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著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

底本ISBN 9784641150386 購入済

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

購入

底本発行年 2017年2月 商品コード 1024322175 □ □

●購入方法について

①出版社毎に上記3パターンから、購入方法をお選びください。

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

行政法 （※）
出版社 有斐閣 電子書籍

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

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

　「電子書籍」には購入パターンによって、割安な価格が設定されています。

　出版社毎に下記3つの購入パターンをお選びいただけます。

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

　その月に刊行する書籍を中心に掲載し、毎月上旬にご案内いたします。

●「電子書籍」お届けについて

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

●「電子書籍」価格設定について

□3.電子のみ単体購入   
 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

１．冊子選書＋電子全点購入 

２．冊子選書＋電子選書購入 

３．電子のみ単体選書購入 

冊子＋ 

冊子＋ 

  新刊電子販売価格 

3つの購入パターン 

新刊電子販売価格 を 20%OFFでご提供いたします 

新刊電子販売価格 を 10%OFFでご提供いたします 

「３.電子のみ単体選書購入」価格は 

当カタログ掲載の「電子書籍価格」です。 

購入を行いたい商品を選択してください。  □に「✔」をお願いします。 

  電子書籍      ・・・  電子をご購入をする場合 

  冊子購入確認  購入済 ・・・・ 既に所蔵もしくは発注済みの場合 

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

✔ 

購入を行いたいパターンを選択してください。 

 □に「✔」をお願いします。 

この注文書にて当社に書籍を同時購入をする場合は、

□に「✔」をお願いします。  



人文社会編 2020年5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 1031670242 □ □

出版社

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 1031670243 □ □

大学論の誤解と幻想（※）
弘文堂 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩井洋著
9784335552014

大学改革の「不都合な真実」とは？　入試改革が迷走する一方で、日本の大学生の学力は下降の一途をた
どっている。文学部不要論やグローバル大学・ローカル大学二分論など、大学改革政策の根拠と成果を徹底
検証。「口は出すが金は出さない」政府の方針と、それに迎合する識者たちによるウソばかりの大学論を信じて
はいけない！　40代で中堅私立大学の再建を任された元学長が「任期を終えた今だから語れる」、本気で辛口
の大学論。

冊子を購入または
発注の場合は、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

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税)

現代実定法入門 <第2版>（※）
冊子購入確認

著編者名 原田大樹著
9784335358234

法学部・法科大学院で法学を学ぼうとしている人、社会に出た後で法学を学び直したり内容をアップデートした
い人、必要に迫られて法学の内容をわしづかみしたい人のための法学入門。図やイラスト、面白くてためになる
コラム、発展学習のための小問、文献案内など工夫満載。法学の各分野を学ぶ際にも参照し、法学を一通り学
んだ後にも新たな発見がある「骨太な法学入門書」、債権法・相続法をはじめとした重要改正をふまえた改訂
版！

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1031670244 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670245 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670246 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670247 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670248 □ □

9784502291319

『公認会計士有資格者jijiたんが予備試験ルートで司法試験に合格したブログ』で受験生に大人気の著者が珠
玉の勉強法とブログでは書かなかった最重要勉強法を公開。予備試験を一発突破し司法試験に合格した勉強
法45と科目別攻略法を紹介します。勉強は努力だけでなく、そのやり方も重要です。自分に合う方法が見つか
れば司法試験も合格できます。「試験に合格するかどうかは勉強方法次第。勉強方法を変えれば人生が変わ
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。

司法試験・予備試験この勉強法がすごい！
中央経済社 電子書籍

¥4,675(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平木太生著

著編者名
藤枝純著,遠藤努著,

角田伸広著

9784502328213

現在の国際課税の最も重要な課題である(1)「電子経済の課税上の課題への対処」及びこれに関連する仏国、
英国等のデジタル課税制度、(2)「利子控除及び他の金融支払いに係る税源浸食の制限」及びこれに対応する
過大支払利子税制に関するわが国の令和元年度税制改正、(3)「義務的開示制度」及びこれに関連する諸外
国の一般的租税回避否認規定等を詳細に解説。法理論に加え、最前線での豊富な実務経験に裏付けられた
一冊。

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

アントレプレナーシップとは起業家精神のことであり、目指すべき方向性とビジョンを持って、自らの創意工夫や
新しい価値創造により、組織や社会の変革を成し遂げることを意味しますが、本書では、もっと簡単に「アントレ
プレナーシップ」を「いきがい」「なりわい」「やりがい」の3つのキーワードで考えていきます。アントレプレナー
シップを通じ、自分の人生にビジョンやミッションを見つけ、社会を生き抜く力を養える一冊です。

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。

デジタル課税と租税回避の実務詳解
中央経済社 電子書籍

¥10,175(＋税) □

¥3,700(＋税)

はじめてのアントレプレナーシップ論
中央経済社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

冊子購入確認

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村寛樹著

冊子購入確認

著編者名 三宅周兵著
9784502322211

本書は、外資系企業が日本進出を検討するにあたり、事前に本国本社が日本の制度を十分に研究できるよう
に執筆されています。会社設立の登記手続だけを説明するのではなく、どのように現地の人材をコントロールす
るかというコーポレートガバナンス、どのように資金調達をするかというファイナンスにも焦点を当てています。
外資系企業の日本進出に携わる英語が苦手な弁護士、会計士、税理士の良きパートナーとしても有用です。

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。

9784502326318

消費税法講義録
中央経済社 電子書籍

¥19,250(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 熊王征秀著
9784502324710

平成元年の消費税創設から30年、令和の時代になり、10％への増税とともに軽減税率とインボイス制度が始ま
り、名実ともに消費税は最重要税目となりました。消費税に関する知識は、今や税理士、公認会計士、企業の
経理担当者にとっては絶対必要不可欠なものとなっています。本書は、消費税実務の世界で圧倒的な支持を
受ける著者による、消費税のバイブルです。初心に戻って消費税法を基礎から洗い直してみませんか？

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。

和英対照インバウンド会社設立ガイド
中央経済社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 □ □

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。

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。

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。

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。

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 

-  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5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 1031579403 □ □

出版社

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 1031579404 □ □

出版社

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 1031579405 □ □

出版社

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 1031579406 □ □

出版社

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 1031579407 □ □

aaS化が各企業にビジネスモデルの再考を迫る。経済指標の見直しも必要だ。価値観や幸福度にも踏み込み
デジタル化経済を予測。

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

デジタル国富論
東洋経済新報社

9784492396506

電子書籍

¥5,280(＋税)

冊子購入確認

□

¥1,600(＋税)

著編者名
此本臣吾監修,森健編著,

NRIデジタルエコノミーチーム著

スポーツ立国論
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

スポーツ産業には「国の根幹」を強くする力がある。欧米で立証されたこの「圧倒的真実」を日本にも適応し、日
本復活の契機とせよ！

冊子を購入または
発注の場合は、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 安田秀一著
9784492503126

AI×地方創生
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
広井良典著,須藤一磨著,

福田幸二著

9784492396513

AIで未来予測とビジョン・政策選択を示した「日立京大ラボ」シミュレーションの書籍化。データとKPIに基づく「地
方創生」への道。

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

ITロードマップ 2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
野村総合研究所IT基盤技術戦略室

NRIセキュアテクノロジーズ著

9784492581155

ITの近未来がわかる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。

Unlocking Creativity
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 マイケル・A・ロベルト著,花塚恵訳
9784492046616

創造力の発揮を妨げるのは、組織にはびこる6つの「思い込み」だ。それを変え、創造力を解放する方法を経営
学者が説く。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  6  -

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



人文社会編 2020年5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 1031579408 □ □

出版社

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 1031579409 □ □

出版社

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 1031579410 □ □

出版社

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 1031579411 □ □

出版社

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 1031579412 □ □

出版社

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 1031579413 □ □

話し方が上手くなる！声まで良くなる！1日1
分朗読

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 魚住りえ著
9784492046623

「朗読の達人」魚住りえの全メソッドを完全初公開！誰でも1日1分の練習で、あなたの「声も話し方も」劇的に良
くなる！待望の1冊！

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

戦略コンサルタント　仕事の本質と全技法
東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 遠藤功著
9784492534205

著者コンサル歴30年「仕事論」の集大成！戦略コンサルが実践している「仕事の本質と全技法」を1冊に凝縮！ 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

神さまとぼく
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 梅沢正邦著
9784492503157

家電王国は必ず崩壊する――。神様に選ばれながら神様に異を唱え続けた、稀代の経営者を通してみるパナ
ソニック凋落の30年史。

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

金融読本（第31版）
東洋経済新報社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 島村高嘉著,中島真志著
9784492100363

定評あるテキストの最新改訂版。フィンテックの進展など直近の動向を踏まえて、デジタル通貨やブロック
チェーンの解説を拡充。

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

義理と人情の経済学
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 山村英司著
9784492315279

アルバイトに退職金やボーナスを払う会社があるのはなぜか？　　「義理と人情に左右される人間行動」を経済
学で読み解く！

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

日本企業の勝算
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 デービッド・アトキンソン著

伝説のアナリスト×世界のエコノミスト渾身の提言！日本企業の「根本問題」を突き止め、人口減少時代の「最
強経営」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。

□

9784492396520

-  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5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 1031579414 □ □

出版社

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 1031579415 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031579416 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031579417 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031579418 □ □

出版社

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 1031579419 □ □

アセモグル／レイブソン／リスト　ミクロ経済
学

東洋経済新報社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ダロン・アセモグル著,

デヴィッド・レイブソン著,ジョン・リスト著

9784492315132

ミクロ経済学の基礎から、実験経済学と行動経済学の知見を取りこんだ拡張まで学べる、新しくてやさしい入門
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。

マンキュー入門経済学（第3版）
東洋経済新報社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
N・グレゴリー・マンキュー著,

足立英之訳,石川城太訳

9784492315217

世界で一番読まれている経済学のテキストの改訂版。ミクロからマクロまで、これ1冊で経済学のエッセンスを
すべて学べる。

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。

マンキュー経済学Ⅱ　マクロ編（第4版）
東洋経済新報社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
N・グレゴリー・マンキュー著,

