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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6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 1031814458 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814459 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814460 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814461 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814462 □ □

財務報告論〈第2版〉
中央経済社 電子書籍

¥7,975(＋税) □

¥2,900(＋税)

Q＆A発達障害・うつ・ハラスメントの労務対
応〈第2版〉

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 布施直春著
9784502332319

2019年5月成立の女性活躍・ハラスメント規制法により、事業主のパワハラ防止措置義務が法律上初めて規定
され、セクハラ等の防止対策も強化されるなど、企業には一層の対応が求められています。本書は、法改正の
内容と実務をQ&A形式で詳細かつ丁寧に解説しています。また、発達障害や精神疾患を抱える従業員への労
務対応や各種ハラスメント予防法・解決策、過重労働対策など、現代に必要な人事労務の要点もまとめていま
す。

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

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒井耕著

冊子購入確認

著編者名 矢部孝太郎編著
9784502329111

上場企業やグローバル企業の財務情報を読みこなし、財務諸表分析や企業分析ができるようになることを目的
とした、企業会計と企業分析の教科書です。財務情報利用者の立場での情報利用方法の説明が中心で、その
内容は、ビジネスパーソンや経営者にとって必須の知識です。最後まで学んでいただければ、ビジネスの世界
で使われている企業会計や企業分析のコンセプトやエッセンスを、体系的な知識として身につけることができま
す。

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

9784502330711

地域医療の担い手でありながら十分に財務実態が把握分析されてこなかった診療所を対象に、経営類型に着
目して財務実態を明らかにします。経営類型別の財務実態の一部は、医科診療所が介護老人保健施設等の
併営により多角化した類型の実態、単独の診療所から複数を経営するようになった多拠点化類型の実態で
あったりします。これらの類型間の財務実態の比較を通じて、多角化・多拠点化という事業拡大策の財務的影
響を考察します。

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

ヨーロッパの会計規制
中央経済社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥6,000(＋税)

診療所の財務実態
中央経済社 電子書籍

¥11,825(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 本田良巳著
9784502328619

ヨーロッパではおよそ30年以上も前から、EU域内に共通する会計基準を適用するという経験（会計基準指令）
を有し、会計基準指令と国際会計基準という2つの共通する会計基準が併存しています。本書は、EUの公式文
書によりながら、会計に関連する問題、とりわけ会計基準指令、国際会計基準、監査、税務等の問題を歴史
的、体系的、かつ相互関連的に考察し、ヨーロッパにおける会計規制の現状を明らかにしています。

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

9784502324918

地方自治法の改正で、地方公共団体には内部統制制度の導入、監査委員監査制度の強化、監査基準の設定
等が求められています。特に、地方公共団体の主要財産である固定資産の正確な把握や処理が重要であるこ
とから、新地方公会計統一基準に基づく固定資産台帳および財務書類の分析方法と公会計情報の活用方法
について、事例を示して解説します。公会計・公監査の研究者や学生・院生にもぜひ読んでいただきたい一冊
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。

実例新地方公会計統一基準と財務書類の
活用

中央経済社 電子書籍

¥12,375(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木豊編著,山本清編著

□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 

-  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6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6月 商品コード 1031814463 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814464 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814465 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814466 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814467 □ □

中国の近代的刑事裁判 刑事司法改革から
みる中国近代法史

東京大学出版会 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 久保茉莉子著
9784130261654

20世紀前半の中国に刑法や刑事訴訟法がいかに整えられ運用されたかを、法典編纂機関や起草者の変遷、
立法をめぐる議論、さらには実際の裁判の文書を丹念に分析し、近代法秩序の構築を具体的に明らかにする。
近代中国で進められた法整備が現代に与えた影響に光をあてる。

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。

日本のテレビ・ドキュメンタリー
東京大学出版会 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丹羽美之著
9784130502016

『日本の素顔』を作った吉田直哉から、現在では映画監督として活躍する是枝裕和まで、テレビ・ドキュメンタ
リー番組の制作者たちはどのように時代と格闘し、日本社会を描いてきたのか。戦後日本社会を記録した代表
的なテレビ・ドキュメンタリーの変遷をたどる。著者初の単著。

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

「世界文学」はつくられる 1827-2020
東京大学出版会 電子書籍

¥8,085(＋税) □

¥4,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 秋草俊一郎著
9784130801089

「世界文学」という言葉で、なにが名指されてきたのか。日・露（ソ連）・米におけるカノン（正典）の形成をめぐっ
て、翻訳、出版、政治、教育などの観点から分析、その理念やあり方の歴史的意味を探る。日本で初めての本
格的な世界文学論。

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。

日本の道路政策 経済学と政治学からの分
析

東京大学出版会 電子書籍

¥9,075(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 太田和博著
9784130402880

日本の道路政策とは何だったのか――国民の生活と経済活動に不可欠ゆえ、世間の注目を浴び続け激論が
交わされ続けた重要課題の核心に迫り、究明困難とされる道路政策の全体像を描く。厚生経済学を基盤とした
ミクロ経済学と公共選択論の手法を駆使して制度の詳細とそのメカニズムを明らかにし、今後の展望も示す。

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。

中国司法の政治史 1928-1949
東京大学出版会 電子書籍

¥8,745(＋税) □

¥5,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉見崇著
9784130261661

中国における近代制度を構築して統治する中国国民党政権を、これまで強調されてきた一党独裁という側面か
らではなく、立憲主義や民主主義といった憲政という視角から再考し、中国近現代史のなかで再定位する。司
法制度をめぐる政治情勢を新史料から克明に描き出す。

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。

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 

-  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6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6月 商品コード 1031814468 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年7月 商品コード 1031814469 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814470 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814471 □ □

近代天皇制と東京 儀礼空間からみた都市・
建築史

東京大学出版会 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川香著
9784130668613

明治2年の東京奠都（てんと）以降の、国家と天皇に関わる儀礼空間を、式場の建築、敷地全体、行幸啓経路を
一体としてとらえ、その全体像を明らかにする。伝統の継承と模倣、創造という観点から、近代天皇制が東京の
都市空間の形成に与えた影響を考察する。

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。

人の資本主義
東京大学出版会 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中島隆博編
9784130130981

価格に転嫁される労働や消費とは異なる、価値としての人間が大きく問われる未来をいかに構想するか。人間
がともに人間になっていくための生の様式を追究し、「人の資本主義」という新しい複合語が開く世界を提示す
る。

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

国境を越える危機・外交と制度による対応 
アジア太平洋と中東

東京大学出版会 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東大社研編,保城広至編
9784130302180

アジア太平洋と中東を主な分析対象地域として、政治的危機と経済危機という国境を越える二つの危機の原
因、危機の直接的な帰結とそれに対応するための処方箋、および危機の予防という三つの問題を考察する。国
際危機に対して今後の知見を広げる。

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。

地域の危機・釜石の対応 多層化する構造
東京大学出版会 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
東大社研編,

中村尚史編,玄田有史編

9784130302173

度重なる危機に対して、人びとがどのように向き合い、対応し、また対応しようとしているのかを、震災前から総
合地域調査を続けている岩手県釜石市の事例に即して考えることで、地域固有の構造的問題を記憶の力に着
目しつつ浮き彫りにする。特に記憶の継承が地域社会において果たす潜在的な力に着目する。

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。

-  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6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 1031670362 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670363 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670364 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670365 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670366 □ □

