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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7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7月 商品コード 1031873738 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873739 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873740 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873741 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873742 □ □

歩行者事故はなぜ起きるのか
東京大学出版会 電子書籍

¥4,455(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松浦常夫著
9784130133159

歩行者事故はいつ、どこで、なぜ起きるのか。長年、交通安全研究・事故統計分析に携わってきた著者が、歩
行者の身体・心理・行動の特性から、道路交通環境、事故防止対策まで、歩行者の安全にかかわるテーマを一
冊にまとめ、広い視点で論じる。

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

日本の鰭脚類 海に生きるアシカとアザラシ
東京大学出版会 電子書籍

¥11,385(＋税) □

¥6,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 服部薫編
9784130602396

海のけものたち――アシカやアザラシなどは海に生きる食肉類、つまりクマやネコの仲間である。かれらはどん
な動物なのか、そしてヒトとはどのような関係なのか。鰭脚類の進化、生態、生理、猟業や獣害問題などについ
て、第一線で活躍する研究者たちが詳述する。

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。

「役に立たない」科学が役に立つ
東京大学出版会 電子書籍

¥3,630(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
エイブラハム・フレクスナー著,

ロベルト・ダイクラーフ著,
初田哲男監訳,野中香方子訳,西村美佐子訳

9784130633758

好奇心と想像力から発見された「役に立たない」科学こそ、私たちの生活に「役に立つ」革新をもたらす――。アイン
シュタインをはじめ多くのノーベル賞受賞者を輩出するプリンストン高等研究所の創立者と現所長による、研究をとり
まく社会に警鐘を鳴らす刺激的なエッセイ。Abraham Flexner (with a companion essay by Robbert Dijkgraaf)、 The 
Usefulness of Useless Knowledge (Princeton University Press、 2017)を翻訳。解説・注やコラムを付す。

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

筋力強化の教科書
東京大学出版会 電子書籍

¥3,630(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石井直方著,

柏口新二著,髙西文利著

9784130537049

「見せる筋肉」「使える筋肉」など筋力トレーニングに纏わる誤った「常識」を正し、基礎知識から実践までを丁寧
に解説。初心者用のトレーニングから中級者への架け橋となる各種の理論とコツ、怪我の予防法までを、理論・
実践・指導・医療の第一人者が伝授する。

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。

科学技術と社会 具体的課題群 (科学技術
社会論の挑戦 2)

東京大学出版会 電子書籍

¥5,775(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
藤垣裕子編,小林傳司編,

塚原修一編,平田光司編,中島秀人編

9784130643122

現代の日本が抱える課題群は、科学技術を抜きに語れないと同時に、それだけでは解決できない社会の諸側
面も考慮する必要がある。さまざまな分野と関連するSTS研究を、個別具体的な課題（メディア、教育、法、ジェ
ンダーなど）ごとに解説し、その広がりを示す。

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。

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 

-  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7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8月 商品コード 1031873743 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年8月 商品コード 1031873744 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年8月 商品コード 1031873745 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年8月 商品コード 1031873746 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873747 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年8月 商品コード 1031873748 □ □

韓国近代小説史 1890-1945
東京大学出版会 電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥8,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金栄敏著,三ツ井崇訳
9784130860604

近代朝鮮の文学、小説の誕生と展開をめぐって、近代とは何かという問いから照らし出す。近代小説の形成
を、西洋的小説（novel）の誕生を基準に論じるのではなく、1890年代以降の朝鮮においてストーリー性を持つ文
学作品がいかに生まれて定着したか、メディアに着目し朝鮮社会の文脈のなかで問い直す。

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。

近世日本の政治改革と知識人 中井竹山と
「草茅危言」

東京大学出版会 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥9,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水光明著
9784130266109

懐徳堂の学主・中井竹山が寛政改革を主導した松平定信に提出した「草茅危言」（そうぼうのきげん）を書誌学
的に分析し、実際に政治をどれくらい動かしたのか、そして政策構想はいかなる背景があったのかを明らかに
する。明治維新史、近世・近代東アジア史の比較思想史に有益な手がかりを提示。