足立英之訳,石川城太訳

9784492315200

世界で一番売れている教科書のマクロ編の改訂版。世界金融危機後、大きく変わった金融政策への考え方が
随所に反映された内容に。

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

マンキュー経済学Ⅰ　ミクロ編（第4版）
東洋経済新報社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
N・グレゴリー・マンキュー著,

足立英之訳,石川城太訳

9784492315194

世界で一番読まれている経済学界の大ベストセラーテキストのミクロ編、最新改訂版。ミクロ経済学の基礎から
応用までこれ1冊でカバー。

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

最高の顧客体験を提供する「実感型」デジタ
ルマーケティング

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
三室克哉著,

鈴村賢治著,山崎雄司著

9784492961735

行き過ぎたKPI主義や自動化によるブラックボックス化を回避し、「実感を得る」デジタルマーケティングのありか
たを提言。

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。

最強の戦略人事
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
リード・デシュラー著,クレイグ・スミス著,

アリソン・フォン・フェルト著

9784492961773

米国の大手企業で採用が進む「HRBP」について書かれた解説書。その導入から育成までを完全解説する。 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。

-  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5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 1031579420 □ □

役員四季報 2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥15,094(＋税) □

¥4,574(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編

東証マザーズ、ジャスダック上場企業等を含む上場企業3,740社、41,071名の役員人事録。 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。

-  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5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 1031670249 □ □

出版社

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 1031670250 □ □

出版社

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 1031670251 □ □

出版社

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 1031670252 □ □

出版社

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 1031670253 □ □

地域構造の多様性と内発的発展 改訂版
日本経済評論社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙原一隆著
9784818825567

最新のデータをもとに主要産業や多様な地域を概観し、北海道経済の発展には産業振興が重要であり、地域
内外の諸力と連携による内発的経済振興策が求められていることを提起。

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

航空の二〇世紀 航空熱・世界大戦・冷戦 (明治
大学国際武器移転史研究所研究叢書 5)

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 高田馨里編著
9784818825512

人類の空飛ぶ夢は20世紀の「航空熱」を引き起こし、やがて航空技術、航路、大衆ともに戦争へと駆り立てられ
ることになる。航空黎明期から冷戦期までの軍民航空の世界史。

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

米国の巨大水害と住宅復興 ハリケーン・カ
トリーナ後の政策と実践

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 近藤民代著
9784818825598

日本と大きく異なる米国の復興。自治体からの復興プログラムの提案や市場を介した住宅再生、ボランティア
による支援など、公共事業に依存しない復興の特徴と問題を分析する。

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。

満州国の自動車産業 同和自動車工業の経
営史

日本経済評論社 電子書籍

¥6,105(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 老川慶喜著
9784818825543

満州国の国策会社として設立された同和自動車工業が、満州自動車製造に合併されるまでの経営史を解明。
遼寧省档案館所蔵の満鉄档案などを用いて、満州自動車産業の実態にせまる。

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。

公共施設とライフサイクルコスト
日本経済評論社 電子書籍

¥6,930(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中島洋行著
9784818825468

老朽化した公共施設の適切な管理が急務となる中で、ライフサイクルコスト（LCC）が注目されている。大規模
実態調査に基づき、LCCの効率的な管理方法を考察する。

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

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



人文社会編 2020年5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 1031670254 □ □

我が国の経済外交 2020
日本経済評論社 電子書籍

¥4,455(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 外務省経済局編
9784818825581

G20議長国、日米貿易協定・デジタル貿易協定の発効、日EU・EPA等我が国の積極的な21世紀型のルール作
りの取組を特集。参入規制緩和、資源外交等の最新の動きも紹介。資料集も充実。

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

-  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5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 1031670255 □ □

出版社

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 1031670256 □ □

出版社

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 1031670257 □ □

出版社

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 1031670258 □ □

出版社

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 1031670259 □ □

核拡散時代に日本が生き延びる道 独自の
核抑止力の必要性

勉誠出版 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢野義昭著
9784585230779

核保有は最も安く確実な抑止力。反日中朝の核脅威は高まり、米国の核の傘は破れ傘になった。祈りや願い
だけでは独裁国に屈するしかない。独裁に屈すれば、悲惨なウイグルの二の舞になる。日本には核保有能力
が十分ある。核に代替手段はなく、米国も黙認するだろう。護るか、屈するか、決めるのは国民だ！

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。

激動の世界に対処する　思考の転換5つの
鍵

勉誠出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 飯田汎著
9784585230748

千年持続社会を創る　日本文明のダイナミズム。日本型パラダイム転換を阻む5つの足枷とは何か、その解決策は？　
■日本8大危機の再確認■ 政治、経済、産業経営、国土・外交・安保、社会保障、エネルギー、社会崩壊、教育の危
機 | ■重要な5つの課題■ 経済再生、矜持の回復（自己肯定）、科学技術立国再生、少子化・人口減少、安保自立
化・国土強靭化などの課題 | ■国民が共有すべき3大課題■ Jマインド・イノベーション、国民教育、国家安全保障／
21世紀型価値観への思考転換は不可避／日本文明の世界史的位置づけと矜持の回復

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

日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延び
たか ユダヤ人から見た日本のユダヤ政策

勉誠出版 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
メロン・メッツィーニ著,

水内龍太訳

9784585222606

人種差別をしなかった日本はユダヤ人4万人を救った！近代の日本人とユダヤ人との関係を詳細に記載。同盟
国ナチスの要求に反して、第二次大戦中に杉原千畝や樋口季一郎は4万人のユダヤ人を救出した。その行動
や言説に関する記録・資料をユダヤ人研究者が繙き、日本の対ユダヤ人政策の実態を明らかにする。

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

国防態勢の厳しい現実 国防の主役たるべ
き国民に軍事プロが訴える自衛隊の苦しい
実態

勉誠出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙井三郎著
9784585230786

危うし日本！弱しと見て近隣諸国は揺さぶりをかけている。命がけで国民を護るのは自衛隊だ。実情を理解し
て、隊員たちをまともに処遇せねば亡国だ！平和を欲するならば外敵の脅威を破砕する力を持たなければなら
ない。

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

日中戦争の正体 中共・ソ連・ドイツにだまさ
れた

勉誠出版 電子書籍

¥2,530(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木荘一著
9784585222712

石原莞爾ら陸軍参謀本部の早期和平論こそが太平洋戦争を避ける正しい選択だった。第一次世界大戦に敗
れたドイツは、再軍備の外貨獲得のため蒋介石に膨大な武器輸出を行ったうえ、ドイツ軍事顧問団が蒋介石軍
五万人を指揮して昭和十二年八月十三日に上海で、日本軍五千人に奇襲総攻撃を仕掛けた。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

勉誠出版 

-  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5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 1031670260 □ □

出版社

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 1031670261 □ □

この本を書いたのは誰だ？ 統計で探る“文
章の指紋”

勉誠出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村上征勝著
9784585291985

文章のクセから、書き手を推定する―。「グリコ・森永事件」で多数の挑戦状・脅迫状を書いた「かい人21面相」は一人ではなく、二
人いた。かい人21面相の挑戦状・脅迫状の文章を統計分析すると、こんなことが明らかになってくる。このような「書き手を特定でき
るような、文章の特徴（クセ）」が“文章の指紋”である。シェイクスピアの作品や『聖書』、『源氏物語』など、書き手が疑わしい文章や
真贋が疑われている文献は、洋の東西を問わず数多く存在する。本書はこのような疑惑の文章に対して、“文章の指紋”をみつけ
るために行われてきた様々な方法を紹介し、また著者が携わった日本語を対象とする事例を解説する。

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

日本近世社会と町役人
勉誠出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 望月良親著
9784585222668

彼らは如何にして自身の家を存続させていったのか―。日本近世社会において、都市の支配者である武士と民衆との結節
点を担った町役人。商人などの新興勢力とのせめぎあいの中で、彼らはその職掌を守るべく、様々な手立てを講じていた。甲
斐国の甲府町年寄を代々務めたとされる坂田家、十七世紀半ばから幕末期にかけての社会変容の中で、彼らはどのように
して中世以来続く世襲町役人としての位置を確固たるものとし、近世社会を生きていったのだろうか。伝来の文書等諸史料
の博捜により明らかにし、新たな近世社会の様相を描き出す。

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。

-  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5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 1031670262 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670263 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670264 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670265 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670266 □ □

映画と黙示録
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 岡田温司著
9784622088738

世界の終わりを想像力豊かに描くSF、ホラー、パニックなど約250本の映画を取り上げ、原典・思想と表象の関
係を鋭い視線で分析。

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。

失われた子どもたち 第二次世界大戦後の
ヨーロッパの家族再建

みすず書房 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
タラ・ザーラ著,三時眞貴子監訳,

北村陽子監訳,岩下誠訳,江口布由子訳

9784622088684

第二次大戦がもたらした数限りない孤児たちはいかにして救われ、保護され、国民と家族の再建がなされたの
か。ヨーロッパ中心に追う。

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。

フランクフルト学派のナチ・ドイツ秘密レポー
ト

みすず書房 電子書籍

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
フランツ・ノイマン著,ヘルベルト・マルクーゼ著,

オットー・キルヒハイマー著,
R・ラウダーニ編,野口雅弘訳

9784622088578

ナチス・ドイツの敗北を想定し、戦後処理のために亡命知識人マルクーゼらが書いたアメリカの「戦略情報局」
の秘密文書をついに公刊。

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。

意識と感覚のない世界 実のところ、麻酔科
医は何をしているのか

みすず書房 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ヘンリー・ジェイ・プリスビロー著,

小田嶋由美子訳,勝間田敬弘監修

9784622088660

麻酔はなぜ意識や痛みを消すのか？　3万回以上の処置をおこなってきた麻酔科医が描く、謎めいた医療技術
をめぐるノンフィクション。

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

反穀物の人類史 国家誕生のディープヒスト
リー

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
ジェームズ・Ｃ・スコット著,

立木勝訳

9784622088653

豊かな採集生活を謳歌した「野蛮人」はいかにして原始国家に隷属し家畜化されたのか。農業革命への常識を
覆し、新たな歴史観を提示。

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。

□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5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 1031670267 □ □

安藤忠雄 建築を生きる
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 三宅理一著
9784622088691