9784492315293

マクロ経済動向を読み解くことができるようになるエキサイティングな教科書。下巻は現実の経済政策を理論モ
デルで丁寧に読み解く。

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。

マンガでわかる東大読書
東洋経済新報社 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小野洋一郎著,西岡壱誠著
9784492046661

19万部ベストセラー『東大読書』のマンガ版。ストーリー・作画は宮部みゆき『ブレイブストーリー』をコミカライズ
した超実力派！

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。

ブランシャール マクロ経済学 上　第2版　基
礎編

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
オリヴィエ・ブランシャール著,

中泉真樹訳,知野哲朗訳

9784492315286

マクロ経済動向を読み解くことができるようになるエキサイティングな教科書。上巻は金融危機後の新しいマク
ロ経済モデルを丁寧に解説。

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。

ブランシャール マクロ経済学 下　第2版　拡
張編

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
オリヴィエ・ブランシャール著,

中泉真樹訳,知野哲朗訳

一橋MBA戦略分析ケースブック 事業創造
編

東洋経済新報社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

メルカリ、弁護士ドットコム、セブン銀行などのケースでベンチャーや新規事業立ち上げを分析する。事業創造
力が身につく。

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

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
沼上幹著,加藤俊彦編,

一橋ＭＢＡ戦略ワークショップ著

9784492522264

格差社会は人類の競争本能を引き出しすぎて環境も破壊する。地球の破滅を防ぐために何ができるか。著名
な格差研究者の渾身レポート！

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。

格差は心を壊す 比較という呪縛
東洋経済新報社

9784492315262

電子書籍

¥9,240(＋税)

冊子購入確認

□

¥2,800(＋税)

著編者名
リチャードウィルキンソン著,
ケイトピケット著,川島睦保訳

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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6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 1031670367 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670368 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670369 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670370 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670371 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670372 □ □

戦略の創造学 ドラッカーで気づき、デザイン
思考で創造し、ポーターで戦略を実行する

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 山脇秀樹著

戦略はドラッカーで気づき、デザイン思考で創り、ポーターで実行・競争する。イノベーティブな戦略の創造法を
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。

□

9784492534236

丹羽宇一郎 令和日本の大問題 現実を見
よ！危機感を持て！

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 丹羽宇一郎著
9784492223956

人口減少、大震災、温暖化、米中関係などの問題に目を背けることなく、令和の時代を生き抜く知恵と知識を語
り尽くした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。

武器としての「資本論」
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 白井聡著
9784492212417

ベストセラー『永続敗戦論』『国体論』著者による全く新しい「資本論」入門。資本主義を内面化した人生から脱
却する思考法がわかる。

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

令和元年改正対応 図解 新会社法のしくみ 
第4版

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 浜辺陽一郎著
9784492093306

令和元年改正対応。株主総会の「電子投票」化、公開大会社の「社外取締役」義務化等の改正や実務への対
応も盛り込んだ最新版。

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

理想の注文住宅を建てたい！ 価格の見え
る家づくりの教科書

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 本間貴史著
9784492046654

注文住宅は高価だと諦めていませんか？　人気建築家が適正価格で「理想の住まい」を建てるノウハウを平易
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。

日本の企業グループ　2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥62,700(＋税) □

¥19,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
-

グループ会社の再編・再構築がかつてないスピードで進んでいます。子会社の設立・取得・合併、持株会社設
立や会社分割による経営と事業の分離など、グループ運営のあり方が大きく変化しています。傘下関係会社各
社の状況は、連結決算数値だけでは捉えきれません。本誌は独自のアンケート調査や取材に基づいて関係会
社各社の住所など基礎データを親会社ごとに網羅。様々な用途にご活用いただけます。

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

-  7  -

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6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 1031670373 □ □

株価総覧　2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥52,800(＋税) □

¥16,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
-

いまこそ長期の波動で株価を見るべき時です。他に類書のない“株価年鑑”、銘柄の習性が一目でわかる10年
間チャートでじっくりとご研究下さい。

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。

-  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6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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。

  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 

-  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6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。

-  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6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 1031814472 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814473 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814474 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814475 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814476 □ □

ニコラエフスクの日本人虐殺
勉誠出版 電子書籍

¥10,450(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アナトーリー・グートマン著,

長勢了治訳

9784585222743

ロシア人6000人、日本人730人以上を虐殺――。暴徒は尼港市を壊滅！ ロシア革命後の、赤色パルチザン実
態とは？ 事件直後のロシア「調査委員会」報告と生き証人達の生々しい証言で、日本人が忘れさせられた暴
力革命の暴虐の凄まじさが100年後の今、蘇る！ 英仏米日の連合軍による「革命干渉戦争」＝シベリア出兵の
失敗を象徴する尼港事件、その顛末は、共産主義が人類にもたらした一億人以上の大惨禍につながる。

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。

自衛隊創設の苦悩　その実相と宿痾
勉誠出版 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
横地光明著,

江口博保編集代表

9784585230793

軍隊ではないが故に抱える自衛隊の苦悩と葛藤。国防を怠る国は滅亡する！自国民を命懸けで護るのは、自
国民による自国の軍隊だけだ。戦後の日本占領軍の徹底した進駐・駐留・統治の実態と、自衛隊成立史に残る
問題点を再認識して、突発する国難に備え、護国体制を緊急に充実させなければならない。

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。

自然史・理工系研究データの活用 (デジタ
ルアーカイブ・ベーシックス 3)

勉誠出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
井上透監修,

中村覚責任編集

9784585202837

デジタルアーカイブはイノベーションの源泉。多様な分野での自然科学、理工デジタルアーカイブの活用はどの
ような知を生み出しているのか？オープンサイエンスや、研究データといったトピックスを交えながら、高等教育
機関、自然史・理工系博物館、研究機関が開発・運用している各種データベースやWebサイトを紹介し、天文
学、生物学、地球惑星科学、環境学など、自然科学分野における取り組みの事例を一望。今後の研究の一助
となる情報が満載の一冊。

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。

漱石文体見本帳
勉誠出版 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北川扶生子著
9784585291893

明治の日本語はこんなに豊かだった！ 『こころ』しか知らないあなたも、漱石好きなあなたも、漱石作品がもっと
楽しくなる！ 人間の内面心理を巧みに描いた作家、夏目漱石。しかし、漱石と同じ時代を生きた読者たちは、
多彩な表現をあやつる「文章家」として彼を愛していた。日本語の混乱期を漱石はどう泳いだのか？ 漱石の小
説文体を10に分類。具体的な文例を味わいながら、その効果と背景をわかりやすく紹介。

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。

サハ語文法
勉誠出版 電子書籍

¥26,950(＋税) □

¥9,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 江畑冬生著
9784585280491

日本の真北にあたる東シベリアで話されているチュルク系言語であるサハ語。長年のフィールド調査による記
述研究から、一見すると複雑なサハ語の形態音韻交替や形態統語法を言語研究一般へも資する形で整理す
る。統語的派生、二重対格使役文、非人称受動文などの言語類型論的な特異性にも注目。サハ語の初の記述
研究書！

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

□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 

-  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6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 1031814477 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814478 □ □

さらに不思議なイングリッシュネス 英国人の
ふるまいのルール2

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
ケイト・フォックス著,

北條文緒訳,香川由紀子訳

9784622088769

外国人には時に奇異に感じられるイギリス人の行動と国民性の隠れたルールを徹底検証。〈らしさ〉の決め手
満載のイギリス文化論！

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。

漁業と国境
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 濱田武士著,佐々木貴文著
9784622088707