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。

近代日本の統治と空間 私邸・別荘・庁舎
東京大学出版会 電子書籍

¥15,180(＋税) □

¥9,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤信著
9784130362795

東京を中心とする国家統治の空間秩序はいかにして完成したのか。本書は、山県有朋など統治を担うエリート
の活動の場――公的建築、邸宅、別荘、官舎――の変容を辿り、1930年代に政治の中心が東京に収斂してい
く過程を描き出す。膨大な資料を駆使した「政治と空間」研究の最先端。

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

学習環境のイノベーション
東京大学出版会 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内祐平著
9784130513548

アクティブ・ラーニングなど学習思想の進化は、MoocsやICT授業など技術の進化とあいまって、いま学びのか
たちを決定的に変えている。ではそのかたちはどんな内容を学習者にもたしうるのか。第一人者が自らデザイ
ンした事例も交え、理論と実践の双方から解説する決定版。

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。

〈社会的なもの〉の歴史 社会学の興亡 
1848-2000

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 厚東洋輔著
9784130501972

社会学理論の歴史を、1848年二月革命にはじまる〈社会的なもの〉の苦難の歴史とコインの表裏としてとらえ、
二度の総力戦、冷戦、そしてグローバリゼーションなどリスクに満ちた20世紀を駆け抜けた学として、社会学の
アイデンティティ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。

三菱財閥形成史
東京大学出版会 電子書籍

¥14,025(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 武田晴人著,関口かをり著
9784130402934

明治初期から第一次世界大戦期を対象に、三大財閥のひとつ三菱の事業発展について、新たな史料に基づき
明らかにする。岩崎家の奥帳場の存在、海運業、そしてその後の造船業、銀行業の経営発展の検証を通して、
持株会社組織への改組の過程を分析し、三菱財閥の特質に迫る。

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

-  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7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8月 商品コード 1031873749 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年8月 商品コード 1031873750 □ □

人生100年時代の多世代共生 「学び」によ
るコミュニティの設計と実装 (シリーズ超高
齢社会のデザイン)

東京大学出版会 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 牧野篤編
9784130343138

高齢者、子ども、若者、中壮年…あらゆる世代の「居場所」をともにつくる――人間を「人口」として扱う産業・消
費社会の見方でなく、人々が信頼関係のなかで地域社会を創造するという価値観が求められている。「学び」を
通して、新たな共生の考え方や実践を示すケースブック。

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

東大という思想 群像としての近代知
東京大学出版会 電子書籍

¥5,775(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉見俊哉編,森本祥子編
9784130201599

「建学の理念」不在の東大。その姿は、国家の学を担わされながら、欧米の近代知と日本・アジアという足元の
間で格闘してきた群像によって描かれざるを得ない。医学、工学、社会学、政治学、経済学ほか、一線の研究
者が自らの始祖たちの像の素描に取り組んだ論文・エッセイ集。

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

-  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7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9月 商品コード 1031814553 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814554 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814555 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814556 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814557 □ □

熱き経営者、澤田貴司の成功と挫折の半生の物語を追いながら現場重視の改革で地域密着の店舗経営を目
指す新生ファミマの挑戦を描く。

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。

職業、挑戦者 澤田貴司が初めて語る「ファ
ミマ改革」

東洋経済新報社

9784492503096

電子書籍

¥5,280(＋税)

冊子購入確認

□

¥1,600(＋税)

著編者名 上阪徹著

決定版 5G 2030年への活用戦略
東洋経済新報社 電子書籍

¥5,940(＋税) □

2030年のSociety5.0の実現へ向けたカギとなる5G。その特性と利用可能性を、政策担当者が豊富な具体例を
交えて解説。

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

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 片桐広逸著
9784492581162

アフターバブル コロナショック後に何が起こ
るのか

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 小幡績著
9784492396537

巨大バブルの崩壊が始まった！　経済、金融、マーケット、企業経営はどうなるのか？　東洋経済オンライン人
気著者による緊急提言！

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。

Adaptive Markets 適応的市場仮説 危機の
時代の金融常識

東洋経済新報社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アンドリュー・ロー著,

望月衛訳,千葉敏生訳

9784492654897

気鋭の経済学者が、社会生物学、進化心理学などを応用した金融の新理論「適応的市場仮説」を提唱。マー
ケット関係者、必読の書。

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。

世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目
するのか

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 新井均著
9784492503195

国家・企業間の熾烈なグローバル競争をイノベーション力で席捲する秘訣とは。IT業界有数のイスラエル・
ウォッチャーが謎を読み解く

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。

□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7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 1031814558 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814559 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814560 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814561 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814562 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814563 □ □