生い立ちから現在までをたどりつつ、各種建築作品を精緻に読みとく。世界の「アンドー」の全体像に迫る本格
評伝にして作品論の決定版。

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。

-  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5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 1031616241 □ □

出版社

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 1031616242 □ □

出版社

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 1031616243 □ □

出版社

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 1031616244 □ □

出版社

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 1031616245 □ □

「人」「所有権」「契約」という3つのキーワードから、民法総則・物権の基本的なルールを解説した入門書。やさ
しい筆致で流れるように読める。成人年齢、相続法改正など、近時の法改正に対応するとともに、全体をブラッ
シュアップした最新版。

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

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山野目章夫著
9784641221475

民法　総則・物権〔第7版〕 (アルマB)（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税)

日本の社会で、憲法は現実にどのように機能しているでしょうか。社会の中で生きる私たちにとって、憲法とは
どのようなものでしょうか。過去の法理論や思想にも学びつつ、知る、理解を深める。学ぶ人すべてに、わかり
やすく、まっすぐに語る、憲法の教科書です。

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

マイナンバー法と情報セキュリティ
有斐閣 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇賀克也著
9784641227811

著者が2013年以降に公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。4冊目の本書
では、マイナンバー法と情報セキュリティに関して多面的に検討する。情報法の制定過程を長く牽引してきた著
者の論述は正確にして、その詳細さにおいて際立つ。

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

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷部恭男著
9784641227828

憲法講話 24の入門講義（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,500(＋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。

独禁法講義 第9版（※）
有斐閣

著編者名 白石忠志著
9784641243323

独占禁止法の全体像を、その基本的な考え方を身につけながら学ぶことのできる良書。初学者が通読できるコ
ンパクトさの中で、最新の情報に適切に目配りしつつ、独禁法の骨格を丁寧に示した。基礎を確実に固めたい
すべての方へ。

電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

現代刑法入門〔第4版〕 (アルマB)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
浅田和茂著,内田博文著,
上田寛著,松宮孝明著

9784641221499

刑法総論・各論の概要を一冊で学べる入門書。初学者が学ぶべきポイントを要領よくおさえ、わかりやすくコン
パクトに解説。より高度な学びに誘うコラムや参考文献紹介も充実。第4版では、共謀罪（テロ等準備罪）の創
設、性犯罪に関する規律の見直しなどに対応。

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

□3.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5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 1031616246 □ □

国際法務概説
有斐閣 電子書籍

¥14,190(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大江橋法律事務所監修,
国谷史朗編,小林和弘編

9784641046856

国際法務の基礎を分かりやすく説明。代表的な専門分野（知財・労務・個人情報保護・倒産・課税・競争法）は
一定程度まで掘り下げた解説をした。国際法務を扱う実務家（弁護士・裁判官）はもちろん、国際取引のある企
業のビジネスマンにとって必携の一冊。

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。

-  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5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 1031670268 □ □

出版社

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 1031670269 □ □

出版社

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 1031670270 □ □

出版社

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 1031670271 □ □

卑弥呼の時代 (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 吉田晶著
9784642071154

邪馬台国が誕生した3世紀。「倭人伝」はじめわずかな文献や考古学の成果により、政治・習俗や社会・組織・
生産を詳細に解き明かす。日本最初の国家の成立と全体像を、東アジアの躍動に位置づけてダイナミックに描
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。

中世の富と権力 寄進する人びと (歴史文化
ライブラリー 497)

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 湯浅治久著
9784642058971

他者にものを譲渡する「寄進」という行為は、中世社会のなかでいかなる役割を果たしていたのか。神仏が圧倒
的な迫力をもって人間社会と対峙していた時代であることを踏まえつつ、在地領主や有徳人、宗教団体などを
分析対象に、その実態に鋭く迫る。寄進によって生み出される新たな富や組織を明らかにし、地域社会に形成
される権力のあり方をさぐる。

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。

石に刻まれた江戸時代 無縁・遊女・北前船 
(歴史文化ライブラリー 498)

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 関根達人著
9784642058988

江戸時代、全国各地で作られた多種多様な石造物には、いかなるメッセージが込められていたのか。飢饉・事
故・疫病の犠牲者や、遊女・刑死者の供養塔・災害碑などに光を当て解読する。さらに、日本海沿岸の湊町や
住吉大社などへの奉納石から、海運史や地域間交流、石工の姿を描く。「歴史の証人」である石造物から、近
世の自然や社会環境の実態に迫る。

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

肥前名護屋城の研究 中近世移行期の築城
技法

吉川弘文館 電子書籍

¥35,200(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮武正登著
9784642029605

大陸侵攻の前線基地として豊臣秀吉が築いた肥前名護屋城。城郭本体の構造的特徴や普請技術をはじめ、
隣接する城下町、周囲を取り囲む大名陣所跡を対象に、長年にわたる発掘調査の成果と文献資料から総合的
に分析。秀吉直営の陣城として唯一残る城塞群遺跡の全貌を解明し、中世以降の「陣」や石垣の変遷と特徴を
初めて通史的に描き出した注目の書。

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。

□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 

-  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5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 1031670272 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670273 □ □

両端を閉じたひもの絡まりという素朴な対象を研究する結び目理論は現在、作用素環論、表現論や理論物理と
関わって活発な発展をみせている。基礎から最先端まで豊富な図とともに解説した教科書。上巻は結び目の定
義や表示法から、アルフ不変量、ジョーンズ多項式とそれに続く多項式不変量まで説明。章末問題・解答も収
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。

結び目理論入門　上 (岩波数学叢書 上)
（※）

岩波書店 電子書籍

¥25,740(＋税) □

¥7,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村上斉著
9784000298261

日常生活と政治 国家中心的政治像の再検
討（※）

岩波書店 電子書籍

¥17,820(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田村哲樹編
9784000613811

日常生活は政治から切り離されてきた。だが、フェミニズムが「個人的なことは政治的である」と喝破したよう
に、むしろ日常生活こそが政治の場なのではないか。家族、社会運動、政治理論、また自民党の女性党員や
フィリピンの事例など多様な角度から政治学における日常生活の欠落を問い、学問としてのあり方を再検討す
る。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

岩波書店 

-  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5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 1031670274 □ □

出版社

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 1031670275 □ □

出版社

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 1031670276 □ □

¥5,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川池智子著
9784762029820

子どもを育てる親が如何に社会的にケアされるべきか、障碍児と乳幼児の親たちの“声”の分析を通して明らか
にする。障碍児の親の調査分析から定型発達の子どもの親の調査分析に進み、最後に親を支援/ケアする専
門職はどうあるべきかという原則を導き出す。親たちが支援に求める8 類型のニーズから支援/ケアする専門
職の6 原則を論じ、ことに“弱さ”のケアが支援/ケアにおいて重要であることを指摘する。

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。

認知症高齢者のBPSDに向き合うケア ―あ
るがままに受け入れるオプティマル・エイジ
ングへの支援（※）

学文社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税)

<依存労働>としての子育てと社会的ケア ―
乳幼児/障碍児の親が求めるもの（※）

学文社 電子書籍

¥16,830(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 小木曽加奈子編著
9784762029813

2012年刊行の『認知症がある人をケアする-BPSDによる生活場面の困難さ』の内容を踏まえ、認知症ケアの状
況を把握するための尺度も掲載する。さまざまな療養の場におけるBPSDに向き合うケアの力を育む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。

9784762029882

本州の最西端に位置し、南の関門海峡を挟んで九州と相対し、西には周防灘（瀬戸内海）、東には響灘（日本
海）の三方を海に囲まれ、朝鮮半島・中国大陸に近い「下関市」を研究対象に、この地理的特性ゆえに形成さ
れてきた固有の都市的世界―その生活世界―に着目し、「交流・連携」「在日コリアン」「まちづくり」の3 つの分
析視点から社会学的実証研究を試みる。下関市が将来にわたって「持続可能な都市」となるための方途・活路
を解明する。

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

海峡都市・下関市の生活世界 ―交流・連
携、在日コリアン、まちづくり（※）

学文社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 和田清美著,魯ゼウォン著

□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 

-  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5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 1031616247 □ □

出版社

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 1031616248 □ □

出版社

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 1031616249 □ □

出版社

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 1031616250 □ □

出版社

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 1031616251 □ □

南方熊楠のロンドン　国際学術雑誌と近代
科学の進歩

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥12,320(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 志村真幸著
9784766426502

国際学術誌『ネイチャー』『ノーツ・アンド・クエリーズ』『フラヘン』に376篇もの英文論考を寄稿し、東洋からの知
見の提供によって、近代科学の発展を支えた南方熊楠の営為を歴史的・国際的な視点から捉えなおす、気鋭
の力作。

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。

日本のセーフティーネット格差　労働市場の
変容と社会保険

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒井正著
9784766426496

誰が「皆保険」から漏れ落ちているのか。働き方が多様化する中で、正規雇用を前提としていた社会保険に綻
びが生じている。「雇用が不安定な者ほどセーフティーネットも脆弱」というパラドキシカルな現状にどう対応す
べきか。救済策は社会保険の適用拡大しかないのか。今後の改革のための指針を、しっかりした「エビデンス」
をもとに模索する力作！

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。

養蚕と蚕神　近代産業に息づく民俗的想像
力

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥17,270(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 沢辺満智子著
9784766426441

近代産業化と国家神道による信教の統制が図られた明治期にあって、なぜ養蚕業については農村での伝統的
な家内制手工業が継続され、また「蚕神」という民俗的な信仰が維持されたのか？ 歴史学・民俗学の知見、さ
らにはジェンダー的な視点も組み入れて、この問いに解を与える。

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

慶應義塾大学東アジア研究所叢書　中国料
理と近現代日本　食と嗜好の文化交流史

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥16,060(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩間一弘編著
9784766426434

なぜ、日本で独自の進化を遂げ、これほどまでに浸透したのか？ 中国料理をめぐる政治・社会情勢の変化に
着目しながら、東アジアにおける食の文化交流の多様な軌跡をひもとき、新たな史実を究明する。

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。

美しい日本語 荷風 Ⅱ　人生に口づけする
言葉

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,360(＋税)