北方海域、東シナ海、竹島・尖閣諸島─国境水域で各国の権益が衝突する。海の縄張り争いの政治経済的な
原理と漁業の未来を究明する。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  12  -

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



人文社会編 2020年6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 1031814479 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814480 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814481 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814482 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814483 □ □

刑法総論の悩みどころ (法学教室ライブラ
リィ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 橋爪隆著
9784641139404

法学教室の好評連載の単行本化。刑法総論の理解が困難なポイント（＝悩みどころ）について、理論状況等を
整理して一定の道筋を示す。抽象的概念を、学説状況や判例の展開、ポイントとなる考え方などを詳細に紹
介・解説し、具体的にイメージして理解できる。

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。

電子書籍

¥3,740(＋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。

法学テキストの読み方（※）
有斐閣

著編者名 大橋洋一著
9784641126169

「大学の教科書って、高校までと何だか違う」「どうやって読んだらよいの？」──学び始めに抱く素朴な疑問に
30のQ&Aで答え、法学の学習になぜテキストが必要か、テキストの選び方のコツ・読み方のヒントから発展学習
まで、法律学の学びをガイドする。

電子書籍

¥2,640(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

ものを買う、部屋を借りる、就職する、結婚する、事故に遭う等、生活の一場面から「法の世界」を展開。最新の
判例や立法の動向を織り込むとともに、全体を見直した。

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。

いちばんやさしい憲法入門〔第6版〕 (アルマ
Ｉ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,520(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
初宿正典著,高橋正俊著,
米沢広一著,棟居快行著

9784641221505

はじめて憲法を学ぶ人に向けた入門書。ただ知識を得るだけでなく、憲法の考え方が身に着くように、映画や
小説、漫画、新聞記事など具体的な素材を出発点に主要なテーマを解説。ブラック校則問題など近時の話題も
織り込んだ最新第6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。

□

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
池田真朗著,犬伏由子著,野川忍著,

大塚英明著,長谷部由起子著

9784641221635

法の世界へ〔第8版〕 (アルマＩ)（※）
有斐閣

確かな理論に裏打ちされた豊富な情報が比類ない体系書。行政手続オンライン化法改正など重要な法改正や
裁判例をフォローするとともに、規制のサンドボックス制度、証拠に基づく政策立案、弁護士・依頼者間秘匿特
権制度など、最新トピックを扱うコラムも多数新設。

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

□

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宇賀克也著
9784641227835

行政法概説Ⅰ〔第7版〕 行政法総論（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,140(＋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 

-  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6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 1031814484 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814485 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814486 □ □

労働法〔第8版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 水町勇一郎著
9784641243361

大きく変容しつつある労働法の理論と動態を描出。法令改正や判例の最新の動きをフォローし内容の充実を図
るとともに、細かな記述を整理して、労働法の全体像とエッセンスを明快に提示することに意を用いた。スリム
アップしてさらに読みやすくなった、最新第8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。

はじめての社会保障〔第17版〕 福祉を学ぶ
人へ (アルマＢ)（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 椋野美智子著,田中耕太郎著
9784641221642

信頼できる最新情報と、叙述のわかりやすさが好評のロングセラー・テキスト。「なぜ」「どうして」と考えていくう
ちに、制度の構造を立体的に理解できる。年金生活者支援給付金、健康保険の被扶養者の要件を加筆したほ
か、データを全面的に更新した決定版。

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

大学生のストレスマネジメント 自助の力と援
助の力（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
齋藤憲司著,

石垣琢麿著,高野明著

9784641174566

学業の悩みから生活習慣の乱れ、恋愛と性の問題まで、大学生活で直面するストレス事態への対処法を網羅
的に解説。メンタル面での対処だけでなくトラブル時に役立つ社会制度も多数紹介。豊富な事例と実践的な解
説で全大学生必読の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。

-  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6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 1031814487 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814488 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814489 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814490 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814491 □ □

永青文庫の古文書 光秀・葡萄酒・熊本城
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
公益財団法人永青文庫・熊本大学

永青文庫研究センター編

9784642083867

熊本藩細川家には、6万点近くの歴史資料が伝えられ、近年その全貌が明らかになってきた。戦国乱世を駆け
抜けた細川幽斎(ゆうさい)・明智光秀・ガラシャをめぐる人間模様、忠利(ただとし)の所望した国産葡萄(ぶどう)
酒、江戸初期の震災と熊本城の修復、維新の激動に見舞われた歴代当主の甲冑のゆくえなどを取り上げ、細
川家の歴史の深奥に迫る。永青文庫設立70周年記念出版。

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。

首都改造 東京の再開発と都市政治 (歴史
文化ライブラリー 500)

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 源川真希著
9784642059008

変わりゆく東京。1964年のオリンピック後の都市再開発の本格化から、新宿・臨海副都心の開発、バブルとそ
の崩壊後の地価下落を経て、2000年代の都市再生政策による大型再開発と2020年のオリンピックまで―。半
世紀以上におよぶ東京の変貌を、政府・都知事の都市構想や経済状況、行政とディベロッパーとの連携から浮
き彫りにする。

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。

香道の文化史 (歴史文化ライブラリー 499)
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 本間洋子著
9784642058995

香りを聞く芸道「香道(こうどう)」は中世日本で花開いた。香木の香りを鑑賞し、違いを聞き分けて楽しむ遊びの
源流を探り、「香道の祖」とされる三条西実隆をはじめ香文化に関わった人々の姿を、彼らの日記などから浮き
彫りにする。また、舶来品の香木や天皇が作る薫物(たきもの)が贈答用として珍重され、朝廷や武家のなかで
政治的な役割を担った側面も鮮やかに描き出す。

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。

現代語訳 小右記 10 大臣闕員騒動
吉川弘文館 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 倉本一宏編
9784642018258

寛仁3年（1019）4月～寛仁4年（1020）閏12月無能な左大臣顕光が辞任するという噂が駆けめぐる。代わって大
臣の地位を得るのは、これも無能な道綱ではなく自分であると確信する実資は、情報収集に全力を傾ける。刀
伊(とい)の入寇をさておいての騒動であった。

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。

皇紀・万博・オリンピック 皇室ブランドと経済
発展 (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 古川隆久著
9784642071161

西暦1940年、天皇即位から2600年たったとして、政府は橿原神宮の整備、万国博覧会開催、オリンピック招致
などを計画した。国威発揚と経済発展を目指した計画の実行過程を検証し、戦後に残る遺産や影響も考える。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  15  -

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



人文社会編 2020年6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 1031814492 □ □

近世最上川水運と西廻航路 幕藩領におけ
る廻米輸送の研究

吉川弘文館 電子書籍

¥28,600(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 横山昭男著
9784642034982

河村瑞賢により開かれた西廻り航路の要衝酒田港は、幕領・藩領が入り組む内陸の村山郡から最上川の舟運
により運ばれる米・紅花・青苧(あおそ)などの集積地として栄えた。地域に残された史料を丹念に読み解き、幕
領の廻米機構の変化や農民負担、藩領の舟運の変化と酒田の本間家や尾花沢の鈴木家ら豪商の活動との関
わりを、流通史の視点から解き明かす。

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

-  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6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 1031814493 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814494 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814495 □ □

応用がみえる線形代数（※）
岩波書店 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高松瑞代著
9784000051316

機械学習やデータサイエンスといった言葉を日常的に目にすることが多くなったが、これらの背後では線形代
数が重要な役割を果たしている。主成分分析、画像圧縮処理、ウェブページのランクづけなどの現実の応用例
に触れながら基礎的な概念を身につけることで、その重要さと有用性を実感しながら学ぶことができる入門書。