企業のための新型コロナウイルス対策マ
ニュアル

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 和田耕治著
9784492557969

感染症・健康危機管理の専門家からの緊急提言。BCPのために中小企業だからこそ今すぐにやらなければな
らないこと。

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

誰も知らないカルロス・ゴーンの真実
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
レジスアルノー著,

ヤンルソー著,林昌宏訳

9784492503188

伝説の経営者ゴーンの幼少期からレバノン逃亡までを圧倒的な筆致で描く。英雄はなぜ凋落したのか。一気読
み必至のノンフィクション。

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。

ジム・ロジャーズ 大予測 激変する世界の見
方

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジム・ロジャーズ著,花輪陽子訳,

アレックス・南・レッドヘッド訳

9784492371251

世界三大投資家による衝撃の未来予測。コロナショックは世界をどう変えるのか！？　10時間超のインタビュー
を書籍化、緊急出版！

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。

中国が世界を攪乱する ＡＩ・コロナ・デジタル
人民元

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 野口悠紀雄著
9784492444573

米中貿易戦争の本質はIT化が進んだ未来社会の基本原理をめぐる戦いだ。世界史を振り返りつつ、我々が重
大な岐路にあることを説く。

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。

33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢
栄一の折れない心をつくる33の教え

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 渋澤健著
9784492046630

夢を実現させるために20代で何をすべきか、30代で何を決断すべきかを渋沢栄一の33の教えとして解説する
現代版『論語と算盤』！

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

人はなぜ税を払うのか 超借金政府の命運
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 浜矩子著

消費増税は本当に正しいのか。人気エコノミストが、正しい税と財政のあり方を問うアベノミクスへの最終警告。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□

9784492610633

-  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7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 

-  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7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。

-  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7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 1031873751 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873752 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873753 □ □

至誠一貫の将軍・乃木希典 (最高の日本人
シリーズ)

勉誠出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

- 冊子購入確認

著編者名 北影雄幸著
-

乃木希典は確かに最高の軍人であり、かつまた最高の日本人であった。乃木の信奉した尊王武士道の行き着
いた果てがこの殉死であり、日本史はこの三十三年後の昭和二十年八月にも、驚くほど多くの自決者を出した
が、この自決者も疑いなく天皇に殉じ、国家に殉じた殉皇、殉国の烈士であり、国家が危急存亡の秋を迎える
と、必ずこのように高潔な国士を輩出するのが、この国の歴史の精髄であり、そしてこの歴史の精髄を象徴する
のが乃木希典その人なのである。 ●こちらは電子版のみの刊行となっており、冊子での刊行はございません。

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

七生報国の義士・楠木正成 (最高の日本人
シリーズ)

勉誠出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

- 冊子購入確認

著編者名 北影雄幸著
-

大楠公 楠木正成が歴史の表面に現われたのは、後醍醐天皇のお召しによって笠置の行在所に馳せ参じた元
弘元年（1331）9月から、湊川の合戦で自刃した延元元年（1336）5月までの僅か4年8ヵ月のことである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●こちらは電子版のみの刊行となっており、冊子での刊行はございません。

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

上海におけるプロテスタント 現代中国の都
市と宗教空間をめぐる変遷

勉誠出版 電子書籍

¥16,500(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 村上志保著
9784585210559

急速な経済発展と社会の変化が宗教に与える影響――。国家によって宗教活動に対する様々な制限を受けな
がらも、現代を生きる中国プロテスタントたちの姿を、経済都市上海での豊富なフィールドワークを通して描く。

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。

□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 

-  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7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 1031873754 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873755 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873756 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873757 □ □

結ばれたロープ
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
ロジェ・フリゾン=ロッシュ著,

石川美子訳

9784622088813

モンブラン山群の雪と氷と岩の風景のなかに展開する、若き山岳ガイドたちの物語。悲劇と勇気と連帯に心ゆ
さぶられる永遠の青春小説。

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。

オーケストラ 知りたかったことのすべて
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
クリスチャン・メルラン著,
藤本優子訳,山田浩之訳