著編者名
永井荷風著,

持田叙子編著,髙柳克弘編著

9784766426175

□

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

荷風の美しい日本語を堪能できるアンソロジーを全3巻で刊行。第2巻「人生に口づけする言葉」のテーマは、い
のちを稀有に自由に生きた荷風。人に支配されない自由を守る永遠の知恵を紹介する。

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。

□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。



人文社会編 2020年5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 1031616252 □ □

出版社

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 1031616253 □ □

自然地理学　第6版　地球環境の過去・現
在・未来

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,480(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松原彰子著
9784766426526

環境問題や自然災害を地理学の立場から考えるための入門書、堂々の第6版。過去に起きた環境変化、現在
進行中の現象とその原因追究、将来的に起こりうる環境変化予測のための最新データが満載。第5版から、図
表のデータと記述の一部を最新のものに更新した。

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。

ジャンセニスム　生成する異端　近世フラン
スにおける宗教と政治

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥26,510(＋税) □

¥8,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 御園敬介著
9784766426533

17世紀フランスで議論となった「ジャンセニスム」の歴史――。近世フランスに巻き起こった最大の宗教論争と、
その背景にある錯綜した政教間の力学を明らかにし、論争そのものの思想史的意義を明確にする。著者は、フ
ランスでも単著を刊行する実力派。

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

-  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。



人文社会編 2020年5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 1031670277 □ □

出版社

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 1031670278 □ □

出版社

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 1031670279 □ □

出版社

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 1031670280 □ □

出版社

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 1031670281 □ □

スタートアップの知財戦略 事業成長のため
の知財の活用と戦略方法

勁草書房 電子書籍

¥11,440(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本飛翔著
9784326403752

スタートアップが短期間で大きな成長を遂げるには、その特性に沿った独自の知財戦略が不可欠となる。戦略
の構築に先立ってスタートアップが備えておくべき各種権利・契約等に関する法的知識や、EXITを見据え、成長
フェーズごとに求められる対応等を丁寧に解説。大企業とのオープンイノベーションを成功させる秘訣にも着
目。

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

意識の神秘を暴く 脳と心の生命史
勁草書房 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
トッド・E・ファインバーグ著,

ジョン・Ｍ・マラット著,鈴木大地訳

9784326154647

意識や主観性、クオリアは、どのように脳内の神経活動から生みだされるのか？　はたして科学で太刀打ちで
きる問題なのか？　前著『意識の進化的起源』で哲学・神経生物学・進化生物学の知見を総動員して「意識の
ルーツ」に挑んだ著者ふたりが、今度は「意識とは何か」に焦点を絞って繰り広げる知的スペクタクル。

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。

軍事組織の知的イノベーション ドクトリンと
作戦術の創造力

勁草書房 電子書籍

¥12,760(＋税)

冊子購入確認

著編者名 北川敬三著

軍事組織は時代の変化、環境の変化、そして敵の変化に直面しており、さまざまな問題を解決しなければなら
ない。そのための方法論をどうすれば生み出し、そして定着させることができるのか。米英日を事例として、戦
争の術と科学の発展過程を分析し、軍事組織の高等教育、そして作戦術の発展過程を解明した著者渾身の博
士論文を書籍化。

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。

9784326302871

□

¥4,000(＋税)

災害の倫理 災害時の自助・共助・公助を考
える

勁草書房 電子書籍

¥10,230(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ナオミ・ザック著,髙橋隆雄監訳,

阪本真由美訳,北川夏樹訳

9784326154654

命にかかわる脅威に直面した状況では、誰がどのような行動をとるべきなのか。地震、竜巻、鳥インフルエンザ
などの様々な災害の事例を挙げ、災害時の行動のあり方について、倫理学の観点から論じる。また、政治学の
視点から、災害に関する道徳についても検討する。政策決定と倫理学をつなぐ一冊として、防災行政関係者に
も参考となる。

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。

震災と学校のエスノグラフィー 近代教育シ
ステムの慣性と摩擦

勁草書房 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
清水睦美著,妹尾渉著,日下田岳史著,
堀健志著,松田洋介著,山本宏樹箸

9784326251407

被災の前後で、学校のありようはどう変わり、変わらなかったのか。統計データ分析、中学校におけるエスノグ
ラフィー、教師インタビュー調査、生徒の作文の分析等により、教師・生徒にとっての震災経験の位置づけや学
校文化の変容を明らかにする。また、近代教育システムとの関連で、災害が近代学校に何をもたらしうるのか
を検討する。

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 

-  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。



人文社会編 2020年5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 1031670282 □ □

出版社

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 1031670283 □ □

出版社

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 1031670284 □ □

出版社

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 1031670285 □ □

ちょっと気になる社会保障　Ⅴ3
勁草書房 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 権丈善一著
9784326701124

少子高齢化の進行により改革が迫られる社会保障制度の現状をどのように把握し、未来をどのように設計す
べきか。2016年刊行の初版、17年刊行の増補版に、2019年公的年金財政検証結果を加筆するほか、「医師偏
在対策と働き方改革」、「適用拡大という社会保険の政治経済学」など新たな知識補給とデータ更新を加えた第
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。

子育て支援を労働として考える
勁草書房 電子書籍

¥8,030(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 相馬直子編著,松木洋人編著
9784326603275

少子化対策以降に制度化されてきた一時保育やひろば事業といった「地域子育て支援」。全国働き方調査デー
タをもとに、活動に従事する人々の労働実態を明らかにする。地域の子育てを支えるものとして制度に位置づ
けられながら、アンペイドワークの延長線上にみなされるその労働の問題を、社会学や経済学の視点から問う
はじめての学術書。

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

東アジアの重層的サブリージョンと新たな地
域アーキテクチャ

勁草書房 電子書籍

¥15,950(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 多賀秀敏編著,五十嵐誠一編著
9784326302864

東アジアでは主権国家体系に割って入るように縦列重層的に形成されるサブリージョン群が、相互に作用しな
がら領域内外に対して、従来の研究では想定しえない新たな秩序構築機能を発揮しつつある姿が浮かび上
がってくる。本書は、国際関係論・政治学の立場でサブリージョンという新たな空間から東アジアの平和秩序の
可能性を探る。

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。

地域創生，そして日本創生へ (日本経済政
策学会叢書2)

勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小淵洋一編,

谷口洋志編,柳川隆編

9784326546114

日本経済政策学会全国大会の共通論題と日本の政策を掘り下げるテーマで構成する。本巻は、特集1として
「地域創生、そして日本創生へ」をテーマに都市・地方を問わずいずれの場所でも「地域」の創生が必要である
ことを訴え、地域創生の政策主体のあり方、制度・規制の妥当性を評価・検討する。特集2は「経済政策展望：
財政政策」。

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。

-  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5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 1031670286 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670287 □ □

30時間アカデミック JavaScript入門
実教出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大川晃一著,小澤慎太郎著
9784407347784

○JavaScriptの基本を実習を通して学べます。　・JavaScriptの実習に必要な、HTML5、CSS3の基礎も学べま
す。　・開発環境の構築方法も丁寧に解説しています。　・1冊を通して1つのWebアプリケーションが完成します。

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。

○ステップをふんだわかりやすい説明と豊富な問題で構成された実習用テキストの決定版。　・Windows、
Word、Excelの基礎を、例題を通して学べます。　・豊富な実習問題で操作が確実に身につきます。　・巻末付録
にVBAによるプログラミング入門を収録。

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。

30時間でマスター Word&Excel2019
実教出版 電子書籍

¥2,612(＋税) □

¥950(＋税) 冊子購入確認

著編者名 実教出版企画開発部編
9784407348385

□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5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 1031670288 □ □

出版社

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 1031670289 □ □

グローバル企業の知財戦略―米国特許訴
訟･輸出管理法･知財デューデリジェンスが
よくわかる

丸善出版 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岸本芳也著
9784621304815

常に訴訟ビジネスの対象として狙われる危険性と隣り合わせの米国で、万一、特許紛争事件に巻き込まれた
ら、どのタイミングで、何を、どのように行えばよいのか？　―輸出管理法、知的財産デュー・デリジェンス、陪審
制、ディスカバリー、懲罰的損害賠償制度、パテント・トロールなど、米国の特殊性に通じるこの分野の第一人
者が、初学者でも理解できるようポイントを押さえてわかりやすく解説。

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。

読む、書く、聞く、話す――私たちは何気なくことばを使って意思疎通をしている。本書では言語学という不思議
の国に魅せられた3人の英語教育の研究者でもある言語学者たちが自分たちの追い求める「白ウサギ」＝不思
議を紹介。表現や声の捉え方、世界の捉え方など、普段使っている中にこそ言葉の不思議は潜んでいる。音声
から学習、思考にいたるまで、言語学・応用言語学への案内役となる一冊。

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

ことばの不思議の国－言語学の魅力がわ
かる本(叢書インテグラーレ018)

丸善出版 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
柴田美紀責任編集,

町田章著,山根典子著

9784621304891

□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5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5月 商品コード 1031670290 □ □

手を動かして例題を解いて、多変量解析の手法とその理論をやさしく学べる入門書です。 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。

例題でよくわかるはじめての多変量解析
森北出版 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤豊著
9784627082212

□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 

-  27  -

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



理工学編 2020年5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 1031670291 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1031670292 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1031670293 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1031670294 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1031670295 □ □

国際化学オリンピックに挑戦！ 4（※）
朝倉書店 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 国際化学オリンピックOBOG会編
9784254146844

実際の大会で出題された問題を例に世界標準の有機化学を高校生に向け解説。 〔内容〕有機化学とは／有機
化合物（構造式の描き方、官能基、立体化学他）／有機反応（置換、付加、脱離他）／構造解析（IR、NMRスペ
クトル）／総合問題

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

国際化学オリンピックに挑戦！ 3（※）
朝倉書店 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 国際化学オリンピックOBOG会編
9784254146837

実際の大会で出題された問題を例に、世界標準の物理化学を高校生に向け解説。  〔内容〕熱力学（エントロ
ピー、ギブス自由エネルギー他）／反応速度論（活性化エネルギー、半減期他）／量子化学（シュレディンガー
方程式他）／総合問題

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

国際化学オリンピックに挑戦！ 2（※）
朝倉書店 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 国際化学オリンピックOBOG会編
9784254146820