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

著名な武士や華やかな江戸町人の暮らしがクローズアップされることの多い日本の近世。しかし、武士や町人
は、近世においては圧倒的少数者であり、当時の人口の約八割は村に住む「百姓」であった。「百姓」の行動様
式や思考パターンこそが近世社会の常識・趨勢を形作っていたのである。近年の村落史研究を牽引してきた著
者の議論を一冊にまとめる。

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。

日本近世村落論（※）
岩波書店 電子書籍

¥26,070(＋税) □

¥7,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺尚志著
9784000613958

一般デザイン学（※）
岩波書店 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉川弘之著
9784000050623

デザイン＝設計とは、期待や欲望に対して、それを充足する存在を作り出す行為である。人工物すべてがその
対象であり、仕組み、制度のような抽象的なものも対象となる。デザインを人の知的作業における概念操作と位
置づけ、対象の種類によらない一般的な方法の体系化を1970年代に初めて提唱した著者による研究の集大
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。

□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 

-  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6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 □ □

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

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。

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

¥5,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川池智子著
9784762029820

□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6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 1031670374 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670375 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670376 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670377 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670378 □ □

大学生のための日本国憲法入門
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥4,620(＋税)

著編者名 吉田成利著
9784766426472

□

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

話題となった事例や、身近なニュース事例などをとり上げながら日本国憲法を解説し、近年、検討されている憲
法改正だけでなく、そもそも憲法には何が規定されているのか？　国民の幸福を追求するためには私たちは何
を知っていれば良いのか？ を、平易ながらも明快にひも解いてゆく。

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

新標準講義　民法債権総論　全訂3版
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池田真朗著
9784766426281

はじめて債権法を学ぶ一般読者から法曹実務家を志す学生まで、すべての人が実社会で民法の知識を役立
てることを目指した「法律学習の新標準」テキスト、2020年施行民法に対応し、全面的に書き直された待望の第
3版。

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

大正デモクラットの精神史 東アジアにおけ
る「知識人」の誕生

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 武藤秀太郎著
9784766426465

1910年代後半、東アジアにおいて「知識人」という社会集団が輪郭をあらわすようになる。吉野作造を中心とす
る学術団体「黎明会」の面々や、河上肇、朝河貫一ら大正デモクラットが、ナショナリズムに目覚めはじめた中
国知識人たちとどのような思想的交流を展開したのか、そして小泉信三、高橋誠一郎といった「オールド・リベラ
リスト」たちが、どのような「理想」をもって戦後改革に参与したのかを生き生きと描き出す。

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。

バウムガルテンの美学 図像と認識の修辞
学

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥17,930(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井奥陽子著
9784766426557

「美学」はどのように誕生し、何を目指したのか。バウムガルテンの美学が伝統的修辞学と強固に結びついてい
たことの内実と意義を問うことによって、未完の主著『美学』のうちに、現代にも通じる芸術論の可能性を見出し
再評価する、本邦初の研究書。

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

ヴァイマル文化の芸術と教育 バウハウス・
シンボル生成・陶冶

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥18,480(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 眞壁宏幹著
9784766426618

〈芸術〉はいかに人間を形成するか。古典的価値の崩壊、教育の大衆化に直面し、「現代(モデルネ)」に要請さ
れる「新しい人間」の創造を目指したバウハウス。その思想と実践をつなぎ合わせ、ヴァイマル文化のなかに一
つの＜星座＞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。

□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6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 1031670379 □ □

アジアの国際不動産投資――市場・制度・
透明性

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 中川雅之編著,山崎福寿編著
9784766426595

▼アジア諸国における不動産投資の現状や制度を経済分析。　▼国際不動産投資に寄与する、ビジネス・政
策をアカデミックに検討。　成長セクターであるアジアの不動産市場について、投資に関する各国の制度やその
市場の透明性を分析。さらに市場の透明性が経済成長に与える影響を考察し、日本経済、不動産市場への示
唆を与える。

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

-  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6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 1031814496 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814497 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814498 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814499 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814500 □ □

実践・倫理学 現代の問題を考えるために 
(けいそうブックス)

勁草書房 電子書籍

¥8,030(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児玉聡著
9784326154630

倫理に正解はない、というのは本当だろうか？　ないと前提するのでなく、難しい問題にも説得力のある根拠に
よって正しい答えを求めるのが倫理学の議論である。本書では、嘘をつくことや自殺、喫煙や肉食といったテー
マをめぐって、世論や権威にまどわされず、倫理的主張の根拠のよしあしを判断する力を身につけることを目指
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。

身体と空間の表象 行動への統合 (シリーズ
統合的認知 3)

勁草書房 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
横澤一彦著,

積山薫著,西村聡生著

9784326251100

五感からの入力刺激は、自らの身体表象とそれを取り巻く環境の表象としてまとめ上げられる。本書は、まず
私たちと外界の接点として特に重要な手の表象について解説した上で、上下や左右といった空間の表象が持
つ特性を示す。さらに逆さメガネや人工的な手による知覚の変容過程を通じて、身体表象における脳の高度な
可塑性を解説する。

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。

親族法・相続法 第4版 (民法 3)（※）
勁草書房 電子書籍

¥7,040(＋税)

冊子購入確認

著編者名
我妻榮著,有泉亨著,遠藤浩著,

川井健著,野村豊弘著

現時点における通説の到達した最高水準を簡明に解説した定評のあるスタンダードテキスト。債権法、相続法
等の改正に伴い全体を見直し、最新判例、社会の動向にも配慮し改訂した。民法学界の重鎮の手により新たな
息吹を吹き込み、横組み2色刷とし新時代に即応する。資格試験受験生の入門書、仕上書として、学生の教科
書として最適。

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

9784326451203

□

¥2,200(＋税)

経済法の歴史 (日本近代法史の探究 2)
勁草書房 電子書籍

¥22,330(＋税) □

¥7,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤孝夫編著
9784326449828

独禁法生誕以前の20世紀初期にまで遡り、経済法思想の起源を探究することに力点を置き、①独禁法の直接
の源であるシャーマン法を生み出したアメリカ、②戦前日本の経済法思想に最大の影響を及ぼし、第二次大戦
後に占領改革を経験したドイツの二国の歴史過程に関する分析を配し、比較の視座の下で日本の経済法秩序
の展開を追跡する。

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。

美容資本 なぜ人は見た目に投資するのか 
(シリーズ数理・計量社会学の応用 1)

勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林盾著
9784326698424

なぜ人は「見た目」を意識するのか──これがこの本の問いである。スキンケアやメイクといった美容活動は美
容という資本への投資であり、見た目とはその結果である──これがこの本の結論となる。したがって、もしあ
なたが合理的な人ならば、美容に投資するはずである──これが、この本から読者へのメッセージとなる。

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。

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 

-  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6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 □ □

¥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。

弘文堂 電子書籍

¥8,250(＋税) □

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。

□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6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 □ □

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

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。

□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6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6月 商品コード 1031814501 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814502 □ □

多くの大学・高専でご採用いただいている定番のテキストが、より見やすくなりました。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

電子デバイス工学 第2版・新装版
森北出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
古川静二郎共著,

荻田陽一郎共著,浅野種正共著

9784627705630

よくわかる電気機器 第2版
森北出版 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森本雅之著
9784627743328

パワーエレクトロニクスで駆動する電気機器を中心にまとめたテキストの改訂版。 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 

-  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6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 □ □