9784622088776

基本問題からちょっと気になることまで、世界のオーケストラや楽団員や指揮者のあらゆる情報を満載。ファン
納得間違いなしの楽しい本。

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。

ハンセン病療養所と自治の歴史
みすず書房 電子書籍

¥17,820(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松岡弘之著
9784622088837

病者の隔離と排除を目的とした施設は、連帯と解放の拠点たりうるか。瀬戸内の島で当事者が行動し、社会や
人間を問うた百年の精神史。

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。

スミス・マルクス・ケインズ よみがえる危機
の処方箋

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
ウルリケ・ヘルマン著,

鈴木直訳

9784622088677

経済危機はなぜ起こるのか。経済学の最重要人物スミス、マルクス、ケインズの思想をコンパクトに紹介。経済
学の核心を明らかにする。

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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  11  -

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



人文社会編 2020年7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 1031873758 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873759 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873760 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873761 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873762 □ □

行政法は生活にどう関わっている？　行政の仕組みと役割は？　行政と争うときはどうする？　身近なようでイ
メージのつかみにくい行政法を、事例や図表を豊富に扱い、初めて学ぶ人にもわかりやすく解説。行政法全体
を学び、力をつけられる、入門テキストの第2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。

□

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
野呂充著,野口貴公美著,
飯島淳子著,湊二郎著

9784641150744

行政法〔第2版〕 (ストゥディア)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋税)

憲法の最重要判例50件を易しく丁寧に解説する。事案と判旨のどこにどのように着目すべきかを明確に指し示
し、複雑・難解な事例も《読み解きポイント》《この判決が示したこと》欄で着実な理解に導く。最新の大法廷判決
を含む３件を追加、差し替えた第2版！〈2色刷〉

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

注釈日本国憲法(3) 国民の権利及び義務
(2)・国会　§§25～64

有斐閣 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
長谷部恭男編,川岸令和著,駒村圭吾著,
阪口正二郎著,宍戸常寿著,土井真一著

9784641017986

憲法をめぐる最新の議論を踏まえた注釈書。条文の成り立ちから最新の学説・判例の動向に至るまでを、各条
に即して詳述する。本巻は、全4巻中の第2回配本として、第25条から第64条まで（「第3章　国民の権利及び義
務」の後半と「第4章　国会」）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。

□

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
上田健介著,

尾形健著,片桐直人著

9784641227866

憲法判例50！〔第2版〕 (START UP)（※）
有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋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。

はじめての法律学〔第6版〕 HとJの物語 (ア
ルマＢ)（※）

有斐閣

著編者名
松井茂記著,

松宮孝明著,曽野裕夫著

9784641221604

Hが車でJを轢いてしまうという事件から、ストーリーが展開。憲法・民法・刑法を中心に法律の世界を解説。平
成29年の債権法改正や平成30年の成人年齢改正といった重要改正を織り込み、法曹をとりまく現状にも言及
するなど、近年の動きに対応した。

電子書籍

¥3,740(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

よくわかる税法入門〔第14版〕 (有斐閣選書)
（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三木義一編著
9784641281493

わかりやすい対話形式による税法入門書。はじめて税法を学ぶ人たちに最適。税法総論から所得税・法人税・
消費税・相続税など諸税法を網羅。消費税法等の法改正をはじめとし重要改正、最新の統計資料に対応して、
ますます充実した最新版。

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。

□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7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 1031873763 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873764 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873765 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873766 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873767 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873768 □ □

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

労働法の全体像・要点を学習できる、初学者向けのわかりやすいテキスト。各章冒頭の「MAP」をはじめとする
図表等によりスムーズに学習できる。講義用テキストとしてはもちろん独習にも最適。「働き方改革関連法」施
行、ハラスメント規制など、最新状況に対応。

浜村彰著,唐津博著,
青野覚著,奥田香子著

著編者名
9784641221550

冊子購入確認¥1,900(＋税)

ベーシック労働法〔第8版〕 (アルマB)（※） □¥4,180(＋税)