実際の大会で出題された問題を例に、世界標準の無機化学を高校生に向け解説。 〔内容〕物質の構造（原子、
分子、結晶）／無機化合物の反応（酸化と還元、組成計算、錯体他）／物質の量の分析(酸解離平衡、滴定、吸
光分析他)／総合問題

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

国際化学オリンピックに挑戦！ 1（※）
朝倉書店 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 国際化学オリンピックOBOG会編
9784254146813

大会のしくみや世界標準の化学と日本の教育課程との違い、実際に出題された問題を解くにあたって必要な基
礎知識を解説。 〔内容〕参加者の仕事／出題範囲／日本の指導要領との対比／実際の問題に挑戦するため
に必要な化学の知識／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。

秘伝の微積物理
朝倉書店 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青山均著
9784254131260

大学の物理学でつまずきやすいポイントを丁寧に解説。 〔内容〕位置・速度・加速度／ベクトルによる運動の表
し方／運動方程式／力学的エネルギー保存則／ガウスの法則／電場と電位の関係／アンペールの法則／電
磁誘導／交流／数学のてびき

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  28  -

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



理工学編 2020年5月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1031670296 □ □

国際化学オリンピックに挑戦！ 5
朝倉書店 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 国際化学オリンピックOBOG会編
9784254146851

総合問題を解説するほか、本大会の実験試験を例に、実践に生かせるスキルを紹介。 〔内容〕総合問題（生化
学、高分子）／実験試験の概要（試験の流れ、計画の立て方他）／実際の試験（定性分析、合成分離、滴定他）
／OBOGからのメッセージ

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

-  29  -

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5月 商品コード 1031670297 □ □

出版社

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5月 商品コード 1031670298 □ □

出版社

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5月 商品コード 1031670299 □ □

出版社

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5月 商品コード 1031670300 □ □

出版社

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5月 商品コード 1031670301 □ □

9784295008866

個人がテレワークの実践のために使える便利なツールと、その使い方について解説します。勤めている会社が
テレワークに関する方法論を持たない会社員や、IT に明るくない個人事業主などが、急きょテレワークの必要
性に迫られたときに読んで役立つ情報を紹介。具体的には「通信回線」「チャット」「ビデオ会議」「タスク共有」
「ファイル共有」「共同編集」などを解説します。

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。

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

9784295008637

主にルネサンス期～近現代のヨーロッパ、江戸・明治期から現代までの日本を舞台に、絵画作品を通じてその
裏側のお金の動きを追います。例えば、パトロンはどこから資金調達して画家を支援したか。画家は1枚絵を描
くのにどれだけの顔料を必要としたか。といった話や、ラクガキにしか見えない現代アート作品がオークションで
何億円にもなるのはなぜか。美術展の収益構造はどうなっているのか。といった疑問から経済を読み解きま
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。

できるテレワーク入門 在宅勤務の基本が身
に付く本

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
法林岳之著,清水理史著,
できるシリーズ編集部著

アジャイル開発とは何かわからない、どう関わればよいかわからないというレベルの読者層に向けた内容です。
①基本的なプロセス、プラクティス　②知らない人がよく抱くあるある疑問や課題　③実際にアジャイル開発を行
う場合の役割ごとの振る舞い方　といった内容に理解が深まり、アジャイル開発を実践するための知見が身に
付きます。ターゲットは技術者、新人技術者ですが、経営者、IT に関心のあるビジネスパーソンにも読めるよう
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。

いちばんやさしいLINEマーケティングの教本
インプレス 電子書籍

¥5,544(＋税) □

¥1,680(＋税)

美術の経済
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 小川敦生著

冊子購入確認

著編者名 伊藤俊輝著,近藤剛著
9784295008606

中小企業の営業部・販促部から飲食やアパレルなどの個人事業主、起業家、経営者などをターゲットに、マー
ケティングツールとしての LINE の基礎知識や概念、活用方法を解説します。また、これから LINE 公式アカウン
トを始めたいユーザーのため、LINE 公式アカウントの導入方法についても解説します。LINE マーケティングに
おける集客や販促など実際にビジネスの現場で役立つノウハウを紹介します。

できるfit LINE 基本＋活用ワザ
インプレス 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,200(＋税)

いちばんやさしいアジャイル開発の教本  人
気講師が教える DX を支える開発手法

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
市谷聡啓著,

新井剛著,小田中育生著

冊子購入確認

著編者名 コグレマサト著,まつゆう*著
9784295008842

基本的な操作を踏襲したうえで、LINE Payなどの新しい機能や便利な使い方を精査して掲載することで、今の
時代に合った使い方を提案します。また、LINEチェーンメールが中高年の間に出回り、うっかり友人に送ってし
まったり記載のURLにアクセスしてしまう人もいたり、スマホの機種変更の際にLINEのデータを上手く引き継げ
ずトーク履歴が全て消去されてしまう事例も多いため、安心・安全に使うためのヒントにも力を入れます。

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。

9784295008835

□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5月 商品コード 1031670302 □ □

出版社

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5月 商品コード 1031670303 □ □

出版社

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 1031670304 □ □

出版社

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 1031670305 □ □

出版社

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 □ □

「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。

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)

「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

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。

9784764960084

著編者名 竹内誠也著
9784764960091

「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」であるTRIPs協定について、総則・特許・反競争に係る条項を中
心に、先行研究やWIPO特許常設委員会などにおける各条項の一般的な理解、大陸法圏・判例法圏に属する
各加盟国での各条項の実施状況、ならびに同実施状況に関する近時のWIPO特許常設委員会による検証と評
価について紹介します。

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。

9784295008880

①令和2年度春期試験から追加される「Python問題」、2019年度秋期試験から出題が増えた「数学問題」につい
て徹底対策が行える巻頭特集つき。②「問題」+「解説」+重要ポイントについて解説した「カギ」の 3ステップによ
る学習スタイルで紹介。③全ての午前問題に出題率つきで、優先して解くべき問題がひと目でわかります。④い
つでもどこでも頻出語句の暗記が行えるデジタル単語帳「でる語句 200」＆全文の電子版（PDF）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。

UX原論 ユーザビリティからUXへ
近代科学社 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 黒須正明著
9784764906112

UXという言葉が生まれてから20年ほどだが、いまでは典型的な“バズワード”となっている。しかし、その概念と
方法論については様々なものが混在し、相互の関係も明確にならないまま拡散している状況にある。本書は、
この分野の第一人者である著者が、混迷しているUXについて、歴史的経緯、ロジカルに正しいと考える概念や
内容を整理し、その方法論などを解説する。

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

9784295008873

1つの企業向け顧客管理システムを作る中で、Rails によるWebアプリケーション開発におけるさまざまなノウハ
ウを解説する。実際の企業内のシステムで必須となります。ユーザー認証、アクセス制御、自動化、トランザク
ション処理、処理の高速化など、数多くの現場ノウハウを提供します。また、各章末に演習問題を設け、理解度
を確かめながら確実に読み進められるよう解説します。

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。

国際知的財産法概説 TRIPs特許・反競争
近代科学社 電子書籍

¥6,336(＋税) □

¥2,400(＋税)

基本情報技術者過去問題集 令和2年度秋
期 (かんたん合格)

インプレス 電子書籍

¥4,884(＋税) □

¥1,480(＋税) 冊子購入確認

著編者名 株式会社ノマド・ワークス著

冊子購入確認

Ruby on Rails 6 実践ガイド［機能拡張編］ 
(top gear)

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



理工学編 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 1031533293 □ □

出版社

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 □ □
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。

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。

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。

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。

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)

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

冊子購入確認

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

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。

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)

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

冊子購入確認

著編者名 秋山仁著

水・水溶液系の物性
近代科学社 電子書籍

¥9,504(＋税) □

¥3,600(＋税)

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

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。
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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 1031340569 □ □

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。

-  33  -

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



理工学編 2020年5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 1031670306 □ □

出版社

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 1031670307 □ □

出版社

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1月 商品コード 1031670308 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2017年11月 商品コード 1031670309 □ □

電気技術発展の秘話 ―技術を陰で支えた
人々―（※）

オーム社 電子書籍

¥6,325(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢田恒二著
9784274225246

電気技術史の中には近代物理学を構築するうえでも重要な位置を占める文献や実験結果などが数多くあり、功績をあげた人の名は燦然
と輝いています。しかし実際は、その名声を得た人が独自に思考し事例を重ねた例はなく、多かれ少なかれそれまでに積み重ねられた事
象の上に、またその時代に同時並行的に行われていた別の研究者と切磋琢磨しながら実験が行われ、その中から独創性を生かして成功
した人の名が栄誉と共に歴史的事実として記録されています。しかし、栄光の陰には多くの人の苦労、エピソードがあります。本書は、
1800年代から1900年初頭における、実用化された電気技術を対象に、電気を何とかして実用化しようとした人々の隠れた苦労話を集めて
紹介しています。

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。

人間知能と人工知能 あるAI研究者の知能
論（※）

オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大須賀節雄著
9784274225321

現在は、人工知能ブームであり、機械学習・進化学習が花盛りです。本書は、生物は進化のなかでどのように
知能を発展させてきたか、そして人工知能はどういうものであるかについて、著者の長年の研究にもとづいた最
新の成果をまとめたものです。　コンピュータですぐに実践できるといった派手さのない書籍ですが、人工知能と
言われるものが増えていくと考えられる現在、自分たち人間の知能がいったいなんであるかを認識しておくこと
は大切なことです。

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。

サプリメント式有機化学（※）
オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹内敬人著
9784274220982

本書は、体系的に学べる手軽でやさしい解説書が数多く出版されている中で、有機化学の「（他のことはともあ
れ）これだけは押さえて欲しい」という部分だけを精選し、「サプリメント（知識補充）式」としてまとめた参考書で
す。習得したい知識をダイレクトに得ることができるため、自分自身で知識の整理や反復復習など容易に行うこ
とができ、卒業研究のためにポイントだけ知りたい学生以外や、突然、有機化学の知識が必要となった若い研
究者の参考書として活用できるものです。