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。

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。

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！ 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！ 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。

□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6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。

-  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6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6月 商品コード 1031814503 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814504 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814505 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814506 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814507 □ □

合格しようぜ！宅建士2020直前予想模試
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 宅建ダイナマイト合格スクール編
9784295008910

国家資格の中でも群を抜く受験者数を誇る「宅建士」の模擬試験対策本になります。今回の最大の特徴は、他
社にはない長時間フルに掲載問題を解説する長時間動画解説です。その他、特典として①「10 月の模試講座
(ネットライブ)に無料参加可能。模試1回分がダウンロード可能」、②「全文PDFダウンロード付き」、③「スマホア
プリ「直前対策に便利!○×問題集」が付きます。

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。

かんたん合格 ITパスポート過去問題集　令
和2年度秋期

インプレス 電子書籍

¥3,894(＋税) □

¥1,180(＋税) 冊子購入確認

著編者名 間久保恭子著
9784295008934

10期連続で総売上第 1 位の実績ある過去問題集！最新の出題傾向にも完全対応し、今回も全文PDF、スマホ
単語帳アプリ、スマホ過去問アプリ付きの問題集です。また、巻頭特集では「知っておきたい新しい用語（新シラ
バス Ver.4.0 対応版）」、「最新用語の実際の出題を解いて覚えよう！」を新たに収録し、これまで以上に受験者
のニーズに合わせた内容にします。

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 情報セキュリティマネジメント過去
問題集 令和2年度秋期

インプレス 電子書籍

¥4,884(＋税) □

¥1,480(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五十嵐聡著
9784295008927

国家資格「情報セキュリティマネジメント」試験に対応する過去問題集です。解説の熟読が見開き完結レイアウ
トで素早く実施できるため、学習が進めやすい構成となります。シリーズ共通の要素「攻略のカギ」(側注ヒント)
も標準搭載。午後解説は、各設問解説に入る前に、前提となる知識の基礎解説を行う二層解説方式をとり、よ
り深い理解が図れる構成となっています。その他、特典には、情報処理キャンペーン施策の「でる語句 334」と
「全文 PDF」に加え、「スマホで特訓よく出る問題集」をプラスします。

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。

見てわかる、迷わず決まる配色アイデア3色
だけでセンスのいい色

インプレス 電子書籍

著編者名 ingectar-e著

イラスト、デザイン、素材集などの書籍を手掛ける「ingectar-e」による、3つの色でセンス良くデザインができる、
3色だけの組み合わせによる配色アイデア本です。オフィスでの資料作成、販促物のデザイン、ハンドメイドまで
役立つ、3色だけの組み合わせによる配色本です。色彩のセンスがなくても、オシャレに配色でき、3色の配色だ
からわかりやすく、収録されている配色を使ったデザイン作例も収録することで、制作もはかどる内容です。

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

できる 超快適Windows 10 パソコン作業が
グングンはかどる本

インプレス 電子書籍

著編者名
清水理史著,

できるシリーズ編集部著

「イライラを解消して、快適性を高める設定」、「SSDやWi-Fi ルーターなど、ハードウェアの話」、「レジストリの修
正など、マニアックなネタの深掘り」などWindows10の一歩進んだ使いこなしが身に付き、より快適な利用方法を
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。

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

9784295008897

¥5,214(＋税) □

¥1,580(＋税) 冊子購入確認

9784295008941

□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 

-  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6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6月 商品コード 1031814508 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814509 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814510 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年6月 商品コード 1031814511 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814512 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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

9784295008835

徹底攻略 Java SE Bronze 問題集[1Z0-
818]対応

インプレス 電子書籍

著編者名 志賀澄人著,山岡敏夫著

各章では、Java の特徴から基本的なプログラミングの制御、オブジェクト指向の概念など、試験範囲の内容を
体系的に学習できるよう問題を構成します。解説も1問1問丁寧に解説し、プログラミング初心者でも無理なく学
習できます。また、実際の試験では、重箱の隅をつつくような問題も出題されるため、実践的な試験対策のため
になる情報を解説内に配置する「試験対策」パーツに掲載します。その他、巻末に実際の試験に近い問題を収
録した模擬問題1回分を収録。

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。

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

9784295008958

SDGsが生み出す未来のビジネス
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
水野雅弘著,

原裕著,岡小百合著

9784295008965

2015年9月に国連で採択された「持続可能な開発目標」の「SDGs」（SustainableDevelopment Goals）。SDGsの
成り立ちやアジェンダの中身などの基本知識、そしてビジネスに活用するためのアイデアを見開き構成でビジュ
アル解説します。読者ターゲットである中小企業の経営者や、自治体職員、学校の教員が読みやすいように、
広い業界の事例を盛り込み、各業界や事業ごとに取り組みやすいテーマを明示します。

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fit Slack&Zoom&Trello テレワーク基
本＋活用ワザ

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
大野浩誠著,野上誠司著,栩平智行著,
遠藤大介著,できるシリーズ編集部著

9784295008972

企業のテレワーク導入が急速に高まっていますが、そこで「テレワーク」でよく利用される代表的なツールを1冊
にして解説。冊で解説する書籍を制作したい。ビジネスチャットの「Slack」、ビデオ会議の「Zoom」という2大ツー
ルに加え、タスク管理ツールの「Trello」も紹介します。原則無料で使える3つのツールについて、利用登録や基
本操作から実践的なノウハウまでを紹介。特に、3つのツールを連携した利用法についても1章を割いて実践的
な使いこなしも解説します。

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。

DXビジネス 全体像の可視化
インプレス 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 情報サービス産業協会著
9784295008996

SI（Sier）会社がデジタルビジネスとどう向き合うべきなのか、デジタルビジネスに取り組むには何が必要なのか
を提案します。先進的な JISA 会員企業による技術解説もあり、SI会社の経営者のみならず、技術者、SEなど
にとっても非常に参考になる内容となります。

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。

はっきりわかるデータサイエンスと機械学習
近代科学社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
横内大介著,

大槻健太郎著,青木義充著

9784764906129

本書はデータサイエンスの考えに基づく統計モデリングを解説し、機械学習の代表的な手法を、Rを用いて体験
していく。本書を読み込めば、機械学習を用いた探索的データ解析の本質を学ぶことができ、説明可能なXAIも
実現できる！

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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6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 1031670301 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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

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。

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。

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) 冊子購入確認

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

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

「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。

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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。

-  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6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 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 □ □

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

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

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。

-  30  -

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6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 □ □

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。

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。

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。

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。

□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 

-  31  -

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



理工学編 2020年6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 

-  32  -

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



理工学編 2020年6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 1031814513 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814514 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814515 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814516 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814517 □ □

コンピュータリテラシ―情報処理入門― 第4
版

共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税)

確率変数の収束と大数の完全法則―少しマ
ニアックな確率論入門―

共立出版 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 服部哲弥著
9784320113503

確率論において、「偏差のランダムな正負の打ち消し合い」という大数の法則、中でも大数の弱法則、強法則はよく知
られた定理であるが、大数の完全法則は強法則の特別な場合についてやや強い結論を導く定理であり、様々な応用
における数学的な拠り所となっている。本書は、通常の測度論に基づく確率論、特に実数値の独立確率変数列で書け
る範囲を扱い、初等的な確率論の教科書に共通する基礎事項を随所に配置しながら、大数の法則、その中でも特に
大数の完全法則を大テーマとしてとりあげていく、解析的な確率論の特徴的な入門書である。