電子書籍有斐閣

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

第一線で活躍中の弁護士が、その実務を支える技を網羅的に披露。クライアントへの法的アドバイス、受任後
の初動対応、キーとなる類似裁判例の見つけ方・読み方など、使用者側弁護士として押さえるべきポイントが
わかる。労働法実務初心者の必読書。

岡芹健夫著著編者名
9784641243262

冊子購入確認¥3,800(＋税)

労働法実務　使用者側の実践知　　
Lawyers' Knowledge

□¥12,540(＋税)

電子書籍有斐閣

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

「どうして独禁法違反行為は規制されるのか」「規制の全体像はどうなっているのか」等を、豊富なCaseを用い
てじっくり解説。第5版では、確約手続の導入、課徴金制度の見直しといった令和元年改正や、各種ガイドライ
ンの創設・改定などに対応。

川濵昇著,瀬領真悟著,
泉水文雄著,和久井理子著

著編者名
9784641221413

冊子購入確認¥2,100(＋税)

ベーシック経済法〔第5版〕 独占禁止法入門 
(アルマB)（※）

□¥4,620(＋税)

電子書籍有斐閣

民事執行・保全法〔第6版〕 (アルマS)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名
上原敏夫著,

長谷部由起子著,山本和彦著

9784641221536

民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説したテキストの最新版。民事執行法・民事執行規則、ハーグ条約
実施法等の令和元年改正などに対応。コラムも新たな内容を大きく反映した。従来どおりコンパクトながら索
引・リファレンスも充実。学習用に最適な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。

民法7　親族・相続〔第6版〕 (アルマS)（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
高橋朋子著,

床谷文雄著,棚村政行著

9784641221611

ケース、Column（新しいテーマ）、Web（横断的解説）、図等を駆使して親族・相続法をわかりやすくかつ立体的
に解説。配偶者居住権の創設、一部分割など遺産分割や遺留分制度の見直しといった平成30年相続法重要
改正に対応した。〈2色刷〉

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

民法Ⅴ〔第2版〕 (LEGAL　QUEST)（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,380(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
橋本佳幸著,

大久保邦彦著,小池泰著

9784641179431

好評のリーガルクエストシリーズ。制度の基本的枠組みや判例準則の内容、それらの基礎にある考え方を丁寧
に解説。豊富なコラム・判例紹介欄も特長。旧版執筆時以降の重要判例や法改正の内容を織り込み、より一層
内容を充実させた最新第2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。

-  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7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 1031873769 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873770 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873771 □ □

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

戦前期を中心に扱う日本政治史のテキスト。私たちが暮らすこの日本は、どのように形作られてきたのだろう
か。幕末・維新期以来の日本政治の歩みをたどりながら、現代日本の来歴を学ぶ。史実を学ぶことはもちろん、
歴史的リテラシーを高めるための一冊。

清水唯一朗著,
瀧井一博著,村井良太著

著編者名
9784641150706

冊子購入確認¥2,100(＋税)

日本政治史 現代日本を形作るもの (ストゥ
ディア)（※）

□¥4,620(＋税)

電子書籍有斐閣

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

包括的支援体制構築へ向けて、自治体が、地域住民や多様な機関との協働による地域福祉をいかに実現す
るかが求められている。本書はそのための手段として自治体行政による「地域福祉マネジメント」を提唱し、理
論的解説と事例研究により、その可能性を明らかにする。

平野隆之著著編者名
9784641174573

冊子購入確認¥2,600(＋税)

地域福祉マネジメント 地域福祉と包括的支
援体制（※）

□¥5,720(＋税)

電子書籍有斐閣

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

さまざまな社会福祉の課題をヒューマンニードの視点からとらえなおし、複雑な社会福祉政策の仕組みを明快
に整理する基本テキスト。新課程の「社会福祉の原理と政策」に対応するため内容を大幅に入れ替え、近年の
法改正の動きや統計データの更新を盛り込んだ。

坂田周一著著編者名
9784641221598

冊子購入確認¥2,200(＋税)

社会福祉政策〔第4版〕 原理と展開 (アルマ
S)（※）

□¥4,840(＋税)