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

わかりやすいデータ解析と統計学 －医療系
の解析統計をExcelで始めてみよう－（※）

オーム社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高橋龍尚著
9784274221118

本書は、得られたデータの解析手順やその後の統計処理までをExcelを使って自学できるよう、分かりやすく丁寧に解
説したものです。また、「ノンパラメトリック検定」もExcelで扱えるように解説してあります。統計学で必要な難しい数式
は省略せずに掲載してありますが、エクセル操作部分を丁寧に解説しているので、数式が理解できていなくても、デー
タ解析から目的の結果へと進めることができます。本書を片手に同じように操作を進めていくだけで、データ解析や統
計処理で使える技術（目的に合わせて使いこなす技術）を習得でき、応用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。

□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 

-  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5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 

-  35  -

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



理工学編 2020年5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 1031670310 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670311 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670312 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670313 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670314 □ □

9784320082212

無人航空機の研究開発は、ドローンの登場によって加速している。ドローンは、空撮、農業、物流、インフラ点
検、情報通信など様々な分野での活躍が期待されている。本書は、ドローンを安全に活用するために必要な法
規や気象に関する知識、運用するための安全対策等、さらに、ドローンの仕組みやメンテナンス方法について
解説する。身近なところでドローンなど無人航空機が活躍する時代が迫っている。

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。

無人航空機入門―ドローンと安全な空社会
―

共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
滝本隆著,学校法人米子自動車学校監修,

トリプル・ウィン・コミュニケーション株式会社監修

著編者名
神沼靖子著,大場みち子著,山口琢著,

川野喜一著,小川邦弘著,刀川眞著,砂田薫著

9784320123588

本書は情報マネジメントに関する基礎的な知識をまとめることを目指し、いろいろな観点から題材を集めて執筆
している。たとえば、現実社会の様々な現場を訪問して、関係者と情報交換を行い、リアルな話題を取り入れて
いる。専門分野を問わず、また文系と理工系を問わず、情報マネジメントの知識を得たいあらゆるレベルの学習
者・教育者に向けた入門書である。

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

サイバー犯罪は、犯人の特定をはじめとして、その犯人性の立証が比較的困難といった特徴を有する。本書
は、文章情報に基づき、書き手を特定する｢著者識別｣あるいは書き手の特徴(性別や年齢層など)を推定する｢
著者プロファイリング｣といったサイバー犯罪に挑む分析手法を解説。

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。

情報マネジメント（未来へつなぐ デジタルシ
リーズ 38）

共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税)

犯罪捜査のためのテキストマイニング―文
章の指紋を探り、サイバー犯罪に挑む計量
的文体分析の手法―

共立出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

冊子購入確認

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金明哲監修,財津亘著

冊子購入確認

著編者名 塩出省吾著,今野勤著
9784320113749

経営系の学部1年生を対象にした統計学のテキスト。統計学を本格的に理解するためには微分・積分の知識も
必要になるが、文系の学生のために、できるだけ難しい数学は使わなくても理解できるよう工夫した。前半では
高校数学の復習プラスアルファとして集合、順列・組み合わせや確率、および簡単な確率分布を説明し、後半
では統計分析の手法を解説。演習問題を多く取り入れ、実践につながるように配慮した。改訂版では、さまざま
な統計手法の使い方を解説する例題などの古くなったデータを最新のデータに入れ替えた。

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

9784320124424

女子高生乱子によるベイズ統計学入門講座
―とある弁当屋の統計技師（データサイエン
ティスト） 3―

共立出版 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石田基広著,石田和枝著,

風乃画

9784320113459

本書では、おなじみの二人、正規乱子と二項文太を中心に展開されるストーリーを通して、人工知能や機械学
習などでも重要で、今や統計学必須の知識といえるベイズ統計をやさしく解説していく。横組に体裁は変わって
いるが、筆致はこれまで同様で、通勤通学の電車の中でも通読できるように工夫されており、初学者から再挑
戦者までの幅広い読者が気楽に手に取ることのできる書となっている。

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

経営系学生のための基礎統計学 改訂版
共立出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税)

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  36  -

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



理工学編 2020年5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 1031670315 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670316 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670317 □ □

情報セキュリティは技術だけでなく人為的なこともかかわってくる。そのためICTを大学教育レベルで学ぶが情
報セキュリティに携わるとは限らない幅広い人々も読者対象とし、情報セキュリティの重要な考え方を体系的に
まとめた。

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

情報セキュリティ基礎講義 (電子通信情報
系コアテキストシリーズ C-2)（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松浦幹太著
9784339019346

基礎からわかる自動車エンジンのモデル
ベースト制御

コロナ社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金子成彦監修
9784339046618

本書ではエンジンの制御モデルの構築手法から、そのモデルを利用した制御システムの構築手法を解説して
おり、モデルベースト制御の基本形が構築できるようになることを目指している。実エンジンへの適用事例も紹
介している。

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。

情報量 情報理論への招待（※）
コロナ社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本宙著
9784339028904

本書は情報理論における情報量、特に情報源符号化定理の解説に重点をおき、情報量の概念の理解を目的
としている。基本的な数学の知識で理解できるよう記述し、定理は結果と使用法だけでなく証明内容を厳密にわ
かりやすく解説した。

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

  コロナ社 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 
     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 
     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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5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 1031670318 □ □

出版社

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 1031670319 □ □

出版社

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 1031670320 □ □

出版社

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 1031670321 □ □

出版社

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 1031670322 □ □

薬局で役立つ経口抗がん薬はじめの一歩
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本臨床腫瘍薬学会監修,
加藤裕芳編,野村久祥編

9784758118736

薬局薬剤師が困ることの多い、背景にあるレジメン、類似抗がん薬との違いや使い分け、腎障害・肝障害患者
の投与量調整、支持療法の目的、注意すべき副作用など、現場で役立つニーズの高いテーマを厳選！

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

リハに役立つ論文の読み方・とらえ方
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
赤坂清和監修,

藤本修平編,三木貴弘編

9784758102476

論文抄読会やステップアップのための自己学習、「論文を読むこと」が目的になっていませんか？ 論文の構成
や統計知識の基本をおさえ、情報を臨床に活かす能力が身につく！ 豊富な英単語と例文で英語論文も怖くな
い！

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

循環器薬の基本情報から病態に応じた具体的な投与法まで学べる実践書！ 使い分けから減薬・フォローまで
わかる薬剤編と薬物治療の原則から不適切処方、患者への説明までわかる疾患編で頻用薬をコンパクトに解
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。

薬剤と疾患から探す循環器薬の使い方
羊土社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田隆徳編
9784758118682

すこし痛みますよ
羊土社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アダム・ケイ著,
佐藤由樹子訳

9784758112116

週97時間労働。命を左右する決断の連続。それなのに、病院のパーキングメーターほどにも稼げない。ジュニ
アドクターの現実へようこそ。全世界170万部超、e-book売上史上最高（英国）、読者絶賛の話題作。

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。

抗菌薬ドリル　実践編
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羽田野義郎編
9784758118668

大好評の「抗菌薬ドリル」、第2弾！ 今回は肺炎、尿路感染症、小児の感染症診療など、実際に出会う疾患・
シーン別の考え方を学べる問題を収録。解けば解くほど現場感覚が身につく78問に挑戦しよう！

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。

□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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医学編 2020年5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 1031670323 □ □

出版社

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 1031670324 □ □

出版社

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 1031670325 □ □

Dr.ヤンデルの臨床に役立つ消化管病理
羊土社 電子書籍

¥20,460(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 市原真著
9784758110693

内視鏡診断に活きる病理の視点を身につけたい方へ！大腸と胃の病理像の見かた・考え方を軽妙な語り口で
やさしく解説。マクロを読み込み、内視鏡像と病理像を丁寧に対比することで病変の成り立ちや特徴がよくわか
る。

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

忙しい人のための代謝学
羊土社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中文彦著
9784758118729

時間に追われる臨床・研究の現場で必要な「代謝」の知識を、身近な例えでわかりやすくまとめました。「代謝は
苦手」「覚えることが多すぎて難しい」――そんな印象をがらりと変える、学び直しに最適な1冊！

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

もっとよくわかる！循環器学と精密医療
羊土社 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野村征太郎編,YIBC著
9784758122085

これからの循環器診療に必須となる精密医療の基本から患者の診方までわかりやすく解説。本書で精密医療
の第一歩を！分子レベルで患者を理解し、個々にあった治療を提供していく精密医療の視点が身につきます。

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。
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医学編 2020年5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 1031670326 □ □

出版社

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 1031670327 □ □

出版社

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 1031670328 □ □

出版社

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 1031670329 □ □

出版社

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 1031670330 □ □

やさしくわかる貧血の診かた
金芳堂 電子書籍

¥8,140(＋税) □

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 萩原將太郎編著
9784765318266

その貧血、ちゃんと診ることができていますか？ 日常診療で非常に頻度の高い疾患である「貧血」の、基礎知
識から検査値の見方、鑑別診断手順、外来・病棟・在宅での対応とそのコツ、栄養管理・薬剤処方・マネジメン
トまでを、イラスト・図表を豊富に用いてわかりやすく解説しました。貧血診療を理解でき、様々な場面での診療
のコツが身に付く一冊。

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

こんな対応はNG！非専門医のためのリウ
マチ・膠原病診療

金芳堂 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 和田琢著
9784765318273

かかりつけ医や非専門医を対象に、リウマチ・膠原病診療時の適切な対応や専門医への紹介のタイミングなど
について、NG事例をもとに必要なポイントを解説した一冊。古い知識や経験則に基づいて行われる不適切な診
療の結果として、患者が不利益を被った状態で専門医に紹介されてくるケースが頻繁にあります。こうした現状
を打開するための正しい対応例を伝授します！

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。

図解 スポーツ健康科学入門
金芳堂 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北条達也編著
9784765318242

医師・アスレチックトレーナー・管理栄養士・保健体育系の教員が執筆したスポーツ医学・健康医学を学ぶ学生
の入門書。スポーツ医学・健康科学を学ぶ学生の知っておくべき基礎知識、解剖学・生理学、からだづくりに必
要な基礎知識、コンディショニングの基礎知識、スポーツ障害の基礎知識、アスレティックリハビリテーション、
運動器の疾患、生活習慣病とメタボリックシンドローム、アンチドーピングなどをやさしく解説。