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。

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
内田悦生編著,高木秀雄編著,山﨑淳司著,

円城寺守著,小笠原義秀著,太田亨著,
守屋和佳著,大河内博著,香村一夫著

冊子購入確認

著編者名
大曽根匡編著,渥美幸雄著,

植竹朋文著,関根純著,森本祥一著

9784320124448

パソコンやアプリケーションの操作ができる能力である「コンピュータリテラシ」の修得だけでなく、ある目的のた
めに情報を積極的に活用できる能力である「情報リテラシ」の修得を目指したテキスト。第1章から第8章までで
学習したいろいろなスキルを駆使しながら、問題を発見し、情報を収集し、分析し、考察し、差後にレポートとし
てまとめるという「情報リテラシ」の基礎を体験する。[Windows10、 Office2016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。

9784320047341

大学1・2年の理系ならびに文系の学生を対象に、私たちが暮らしているこの地球のことを知ってもらうと共に、こ
の人類に迫りくる環境問題・資源問題を地球科学の立場から理解し、地球と人類が永遠に共生できる「宇宙船
地球号」を創成する上での足がかりとなることを目指した教科書。初版刊行より10年が経ち、そのあいだに地球
科学は様々な分野で進化・発展してきた。第2版では、新たな風を吹き込むべく著者に若手研究者（第2.5節、第
5章担当）が加わり、研究の進展が著しい第4章についても大きく改訂されている。

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

森林と野生動物（	森林科学シリーズ 11）
共立出版 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税)

地球・環境・資源―地球と人類の共生をめ
ざして― 第2版

共立出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
小池伸介編,

山浦悠一編,滝久智編

9784320058279

本書は、動物の住処としての森林、森林で動物が果たす役割、人間をめぐる森林と動物の関係、森林と動物を
めぐる様々な関係を概説したうえで、これまで林業の加害獣として扱われることが多かった野ネズミ類・ノウサギ
類・ニホンジカ・ツキノワグマ・ニホンカモシカ、そして生活が森林と強くかかわっているコウモリ類についてまず
紹介する。次に、農地、都市、島嶼の野生動物の問題およびそこでの森林と野生動物との関係について取り上
げ、最後にこれからの野生動物管理について説明する。

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。

9784320082229

X線CTに関する専門書・テキストはこれまで多くが出版されているが、医学用途を対象としたものがほとんどで
あった。近年では、X線CTを工業用ないしは研究用に利用する機会が増えてきている。本書は、産業界および
学術界で様々な研究、開発、設計、品質保証に携わるエンジニア、研究者および学生に向けて書かれたもので
ある。基礎から応用まで、物理から工学まで、ソフトからハードまでをカバーするX線CTのバイブルと言える。

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

X線CT―産業・理工学でのトモグラフィー実
践活用―

共立出版 電子書籍

¥21,120(＋税) □

¥6,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 戸田裕之著

□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 

-  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6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 1031670380 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670381 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1031670382 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670383 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031670384 □ □

まちがいだらけの文書から卒業しよう－基
本はここだ！－ 工学系卒論の書き方（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 別府俊幸他共著
9784339078220

本書は、工学系の大学・高専の学生がわかりやすく論理的な文章を書くための論文作成ガイドブックである。よ
い例、悪い例、改善例を示し、学生が陥りやすいポイントや技術文書特有の表現などを指摘する。卒論指導を
する教員にも最適。

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

人間行動と組織行動 パフォーマンス向上の
視点から （※）

コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西口宏美著
9784339029024

組織の中における人間の「行動」と、それによる結果「パフォーマンス」との関係を紐解く。自他の能力を客観的
に把握する手順や最良の成果を発揮できる環境づくりの方策を解説。人的資源管理、経営、看護・福祉に携わ
る方に。

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。

書き込み式 はじめての水理学（※）
コロナ社 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寺田一美著
9784339052640

本書では、はじめて水理学を学ぶ人のためにできる限りわかりやすく、シンプルに、水理学の基本を解説した。
必要最低限の公式、内容に絞るとともに、正しく計算できるスキルを養うため、書き込み式を採用している。

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。

マルチメディア時代の情報理論 改訂版（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小川英一著
9784339028935

マルチメディア情報機器では、情報伝送や記録の高能率・高信頼化のためデータ圧縮や誤り訂正技術が用い
られる。本書は、これらの基礎となる情報理論について、学生に身近な機器と関連させながら基礎から最新技
術まで解説している。

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

本書は、初学者が消化不良を起こさないよう、厳選した基本項目を詳しく解説した構造力学の教科書である。高
校数学や物理学（力学）の復習を取り込むことで1冊で完結する内容とし、読者が主体的に学べるよう「書き込
み式」を採用。

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

書き込み式 はじめての構造力学（※）
コロナ社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 笠井哲郎他共著
9784339052664

  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 

-  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6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 1031814518 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814519 □ □

○HTML5、CSS3によるWebページ作成を、例題を通して学べます。　・巻末付録にJavaScriptによるプログラミン
グ入門を収録しています。　・JavaScriptは、ECMAScript6に対応しています。

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。

30時間でマスター Webデザイン改訂版
実教出版 電子書籍

¥3,575(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 実教出版企画開発部編
9784407347814

ICT活用指導力アップ！教育の情報化
実教出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
梅田恭子編著,齋藤ひとみ編著,髙橋岳之著,

松永豊著,野﨑浩成著,福井真二著

9784407347722

・大学の授業数を意識し、15回ないし30回の講義時間を意識した構成案。　・各章で、目的・要点・理解・実践・
振り返りを明確に記述し、自学自習を促す記述。　・学習者自身の情報活用能力を身につけながら，教員に必
要な力(情報活用指導力)の基礎が身につく。

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

□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6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 1031814520 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814521 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814522 □ □

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

医療従事者のためのリアルワールドデータ
の統計解析 はじめの一歩

金芳堂

著編者名 奥田千恵子著
9784765318020

本書では、統計モデルの解析法を習得する機会がない医療従事者を対象として、主にEZRのメニュー操作を用
いてできるだけ分かりやすく解説。さらに詳しい統計専門書やRプログラミング解説書へと橋渡しすることを目指
した。道筋が見えてさえいれば「千里の道も一歩から」、まず本書の数値例のデータファイルとEZRをダウンロー
ドし、RWD解析の「はじめの一歩」を踏み出そう。

電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の使い方 
第5版

金芳堂 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 後藤敏和著
9784765318174

「高血圧治療ガイドライン2019年版」では、血圧の基準や治療目標値が厳しくなり、さらに病態にあわせより細
かな対応が求められるようになった。そのため、第3章を「高血圧治療ガイドライン2019年版」に合わせた内容
に改訂。症例と降圧薬の使い方（4章～6章）、ここ4年間に新たな作用機序の降圧薬の発売はなく、副作用症
例を含め症例の入れ替え・追加は多くはないが、ガイドラインに合わせ解説は新しいものに変更。

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

ブラック・ジャックの解釈学 内科医の視点
金芳堂 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 國松淳和著
9784765318280

本書は不朽の名作『ブラック・ジャック』（1973-1978）の手塚治虫の描写を可能限り真であるとして徹底的に分
析し、症例検討をした。そうした結果、たとえば荒唐無稽な疾患と思われている回も実は必ずしもそうではなく、
現実に存在するレアディジーズであるかのように肉薄することを可能となった。本書は、それを臨床病跡学ある
いは解釈学的な試みと位置づけ、医学書『ブラック・ジャック』を深く掘り下げたものである。

