に及ぶ臨床症例をもとに、画像と病理の対比を試みたテ
キストブック！　単なる診断名の当てっこだけでない、所見と診断名の照合で終わらせない。病変の拡がりや進
展度、組織型や予後まで推測し、疾患の本態に迫ることこそが画像診断の本質である。様々な病理組織、臨床
画像を見ながら、病理医と直接ディスカッションしている気分を味わおう。

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。

THE心臓リハビリテーション 症例で紐解く超
実践ガイド

金芳堂 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山下武志監修
9784765318129

高齢化率の上昇と共に心臓リハビリテーション（心リハ）の対象範囲は広がり、その需要も高まっている。本書
はすべての医療者を対象として、心リハに関する様々な基礎知識や各種データ（CPXなどの検査結果やエビデ
ンス）の活かし方など、日本を代表する専門医療機関における豊富な実例を交えて、わかりやすく、すぐに役立
つ内容を網羅した“超実践ガイド”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。

感染症クリスタルエビデンス　感染対策・予
防編

金芳堂 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡秀昭監修
9784765318136

『こういうときはこうする！感染症クリスタルエビデンス』シリーズの続編は治療編に続き“感染対策・予防編”
抗菌薬適正使用支援の意義から職員の感染管理、施設の管理にいたるまで、感染症コントロール業務にかか
わる日常の疑問について、エビデンスを整理し、感染対策分野のエキスパートが実際の治療をどうしたらいい
かエキスパートオピニオンを提案する。

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。



医学編 2020年4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 1031616229 □ □

出版社

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 1031616230 □ □

出版社

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3月 商品コード 1031616231 □ □

出版社

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 1031616232 □ □

出版社

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 1031616233 □ □

実践　多職種連携教育
中外医学社

著編者名
寺崎文生監修,赤澤千春監修,

駒澤伸泰編

9784498109124

多職種連携教育の必要性が叫ばれて久しいが、多職種連携は残念ながら円滑に進んでいるとはいいがたい。
その原因は、1.他職種の業務がわからない、2.どのような連携が必要かわからない、3.どのような連携教育が
あるのかわからない、以上の3つの「ない」にある。これらを明らかにし、学ぶ側にも教える側にも資する、「多職
種連携教育」テキストの決定版！

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。

電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

臨床研究アウトプット術
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 前田圭介編著, 室谷健太編著
9784498048782

日々の臨床経験こそ、最大の武器だ！臨床を研究に活かし、研究を臨床に活かすための知恵を伝授。志、デ
ザイン、生物統計、書き方、時間管理、など臨床研究にまつわるすべてが詰まった1冊！大学病院はもちろん
介護や在宅医療でも、あなたも今日から臨床研究者！

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

心電図の読み“型”教えます！　Season 2
中外医学社 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 杉山裕章著
9784498137028

ケアネットの人気web連載「Dr.ヒロのドキドキ心電図マスター」の書籍化第2巻。オリジナルの語呂合わせや新・
検脈法、習った知識を定着させる章末クイズ…などなど、心電図に悩まされ続けた著者だからこそ書ける“読み
型”が満載。最終章には、著者自身がどうやって心電図の壁を乗り越えたのか、その軌跡をまとめたエッセイも
収載。軽妙な語り口に乗せられて、読み終わる頃にはきっと心電図が好きになる、そんな1冊が登場！

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

心電図教えてノート　改訂2版　−チームでモ
ニター事故を予防する！−

中外医学社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石田岳史監修,

冨田晴樹著,富永あや子著

9784498076815

スタッフステーションでなり続ける心電図モニターのアラームに対して、聞こえない振りをした経験はないだろう
か。本書は、そんな心電図アレルギーと戦ってきた著者らが結成したMACT（monitor alarm control team）のノ
ウハウを凝縮し、好評を得た。改訂第2版はさらに技術に磨きがかかり、現場のリアルな疑問に答えたクリニカ
ルクエスチョンも新たに追加。安全な心電図モニター管理へと導いてくれる、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。

CKD教育入院テキスト
中外医学社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
冨永直人監修, 今野雄介監修,川崎市立多摩病院

CKD教育入院ワーキンググループ編

9784498224544

本邦初！ 医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士など各職種に必要な知識をまとめた使いやすいマ
ニュアル。患者さんにわかりやすい言葉とレイアウトで説明時に最適なつくりとなっています。川崎市立多摩病
院CKD教育入院ワーキンググループがまとめた内容を、院内での使用に則して改良を重ねたベストマニュアル
が登場。CKD患者の病状改善、長寿と幸せを願う医療者必読です！

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



医学編 2020年4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3月 商品コード 1031616234 □ □

冠動脈疾患の手術 【動画付】 (心臓血管外
科手術エクセレンス 3)

中山書店 電子書籍

¥62,920(＋税) □

¥26,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
夜久均専門編集,高梨秀一郎専門編集,

長田信洋画

9784521744797

心臓血管外科医の手術技術の向上を主眼として手技のノウハウをまとめた全5冊シリーズ。本巻では、冠動脈
疾患とそれに関連する疾患に対する手術法を取りあげた。冠動脈疾患に対するバイパス術としてOn-pump
CABG、Conventional CABGなど、虚血性心筋症に対するDor手術、SAVE手術など、心室中隔穿孔に対する
Daggett法、David-Komeda法などの手術手技に加え、ECMOや人工補助心臓についても解説した。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  42  -

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



医学編 2020年4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3月 商品コード 1031616235 □ □

出版社

電子書籍価格
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Dr.徳田の診断推論講座＜第2版＞ 【動画
付】（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥8,712(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 徳田安春著
9784784943999