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。

そのエビデンス妥当ですか？ システマ
ティック・レビューとメタ解析で読み解く小児
のかぜの薬のエビデンス

金芳堂 電子書籍

¥7,480(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 榊原裕史監修
9784765318150

小児のかぜの薬にエビデンスはあるのか？ よくあるエビデンス本のように、有力とされるエビデンスをただ紹
介するのではなく、小児科医であり疫学者でもある著者が、エビデンスレベルが最上位とされるシステマティッ
ク・レビューとメタ解析の手法を用いて、そのエビデンスに妥当性があるのかないのか、丁寧に読み解く。システ
マティックレビューとメタ解析についての初学者向けの解説も設けた。

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。

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

かつてないほどハードルが低いマンガでわ
かる皮膚科学

金芳堂

著編者名 吉木竜太郎著
9784765318204

「かつてないほどハードルを低くして」皮膚科について勉強してもらい、皮膚科に興味を持ってもらおうと作られ
た教科書。著者力作のマンガで、皮膚科に関する内容を交えて分かりやすく解説、マンガで構成されているた
め、スラスラと読み進めることができ、本書を読み終わったころには、一般的な皮膚の構造・機能、しばしば遭
遇するであろう皮膚疾患に関する内容、その治療法が理解でき、自然と皮膚に興味が湧いてくる。

電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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出版社

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 1031670331 □ □

出版社

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 1031670332 □ □

出版社

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 1031670333 □ □

出版社

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 1031670334 □ □

胎児中枢神経のMRI診断
金芳堂 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇都宮英綱著
9784765318228

中枢神経障害胎児のMRI診断の専門書。胎齢を追うごとに変化する正常胎児脳のMRI所見を整理し、代表的
な脳奇形を症例ごとに読影、診断に必要な基礎知識、遺伝的背景、MRI診断のポイントなどの項目に分けて解
説。またサイドメモとして発生学的事項や鑑別診断も追加した。神経放射線診断のエキスパートを目指す放射
線診断医、産婦人科医、新生児科医、小児科医、脳神経外科医などに読んでほしい一冊。

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

死体検案ハンドブック 第4版
金芳堂 電子書籍

¥15,400(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近藤稔和編著
9784765318235

死体検案のノウハウをコンパクトにまとめた好評書の最新版。死因究明等推進基本法の成立・死後画像診断
の活用など、大きく変化している法医学の最新状況に対応。カラー写真・資料を豊富に掲載し、実務ですぐ使え
る内容で、法医学専門家のみならず、法律家・医師・学生から警察関係者まで本領域に携わる方は是非とも手
元に置いておきたい一冊。今改訂では大幅に執筆陣を入れ替え、時代に即した内容となっている。

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

ユーモア看護
金芳堂 電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平澤久一監修
9784765318143

医療・看護の現状は、入院期間の短縮化に伴って医療従事者は多くの業務に追われ、患者の訴えや要求を真
摯に受け止め、誠実に対応する時間のなさに憂慮されている。病苦や病状回復への不安や苦悩を抱える患者
の思いを共有し、共感的に受容できる豊かな感性を持ち、心の通ったかかわりを展開することが要求される。そ
のために、ここに新たな「ユーモア看護」の必要性と治療的作用、その活用について提起し、一冊にまとめた。

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

失敗例から学ぶ糖尿病療養指導が劇的に
変わるマジックワード

金芳堂 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂根直樹著
9784765318082

医療現場でよく出会う糖尿病患者さんの“言い訳”や“抵抗”、“疑問”等に出会ったらチャンスととらえ、治療効
果を上げるために、患者さんにいろいろなアプローチをしている著者が、よりよい治療効果をあげるコミュニケー
ション方法を伝授、具体例をまじえ、その方法や患者さんに響く言葉（マジックワード）を紹介。糖尿病療養指導
の理解が深まり、指導をうまく進めるコツがわかる一冊。

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。
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医学編 2020年5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 1031670335 □ □

出版社

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 1031670336 □ □

出版社

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 1031670337 □ □

出版社

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 1031670338 □ □

出版社

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 1031670339 □ □

コメディカルのための専門基礎分野テキスト　
医学概論　改訂7版

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 北村諭編著
9784498079182

コメディカルの方々にとって必要にして十分な医学についての知識をわかりやすく解説した入門書。医学とは何
か、その歴史と現況についてから、人体の構造と機能、主要症状とその原因、主な疾患の解説と対応法、医療
に関わる各種制度・法律・保険医療対策、疾病状況、医療従事者、介護保険など、医療とその周辺の事柄を網
羅している。適宜図表を用いて平易に解説し、最新データを反映させた改訂第7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。

コメディカルのための専門基礎分野テキスト　
内科学　改訂7版

中外医学社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北村諭編著
9784498076969

本書は著者がコメディカルの教育に携わった経験をもとにこれらの学生・卒業者のために必要にして十分な内
科学の知識を箇条書きと図表を中心にコンパクトにまとめたものである。前版から引き続き、随所に「メモ」を挿
入して知識を補強するとともに、最新の知識も紹介した改訂7版。コメディカルスタッフの教育が重視され、多く
の大学・学校が発足している近年、教育の現場で活用できる最適のテキストである。

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。

PICSのすべて　Q&A40
中外医学社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
西田修監修,小谷穣治監修,

井上茂亮編著

9784498166202

ICU長期入室は、しばしば退院後も生存者に肉体的・精神的ダメージを与え続け、社会復帰を困難にする。この
問題をとらえた、集中治療後症候群（post intensive care syndrome、PICS）に関する本格的入門書。本邦の第
一人者がおくる本書は、救命率が向上すればするほど要介護者が増加するというパラドキシカルな問題を解決
するための羅針盤となろう。

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

マンガでわかる Dr.Kの株式投資戦術−忙し
い医師でもできるエビデンスに基づく投資−

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 Dr.K著,保田正和作画
9784498048829

「危ない」「難しい」「面倒」「忙しい」「医師が株なんて……」等々、あいまいなイメージや理由で株式投資を避け
てはいませんか？　600万円の元手からスタートし、現在は約5億円の株式を保有するDr.Kが多忙な勤務医でも
実践できるエビデンスベースドの安全な株式投資術をレクチャーします。好評書『忙しい医師でもできる　Dr.Kの
株式投資戦術』をマンガ化して徹底的に噛み砕き、さらにプラスαの内容も加味しました。

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

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

電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥4,600(＋税) 冊子購入確認

血糖管理のための糖尿病治療薬活用マ
ニュアル

中外医学社

著編者名 寺内康夫編著,白川純編著
9784498123861

近年の糖尿病治療は、新薬の登場により選択肢が増え血糖コントロールの改善が期待される一方で、処方が
複雑になり新たに臨床での難しさが生じている。本書では、大きな転換を迎えている糖尿病治療を取り巻く現状
で、一般内科医など、非糖尿病専門医が安全・安心に血糖管理を行えるよう、治療薬の使い方をエキスパート
が解説。治療薬ごとの使い方や病態に応じた実際の治療法、薬剤の相互作用など、日常診療での疑問に応え
る一冊。

□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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医学編 2020年5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 1031670340 □ □

出版社

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 1031670341 □ □

出版社

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 1031670342 □ □

出版社

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 1031670343 □ □

出版社

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 1031670344 □ □

出版社

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 1031670345 □ □

しびれが診える−エキスパートのアプローチ
中外医学社 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木則宏編
9784498328501

Commonな訴えのひとつであるしびれ感。一見単純だが実は複雑な症状のため、アプローチに難渋することが
あるのではないだろうか。本書では、部位による鑑別診断を整理し、各領域のエキスパートが、しびれ感の正確
な理解と適切な対応を解説した。日常診療に役立つ知識が網羅された充実の一冊だ。

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。

喘息治療薬の考え方,使い方 ver.2
中外医学社 電子書籍

¥18,480(＋税) □

¥5,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 滝澤始著
9784498130050

一筋縄ではいかない喘息治療の極意をこの上なくわかりやすく、しかも実践的に解説した好評書の改訂増補
版。Ver.2では『喘息予防・管理ガイドライン2018』（JGL2018）に完全対応。新規配合薬、抗コリン薬、分子標的
薬、特異的免疫療法薬などの薬剤情報を追加し、全体にわたってブラッシュアップした。喘息治療薬を使いこな
すために必要な知識を凝縮した珠玉の一冊。

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。

「論文にしよう！」と指導医に言われた時に
まず読む本

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 長澤将著
9784498109148

「今まで書いたことがないから」という理由で論文執筆を躊躇してはいませんか？　その躊躇の本質が「論文そ
のものを書くことが難しいから」ではなく「論文の作法を知らないから」であることに気づけば、あとは論文の作
法をゼロから解説する本書さえ読めば論文は書けます！　著者が試行錯誤して会得した論文執筆のノウハウ
を惜しみなく伝授します。

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。

カニでもわかる水・電解質
中外医学社 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長澤将著
9784498123885

水・電解質を正しく理解するためには、難しい理論はさておき「細胞内液と外液の比率」「ブドウ糖を100mL点滴
すると体内でどのように分布するか」といった基本的なことがわかっていなければ臨床での活用は出来ませ
ん。本書では、難解な理論解説は別の書籍に譲ることとし、絶対に知っておかなければならない必須知識と診
療上のアプローチについて、ナビゲーターのカニ助、カニ子とともに易しく解説します。

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。

怪談に学ぶ脳神経内科
中外医学社 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 駒ヶ嶺朋子著
9784498328549

怪談、古典、文学の世界へ時空を超えて飛び回り、脳神経内科の実践トレーニングを受けてみよう。伝承の中
にみられる深い観察力に息をのむと同時に、伝承と医学の融合が始まりつつあることに気づくだろう。そして、
現代医学を駆使できない状況での「時間留学」経験は、診断学の腕を大幅に上げるきっかけとなるはずだ。医
療従事者だけでなく、空想の世界が好きなすべての人へおススメできる、医学冒険スペクタクル書である。

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。

クリニック経営に成功する院長の8つの習慣
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 根本和馬著
9784498048805