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

□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6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 1031814523 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814524 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814525 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814526 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814527 □ □

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

電子書籍

¥19,140(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

General Mindで攻める　総合内科で診る内
分泌疾患

中外医学社

著編者名 大塚文男編著
9784498020849

多種多様な症状や所見から病態・病勢を仕分け、鑑別診断を進めるプロセスに有用な内分泌学的思考を理解
できる一冊。頻度の高い疾患から、稀ではあるが重要な病態、そして漢方診療や女性外来を含めた新しい取り
組みまで幅広く取り上げ、最新知見のアップデートにも最適である。総合診療において内分泌の視点をもつこ
と、そして内分泌診療にもジェネラル視点をもつことで、苦手な内分泌分野も得意に変わるだろう。

エキスパートによる生殖領域の外科的手法　
生殖内視鏡と不妊治療のコツ

中外医学社 電子書籍

¥41,250(＋税) □

¥12,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴原浩章編著
9784498160026

生殖医療における外科手術や侵襲的検査は、身体的にはもちろん、精神的な苦痛を強く感じうる。本書では、
内視鏡下手術や子宮鏡、精管造影の検査など、術者の技量で患者の満足度やQOLに大きな差異が出てしまう
これらの手法についてまとめた。執筆陣には、今まさに現場で活躍しているエキスパートを揃え、経験に裏付け
されたコツと知識をできるだけ詳細に解説してもらった。明日からの手技が変わる、叡智が詰まったバイブルで
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。

周産期遺伝カウンセリングマニュアル　改訂
3版

中外医学社 電子書籍

¥24,420(＋税) □

¥7,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
関沢明彦編著,

佐村修編著,四元淳子編著

9784498160064

周産期医療の現場で遭遇することのある疾患について、実際の遺伝カウンセリングの場を想定して解説！クラ
イエントの理解を深めるために使用できる図表資料がパワーアップ。遺伝子情報解析や画像診断技術の進歩
が著しい周産期領域で多職種に活きる実践的知識をまとめた好評書の最新版。

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。

動画で学ぶ！　婦人科腹腔鏡手術トレーニ
ング ～手術経験数より大事なトレーニング
法を知る～

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 磯部真倫編著
9784498160040

身近にTLHを学ぶ機会が無いとあきらめていませんか？ボックストレーニング・SNSを使った遠隔トレーニング
など、off the jobで腹腔鏡手術手技をスキルアップするための実際のメソッドを動画付きでわかりやすく伝授！
環境整備、解剖など術前の準備や指導のポイントも解説。レベル別トレーニングでこれから始める人・より上を
目指す人・指導医の全員に役立つ新時代の婦人科腹腔鏡手術書！

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。

日本排尿機能学会標準用語集 第１版
中外医学社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本排尿機能学会用語委員会編
9784498064348

下部尿路機能およびその障害に関する標準用語集の最新版。International Continence Society (ICS、国際禁
制学会)が出版した標準用語報告書のうちの主な3編に、International Children’s Continence Society (ICCS、
国際小児禁制学会)の1編を加え、学会を代表するエキスパートたちが、これらに準拠して編集した。下部尿路
機能障害の診療・研究に携わる本邦の専門家が、学術活動の場で使用できる共通言語を提供する。

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。

□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6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 1031814528 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814529 □ □

医師・医学生のための人工知能入門
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 北澤茂著
9784498048843

現状のAIは、囲碁の世界王者に勝てるのに東大には合格できない。それはなぜか。1980年代のニューロブー
ムを体験した脳生理学者である著者が、脳と比較しながらAIの基礎・歴史から応用や展望まで解説。平易な語
り口をたどるうち、AIと脳研究の新たなクロスオーバーが見えてくるはずだ。

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。

もう困らない　外来・病棟での腎臓のみかた
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 杉本俊郎著
9784498224582

腎臓専門医であり総合内科医としての経験も豊富な著者が、一問一答形式で腎臓の臨床的な問題点を明確
に示し、平易かつ丁寧に解説。非専門医が外来・病棟の現場で、「腎臓に何が起こっているのか。どう対応すれ
ばいいのか」を適切に判断できるようになることを目指した。簡潔ながらも、腎臓の知識の根幹である腎生理学
的視点から説かれた本書は、実践的に使える深い知識を身にけることができる。明日からの診療に自信が付く
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。

-  38  -

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6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 1031814530 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814531 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814532 □ □

栄養教育論 (Visual栄養学テキスト)（※）
中山書店 電子書籍

¥6,534(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
永井成美編,赤松利恵編,

津田謹輔監修,伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742922

栄養教育の実際を念頭に、真に必要となる理論や技法などを関連づけて解説。一貫した視点で解説されたライ
フステージ別の栄養教育の特徴や、充実した解説の演習問題は必見。

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

応用栄養学 (Visual栄養学テキスト)（※）
中山書店 電子書籍

¥6,534(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小切間美保編,桒原晶子編,

津田謹輔監修,伏木亨監修,本田佳子監修

9784521742915

健康な個人や集団を対象に、複数の科目で学んだ知識を統合し、栄養状態を評価する能力と、より良い栄養状
態にするために科学的・計画的に実践する力を養うテキスト。国民の健康保持や増進、生活習慣病の予防など
の指針となる食事摂取基準の解説のほか、各ライフステージにおける生理的特徴と栄養ケア、スポーツやスト
レス環境、災害などの特殊環境下における栄養学について解説する。

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。

各科スペシャリストが伝授 内科医が知って
おくべき疾患102

中山書店 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮地良樹編
9784521748054

一般内科医（ジェネラリスト）が遭遇し、診断または初期治療をする可能性のある境界領域の102疾患につい
て、11の診療科のスペシャリストが実践的な診断方法・治療のコツなどを見開き2ページで解説する。専門医へ
の紹介のタイミング、初期治療ですべきでないことなど、プライマリ・ケアに特化した内容を記載している。本邦
初の「スペシャリストが書いたジェネラリストのための」単行本。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  39  -

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



医学編 2020年6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 □ □

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。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  40  -

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



医学編 2020年6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 1031814533 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814534 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814535 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814536 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814537 □ □

在宅&病棟でできる！ おむつと排泄の看護
ケア

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
浜田きよ子編著,

吉川羊子編集協力

9784840472043

【おむつケアと排泄ケアをアップデートする！】 むつき庵の「おむつフィッター」が病棟と在宅の看護師に向け
て、おむつケアと排泄ケアのさまざまなノウハウを事例とともに紹介する。看護師と医師・介護福祉士・多職種と
の連携がスムーズになる包括的な視点や医学的知識も身につく。

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

訪問看護がわかる「いま・これから」のKey 
Word

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
宮崎和加子編著,春日広美著,

竹森志穂著,宮田乃有著

9784840472067

【訪問看護の全体像がこの1冊でわかる】 2025年までに訪問看護師を現在の4万人から12万人に増やすことが
国の目標となっている。これから訪問看護をはじめる人もすでに働いている人も、その成り立ちとしくみ、抱えて
いる課題を知り、訪問看護のこれからを考え、実践するきかっけとなる1冊。豊富な図解つき。

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。

眼科スゴ技  緑内障の診断・治療・手術 (眼
科グラフィック 2020年別冊)

メディカ出版 電子書籍

¥39,600(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中澤徹監修
9784840472296

【緑内障診療の基礎から最新知識を一冊に凝縮】 緑内障の初学者から中級者を対象に、緑内障治療に必要な
検査、診断、点眼治療、手術の基本から最新知識まで、第一線で活躍する専門医がわかりやすく解説！レクト
ミーからMIGSまで、エキスパートの手術手技もWEB動画で学べる。