「診断エラー」についての最近の知見を加え、各論の項目を大幅ボリュームアップした改訂版！！初めて診断
推論を学ぶ方には症候学の教科書として、中級者にはマニュアルおよびリマインダー的鑑別リストとして、経験
者には教育カンファレンス用資料作成のためのリソースやシマウマ疾患鑑別本として、あらゆるレベルの医師
にオススメです。診断推論カンファレンスの実例動画付き。

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。

医業承継の教科書　親族間承継・M&Aの手
法と事例（※）

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 小松大介著
9784784948901

院長が急に亡くなった、後継者がいない、承継にあたり負債を圧縮したい…相続・承継問題に悩む院長先生必
読の一冊！病医院の円滑な承継のために、法務・税務対策のポイントをアドバイス。親子間承継・第三者承継
の様々な手法を、多数の事例とともに紹介しました。医業承継は案件ごとに事情が異なり、問題解決の手法も
多種多様です。後継者が決まっている方にも、決まっていない方にもおすすめです。

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

乳房超音波入門（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤吾子編著
9784784948857

乳房超音波の書籍としては他に類を見ない130本のWeb動画を収録。初学者に最適の入門書。多くの症例を動
画で見ながら、鑑別診断のトレーニングができます。典型例から良悪性の鑑別が難しい症例まで、様々な超音
波所見のバリエーションを収載。カラードプラやエラストグラフィの使いこなし方もしっかり解説しています。

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

診療所で診るトラベルメディスン（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥11,374(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大越裕文編著
9784784957606

慢性疾患患者の海外渡航前後、自信をもって診療できますか！？ 近年、重要性が高まるトラベルメディスン
（渡航医学）の入門書！海外渡航がより一般的になる中、渡航に伴う健康リスク、対策、渡航後の体調不良へ
の対応などをトラベルメディスン専門医が解説。慢性疾患患者など注意が必要な渡航者の対策を各分野の専
門医が記述。情報収集に便利なwebサイトのリストや各種英文フォームを収載。

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。

CKD・AKI診療 ガイドラインの内側と外側
（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥14,036(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 成田一衛編
9784784957699

ガイドライン通りの診療からステップアップ！ ワンランク上の腎臓疾患の診かた・考え方を身につける！日本腎
臓学会から発表された2つのガイドライン（『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018』『AKI（急性腎障害）
診療ガイドライン2016』）をメインの題材とし、「基本」としてガイドラインを解説、「応用」として「実臨床で経験した
ガイドライン通りにはいかなかった症例」を提示。個々の患者さんに対する「どう考える？ どうする？」が身につ
く一冊です。

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。

□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。
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冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年3月 商品コード 1031616239 □ □

総合診療の視点で診る不定愁訴（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥11,374(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤光樹編
9784784957651

「患者中心の医療の方法」を軸に、不定愁訴の診療力をレベルアップ！ 適切な検査をしても診断がつかない症
状に立ち向かう！不定愁訴の「診断と治療」「マネジメント」「クリニカルシナリオ」の3章で構成。よく訴えられる
症状や女性特有の訴え、漢方治療、医師自身の陰性感情への対応まで網羅し、不定愁訴診療の実際の展開
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。
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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。 

岩波書店「現代人の教養」 
Maruzen eBook Library 

サブスクリプションパッケージ 

※少年文庫は今後追加予定です。 

岩波 

科学 
ﾗｲﾌﾞﾗﾘ  ー

岩波 

現代 
文庫 

岩波 

少年 
文庫 

岩波 
新書 

岩波 
文庫 

岩波 

ｼﾞｭﾆｱ 
新書 

「図書館長が選ぶ 学生に読ませたい本300選」 など 毎年自由に選べます！ 
EPUBリフロー型コンテンツで学生用図書にも最適！更新時にタイトルの入れ替えも可能です！ 

1年間ご契約プラン 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

Aパッケージ（50冊） ¥77,000  ¥115,500  1031329092 

Bパッケージ（100冊） ¥132,000  ¥198,000  1031329093 

Cパッケージ（200冊） ¥220,000  ¥330,000  1031329094 

Dパッケージ（300冊） ¥286,000  ¥429,000  1031329095 

Eパッケージ（400冊） ¥330,000  ¥495,000  1031329096 

Fパッケージ（500冊） ¥385,000  ¥577,500  1031329097 

現代社会に必須の教養を養う、古今東西の名著が勢ぞろい！ 
学生用図書として、学習や研究の入門書として、 

500冊の中から プランに合わせて 

50・100・200・300・400・500冊を 
自由に選書していただけます！ 

一部タイトルはPDF型での配信となります。 

     

※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。 



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

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

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

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

世界地名大事典 
全9巻 

グローバル時代の世界を地名から読み解く 
国内最大級の世界地名事典 

【総編集】 竹内啓一（元一橋大） 

【編集幹部】 熊谷 圭知（お茶の水大）・山本 健兒（帝京大） 

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

全9巻セット特価 

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

商品コード：1030973324 

分売可。各巻の詳細はお問合せください。 

Maruzen eBookLibraryで 
新規配信！ 



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

● 表示価格は税抜きです。 

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

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

解説。 

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

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

冊子版ISBN： 9784521747491 商品コード：1030541561 

全6冊＋別冊（分売不可） 

内科学書 改訂第  版 9 

総編集 南学 正臣 

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

 

 

編集協力 塩沢 昌英 

発行年 2019 

中山書店『内科学書』の第8→9 版はこう変わる！！ 
 

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

         丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒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

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