クリニック経営における「成功」とはなにか？　思い描く「成功」はそれぞれ異なっていても、目に見える形ではお
およそ「増患増収」「離職率の低下」「優れた人材の採用」の3つに収斂します。それらをたやすく実現する院長
たちとなかなか実現できない院長たち、その双方を数多く見てきた著者が提唱する成功をつかむための習慣と
は……。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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医学編 2020年5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 1031670346 □ □

出版社

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 1031670347 □ □

出版社

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 1031670348 □ □

出版社

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 1031670349 □ □

出版社

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 1031670350 □ □

出版社

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 1031670351 □ □

ジェネラリストのための神経疾患の診かた
中外医学社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井口正寛著
9784498328525

神経内科は苦手！ そんなジェネラリストの必携書。外来で良く見かける神経内科関連の主訴ベスト5（「物忘
れ」「頭痛」「けいれん」「震え」「しびれ感」）について、おこなうべき問診や検査、標準的な治療、脳神経内科に
紹介するタイミングなどをわかりやすく解説。これ一冊で、神経内科疾患に対する、あなたの不安感を解消しま
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。

ひと味違うSGLT2阻害薬の使い方
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
野出孝一監修,

豊田茂編著,井上晃男編著

9784498123908

こんな効果も期待できるのか？！ 話題のSGLT2阻害薬の糖尿病医も驚く臓器保護作用を各科の専門医が解説！ CKD予防、心
不全改善、肝脂肪減少など糖尿病患者で必ず問題になる合併症の解決策への希望の光を示す、ひと味違う使い方をマスター。血
糖安定化作用を含めて他の糖尿病治療薬との効果的な併用とは？ 糖尿病患者の合併症に対してどう使うのか？何を目安に
SGLT２阻害薬の有効性や安全性を評価するのか？ フレイル、サルコペニア、認知症等の老年症候群、性器感染症など、適応に
配慮が必要な例ではどうする？ など効果を最大限に引き出し、安全に治療するために必須の臨床・基礎の理解が深まる一冊。

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。

ここが知りたい！腎臓病診療ハンドブック
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 清水英樹編著
9784498224568

「ここが知りたい！」シリーズ、腎臓病編が遂に登場。エキスパートが、腎臓病診療を専門としない医師のため
に、症例を踏まえ、主要な疾患・病態の基本から、最新のガイドラインを踏まえた臨床ノウハウまでわかりやすく
解説する。腎疾患に対する新たなパラダイムを提供する「次世代の腎臓病診療」の章も掲載。すべての医療者
の必読書！

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

Kunimatsu's Lists ～國松の鑑別リスト～
中外医学社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 國松淳和著
9784498010246

鬼才臨床医・國松淳和による鑑別リスト。誰しもが思いつく鑑別とは一味どころかまったく異なる國松流を体感
しよう。國松淳和の臨床思考を“文章を使わずに詰め込んだ”本書は、直観とスピードを磨く絶好の機会となる
だろう。症候・病名・検査異常・薬剤性の4章に分かれており、その時々において考えるべきことを一冊にまとめ
た網羅性は必見。リスト部分はもちろん、目次や索引すべてに意図があり、何度読んでも発見が尽きないだろ
う。

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

Annual Review 神経2020
中外医学社 電子書籍

¥29,040(＋税) □

¥8,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鈴木則宏編,荒木信夫編,

宇川義一編,桑原聡編,塩川芳昭編

9784498328488

毎年の最注目トピックを厳選し、第一人者が内外の文献を踏まえて最新の知見を解説している、伝統と好評の
年度版。2020年版では医学や医療の場でも浸透しつつあるAIに関するトピックをはじめ、AMEDの難治性疾患
事業の取り組みや各種疾患に対する新規治療について、また、ガイドラインの新たな内容など、基礎領域から
臨床まで神経学分野各領域の進歩や最新の話題をいち早く伝える一冊である。

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。

血液疾患における多職種の関わり～5つの
症例から考えるチーム医療の実際～

中外医学社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 前田裕弘編著
9784498225206

5つの血液疾患の症例を、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーなど、
チームとして診療に携わったスタッフがそれぞれの視点から解説。刻一刻と変化していく患者自身の病状や心
理にどのようにして寄り添い、診療を行ったかを克明に記した。症例を多方面から解析しより深く考察すること
で、チーム医療で最良の治療を提供するための道標となる一冊である。

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。
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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5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 1031670352 □ □

出版社

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 1031670353 □ □

出版社

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 1031670354 □ □

本質の寄生虫　臨床医のための寄生虫感
染症

中外医学社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩田健太郎編
9784498021280

感染症のなかでは希少かつ特異な領域といってよい寄生虫の世界。本書では「寄生虫学は得意ではない」と
自認する岩田健太郎先生が寄生虫の専門家たちの元を訪れてインタビューを実施。臨床現場で遭遇しうる寄
生虫の問題解決に必要なエッセンスがざっくり理解できるよう構成されています。原虫、蠕虫、線虫、条虫、吸
虫……不思議ながらも興味深い、めくるめく寄生虫ワールドをお楽しみください！

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

内科初診外来　ただいま診断中！
中外医学社 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鋪野紀好著
9784498020863

本書では、内科の初診外来におけるコモンな症候や症状で診断が想起できない場合、どのような戦略的アプ
ローチを行うべきかについて、Semantic Qualifier、 解剖学的アプローチ、Pivot and Cluster Strategyなど、具体
的な診断戦略を挙げながら分析的かつ、わかりやすく解説。他の成書ではあまり扱わないテーマや手法による
診断推論も展開され、研修医のみならず、専攻医〜指導医レベルの医師にとっても実践的に役立つ書となって
いる。

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

研修医24人が選ぶ　小児科ベストクエスチョ
ン

中外医学社 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本光宏著
9784498145665

研修医へのアンケートなどによって厳選された小児科診療に関する38のクエスチョンを、実地臨床に適応しや
すい形で分かりやすく解説。クエスチョンの推奨度やリスクの高低、研修医アンケートでの正答率に基づいた重
要度を示し、診療において注意すべきポイントを学習できるようにした。「注射の痛みを軽減するコツ」や「非専
門医のアトピー診療」、「授乳中の服薬」など、研修医の「本当に知りたい疑問」に応えた一冊。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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医学編 2020年5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 1031670355 □ □

妊娠期の正常と異常 (産科婦人科臨床
series collection : Science and Practice 2)

中山書店 電子書籍

¥48,400(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤井知行編,永松健編
9784521747620

胚から始まるヒトの発生と成長を、妊娠初期・中期・後期のphaseごとにとらえ、流産、異所性妊娠、早産、妊娠
高血圧症候群、多胎などの病態解明と対応を科学的に解説。

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5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 1031670356 □ □

出版社

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 1031670357 □ □

プライマリ・ケア診療 診断エラー回避術
（※）

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 宮田靖志著,中川紘明著
9784784957866

診断エラーを分析・回避し、診断推論の精度を上げる！ 総論では、診断エラーに関する様々な知見・エビデン
スを整理。エラーを生み出す要因やバイアスから、エラー回避のためのプロセスやGoogle活用法まで詳細にま
とめています。症例編では、それらをもとに実臨床現場での診断エラー症例を分析。指導医と研修医とのやり
取りを取り上げ、診断エラーの回避法をわかりやすく検討・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。

女性アスリートの健康管理・指導Q&A（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥13,068(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 能瀬さやか編
9784784923823

家庭医・学校医からスポーツトレーナーや養護教諭まで、女性アスリートの健康管理に関わるすべての職種必
携の一冊！ トップアスリートから部活動に励む小中学生・社会人まで、女性アスリートの健康管理に必要な医
学情報をQ&Aで解説。女性アスリートの心身の特徴から、月経随伴症状、メンタル、妊娠・産後、更年期障害へ
の対応、アンチ・ドーピングまで、エビデンスに基づく正しい知識が満載です。

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

□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5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 1031670358 □ □

出版社

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 1031670359 □ □

出版社

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 1031670360 □ □

出版社

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 1031670361 □ □

精神科の薬－抗精神病薬・抗うつ薬・睡眠
薬・抗認知症薬…－はや調べノート

メディカ出版 電子書籍

¥12,276(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

9784840469302

【あらゆる医療場面で必要な向精神薬がわかる】　精神科の病棟・外来はもちろん、救急をはじめ、ありとあらゆ
る診療科・在宅でも精神科の薬の知識は必要である。漢方製剤を含む119製剤を網羅し、同じ薬効でも患者に
合うもの・合わないもの、医師がなぜその薬剤を選択したのかが理解でき看護に生かせる。

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。

著編者名
杉田尚子編,諏訪太朗編,

村井俊哉監修

医学・理工・自然科学系研究者のための英
語論文ラクラク・アクセプト

メディカ出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

9784840472210

【読むだけで投稿論文アクセプト率アップ！】　投稿雑誌の選び方から、編集者とのやり取り、論文の作法から
英語表現のコツまで。アクセプトポイントや踏んではいけないリジェクト地雷ポイントなど、短時間で効率よく学
べる。医学系のみならず、理工・自然科学系にも応用できる。

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。

著編者名 北風政史著

きほんの新生児疾患21  (with NEO別冊る
るNEO)

メディカ出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 髙橋大二郎編著
9784840472036

【新生児疾患を学ぶ新人ナースを強力アシスト】　症状、検査、ケアポイントなどの流れをチャートでまとめた「病
態・ケアマップ」で、21の代表的な新生児疾患を整理しながらスイスイ学べる！ 要点がコンパクトにまとまってい
るので、医師や先輩ナースへの報告にもう悩まない！迷わない！ はじめて新生児疾患を学ぶナースのための
強い味方。新人ナースを大応援する『るるNEO』第2弾。

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

内科開業医のための循環器診療プラクティ
ス

メディカ出版 電子書籍

¥12,958(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大西勝也編著,弓野大編著
9784840472180

【地域の循環器分野の医療レベル向上に繋がる】　本書は総合的な知識が求められる内科・循環器開業医の
ために、最新の、正しい循環器診療のあり方を解説する。日本の循環器医療を地域で支えることを目的に立ち
上げられた「Japan Cardiology Clinic Network」の中心メンバーが執筆した、現場に即した一冊。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



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

● 表示価格は税抜きです。 

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。 



■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。

         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