電子書籍有斐閣

-  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7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 1031873772 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873773 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873774 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873775 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873776 □ □

官僚制の思想史 近現代日本社会の断面
吉川弘文館 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中野目徹編
9784642038935

近現代日本社会を形作った一つの編成原理、官僚制。官吏はどのような意識のもとで職務に従事し、そのため
の専門知や経験知を形成してきたのか。また、彼らの行動規範について官界の内外でいかに議論がされてき
たのか。幕末維新期から昭和戦後期までを対象に、その思想的側面を探る。官僚制をめぐる問題が連日取り
上げられる今こそ注目したい一書。

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

中近世の地域と村落・寺社
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 深谷幸治著
9784642029636

中近世移行期における地域社会はどのような歴史を歩んできたのか。近江の琵琶湖周辺や摂河泉の村々に
残された古文書と景観などから、村落と寺社との関わりを丹念に分析。村落内で宗教的な面だけでなく、領主と
の仲介や隣村との境界・利用に関する争論の際に影響力を行使した地域寺社の実態を浮き彫りにし、近世へ
と続く村落の体制をも解き明かす。

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。

沖縄米軍基地全史 (歴史文化ライブラリー 
501)

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 野添文彬著
9784642059015

在日米軍基地面積の七割以上が存在する沖縄。なぜ米軍基地が沖縄に集中し、今日まで維持されてきたの
か。沖縄戦から現在に至るまでの通史を描き出し、各時期の東アジアの安全保障体制のなかで米国・日本・沖
縄社会が基地をいかに位置付けてきたかを検討する。普天間基地移設や日米安保など、いまだ課題を多く残
す問題の歴史的淵源を知るための好著。

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。

享徳の乱と戦国時代 (列島の戦国史 1)
吉川弘文館 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 久保健一郎著
9784642068482

15世紀後半、上杉方と古河公方(こがくぼう)方が抗争した享徳(きょうとく)の乱に始まり、東日本の地域社会は
戦国の世へ突入する。室町幕府の東国対策、伊勢宗瑞の伊豆侵入、都市と村落の様相、文人の旅などを描
き、戦国時代の開幕を見とおす。

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。

近世武家社会の形成と展開
吉川弘文館 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 兼平賢治著
9784642034999

慶長・元和期以降、平和が続き支配体制が整っていく17世紀、武家社会はいかに転換していったのか。政治理
念転換の画期とされる四代将軍家綱の政権期に注目し、盛岡藩をはじめ東北諸藩の藩政を題材に追究。殉死
禁止令やお家騒動、大名の離婚や馬の売買、直訴と目安箱の設置などを分析し、武家社会が形成されていく
過程と到達点を解き明かす。

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

□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7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 1031873777 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873778 □ □

テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編
吉川弘文館 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤信監修,新古代史の会編
9784642083850

日本古代史を学ぼうとする人にその魅力を伝えるべく、気鋭の研究者が集い執筆した恰好の概説書。戸籍や
土地制度、宗教や文化、「記紀」をはじめとする古代の史料などについて、研究の蓄積や最新の成果にふれつ
つ項目別にわかりやすく解説。近年注目の交通史や災害史、女性史も取りあげる。授業のテキストにも最適
な、古代史研究の魅力がつまった一冊。

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。

テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編
吉川弘文館 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤信監修,新古代史の会編
9784642083843

日本古代史を学ぼうとする人にその魅力を伝えるべく、気鋭の研究者が集い執筆した恰好の概説書。古代王
権の成立と展開、律令制のしくみ、天皇制や貴族の登場、遣唐使など、政治や外交に関わる主要なテーマを、
研究の蓄積や最新の成果にふれながらわかりやすく解説。項目別にまとまり、授業のテキストにも最適な、古
代史研究の魅力がつまった一冊。

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。

-  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7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 1031873779 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873780 □ □

ハイデガーの主著『存在と時間』は二十世紀最大の哲学書である。しかしそれは未完成のまま終わった。今私
たちが手にできるのは、予定されていた半分に過ぎない。その公刊された後半部、すなわち第二篇は難解をき
わめ、専門的な研究すら行き届いてはこなかった歴史がある。本書はこの研究上の欠を埋める。そして新しい
知見をもとに、哲学の地平を一変させた大著を読みなおす。