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。

めめ子と学ぶ 新・まるごと眼科入門 (眼科
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

9784840470889

【会話＆ビジュアルで眼科の基本が超わかる！】 押さえておきたい眼科の基本を会話＆写真・イラストたっぷり
の図解でわかりすく解説。「めめ子」と一緒に目の解剖、外来の流れ、検査、病気、器具・機器、点眼薬、眼鏡、
CL、手術などのポイントがすらすら理解できる眼科スタッフ必携の一冊！

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。

著編者名 安川力編

産科エマージェンシー臨床推論
メディカ出版 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

9784840472258

【妊産婦の訴えを早期診断・治療へつなげる！】 いざというとき、妊産婦の訴えから迅速にレッドフラッグを聞き
取り、早期診断へつなげるためには？ 症例を用いて産科での臨床推論を訓練。この一冊で、頭の中に主訴ご
との鑑別疾患の引き出しができ、急変時の観察項目の把握につながる。産科スタッフに必須知識である「母体
安全への提言」の学習にも使える。

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

著編者名 望月礼子著,橋井康二監修

□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6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 1031814538 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814539 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814540 □ □

産婦人科必修　母体急変時の初期対応　第
3版

メディカ出版 電子書籍

¥16,368(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
日本母体救命システム普及協議会／

京都産婦人科救急診療研究会編

9784840471886

【母体救命ベーシックコースのテキスト】 あらゆる職種の周産期医療関係者に標準的な母体救命法を普及させ
ることを目的に設立された「日本母体救命システム普及協議会（J-CIMELS）」が主催する4段階の講習会のう
ち、急変発見から高次施設への搬送もしくは集中治療につなぐまでの母体救命対応を学ぶ「ベーシックコース」
のテキスト。 新たに5シナリオを追加し、全17シナリオ収載。

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。

整形外科 とっても大事な34の手術と周術期
ケア  (整形外科看護 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 津村弘監修
9784840470742

【手術を知れば根拠を持ってケアできる！】 術後合併症や後遺症を理解できないのは手術を知らないから！？ 
整形外科ナース必見の34術式の手術の流れとケアのポイントを一挙大公開。術後ケアにつながる手術操作を
豊富な図・写真とともに解説しているので、根拠を知ってケアに臨める。ベッドサイドで使える薬剤ミニブックも付
いた決定版！

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

産業保健スタッフに必要な疾患の知識と最
新の治療法  (産業保健と看護 2020年春季
増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥10,912(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立石清一郎編著,中谷淳子編著
9784840471541

【両立支援のポイントと疾患の知識を凝縮！】 現在100万人に上るがん患者の3分の1が労働世代にあるとさ
れ、この比率は今後上がることが予測される。がんを含めた疾患の治療と仕事の両立支援の整備において大
きな役割を担う産業保健スタッフに必要な、両立支援のポイントと疾患・治療に関する最新の知識がわかる待
望の書。

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。
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医学編 2020年6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 1031814541 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1031814542 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814543 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814544 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814545 □ □

もっとよくわかる！炎症と疾患
羊土社 電子書籍

¥16,170(＋税) □

¥4,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
松島綱治著,上羽悟史著,
七野成之著,中島拓弥著

9784758122054

疾患を知るうえで避けては通れない【炎症】。関わる免疫細胞やサイトカインが多くて複雑ですが「快刀乱麻を
断つ」が如く炎症機序を整理しながら習得できます！疾患とのつながりについても知識を深められる一冊。

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。

もっとよくわかる！医療ビッグデータ
羊土社 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中博著
9784758122047

がん遺伝子パネルが保険収載され精密医療への流れが加速しています。医療におけるビッグデータとAIを活
用して精密医療の実現をめざす基礎研究者医師製薬・ヘルスケア業界の方のための本邦初のテキスト！

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

茶色い宝石が世界を救う？　病気との関連研究方法から将来の創薬まで腸内細菌の基礎知識を気鋭の研究
者が書き下ろし。医学生命科学食品製薬など健康・疾患にかかわるあらゆる分野におすすめ。

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。

もっとよくわかる！腸内細菌叢
羊土社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福田真嗣編
9784758122061

ゼロから実践する　遺伝統計学セミナー
羊土社 電子書籍

¥19,800(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡田随象著
9784758120920

論文で見たあのプロットが自分でも描ける！遺伝統計学の先端トピック手法の特徴の理解からPython・Rでの
実習まで手元のPCでワンストップで体験できる。ゲノムデータから発見を導く先端研究への招待。

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

ABC　of　臨床コミュニケーション
羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
坂本壮訳,髙橋宏瑞訳,小森大輝訳,

Nicola Cooper編,John Frain編

9784758118705

円滑で正確な情報のやりとりが求められる医療現場。診察を軸に様々な状況で役立つ中心的技術から終末期
など状況ごとの+αまで患者・医師・メディカルスタッフとのコミュニケーションが基礎からわかる1冊です！

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□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6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 1031814546 □ □

足部・足関節痛のリハビリテーション
羊土社 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 赤羽根良和著
9784758102469

痛みや可動域制限の原因同定から治療まで結果を出し続けるエキスパートPTならではの解説が満載！複雑
な解剖も豊富な図・写真でしっかりカバーし初学者はもちろん学びなおしたいPTにもおすすめの1冊です。

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

テキスト界の大ベストセラー！  

マンキュー 経済学シリーズ 

世界各国で読まれているテキスト界の大ベストセラー 
経済学の基礎から学べる初級レベルのテキスト 
情報や経済学やファイナンスの基礎など、よりホットなテー
マも解説 

 マンキュー経済学  I ミクロ編 第4版 

発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784492315194  

商品コード 1031579416 

 マンキュー経済学  Ⅱ マクロ編 第4版 

発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784492315200  

商品コード 1031579417 

 マンキュー入門経済学 第3版 

発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784492315217  

商品コード 1031579418 

【訳者】 足立 英之 

石川 城太 

小川 英治 
地主 敏樹 

中馬 宏之 

柳川 隆 ほか 

※上記3点は、新版の発売にともない、旧版は発売終了となります。ご了承ください。 

経済学の入門テキストの改訂版。ハーバード大
学、シカゴ大学のグローバルエリート候補生もテ
キストとして学ぶほどしっかりしたレベルながら、高
校生にもわかるように懇切丁寧に解説している。 
ミクロ、マクロの主要な章に加えて、失業や税、
為替などもの付論もあり、これ1冊で経済学の
エッセンスをすべて学ぶことができるようになった。 
内容は、マンキュー経済学I、IIの第4版に対応。 

大ベストセラーテキストのマクロ編、最新改訂版
(原書第8版)。 
世界金融危機後、金融規制はどう変わった
か?マクロ経済政策運営はどう変わったか?といっ
た、最新の政策運営、政策論争も取り入れた
解説で、「生きた経済って面白い!」と必ず実感
できる構成に。全7部、18章構成。 

大ベストセラーテキストのミクロ編、最新改訂版
(原書第8版)。 
豊富な図や例を用いて、ミクロ経済学の基礎の
基礎から、情報の経済学、政治経済学、行動
経済学といったフロンティアまで扱う。 
丁寧な解説でテキストにはもちろん、ビジネスマ
ンがもう一度ミクロ経済学をおさらいするのにも
最適。全7部、22章構成。 



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！ 



■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