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。

『存在と時間』第2篇評釈 本来性と時間性（※）

岩波書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 須藤訓任著
9784000237437

農業経済学 第5版（※）
岩波書店 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荏開津典生著,鈴木宣弘著
9784000289221

世界の食料問題から日本農業の問題まで、農業・食料に関わる疑問・関心は多岐にわたる。その理解のため
には、食料・農業・農村の「実態に関する知識」と、考えを進めるための「経済学的な理論」とが必要である。第5
版では最新のデータを用いて、こうした「知識と理論を組み合わせた体系」である農業経済学を基礎から学ぶ。

冊子を購入または
発注の場合は、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7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 1031873781 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873782 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873783 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年8月 商品コード 1031873784 □ □

スーパービジョントレーニング（※）
学文社 電子書籍

¥11,990(＋税) □

¥3,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジェーン・ワナコット著,野村豊子訳,
片岡靖子訳,岡田まり訳,潮谷恵美訳

9784762030116

多くの対人援助専門職に刺激を与え、思考を柔軟にし、スキルの向上と成長を促進するためのスーパービジョ
ン実践に貢献することを目的に邦訳された待望の一冊。本書は、日々、クライエント、家族、組織、地域への支
援にかかわりながら模索する対人援助専門職であるスーパーバイジーと共に歩むスーパーバイザーにとって、
スーパービジョンの視野を広げ、双方の成長を確かなものとするはずである。

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
日本マーケティング・リサーチ協会監修,
島崎哲彦編著,大竹延幸著,小須田巖著

9784762029851

実務経験2～3年程度のマーケティング・リサーチ従事者を対象に、経験が不足している領域の基礎的知識を補
い、経験から得た断片的知識を含めて、マーケティング・リサーチの体系的知識を整理・習得することを目標と
する基礎テキスト。分析・解析手法の土台となる基礎知識について、事例を数多く用いて、わかりやすく解説。こ
れからマーケティング・リサーチを学ぼう、従事しようとする方だけでなく、基礎知識を再確認したい方にも役立
つ内容。

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

マーケティング・リサーチに従事する人のた
めのデータ分析・解析法（※）

学文社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,000(＋税)

マーケティング・リサーチに従事する人のた
めの調査法・分析法（※）

学文社 電子書籍

¥10,890(＋税) □

冊子購入確認

著編者名
日本マーケティング・リサーチ協会監修,

島崎哲彦編著,中山厚穂著,大竹延幸著,鈴木芳雄著

9784762029868

実務経験4～5年程度で、基礎編となる『マーケティング・リサーチに従事する人のための調査法・分析法─定量
調査・実験調査・定性調査の調査法と基礎的分析法─』に記載した調査法・分析法の基礎的知識を習得した人
を対象に、よく利用される調査データの高度な分析・解析法の習得を目標に編集。 また、読者の理解促進のた
めに、事例を数多く用い、これから多変量解析や時系列データの分析を学ぼう、用いてみようとする方にも、よ
りわかりやすく、理解できるよう工夫した。

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

9784762029547

社会人としての経験、ストレングス（強み・長所）を活かし、精神保健福祉士（PSW）になることの魅力と可能性を
紹介。また、精神保健福祉士を目指す方が、誠実な学びを積み重ねるとともに、精神保健福祉の課題のある本
人や家族に対して、真摯に取り組むためにはどのようにしたらよいのか、その問いに答えていく。資格等の解説
だけでなく、精神保健福祉士たちの経験談や、精神障害のある本人や家族のコラムも掲載。

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

現代版社会人のための精神保健福祉士
(PSW)（※）

学文社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青木聖久編著,田中和彦編著

□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 

-  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7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 1031814547 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814548 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814549 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814550 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031814551 □ □

寡占企業と推測的変動
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥12,980(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹中康治著,小林信治著
9784766426649

携帯電話や自動車、航空産業といった寡占市場の分析において、大きな役割を果たす「推測的変動」（ある企
業が生産活動を変化する際に、ライバル企業がどう反応するか予想を示す理論）について、その理論モデルを
構築するとともに、日本の軽自動車産業への実証分析を試みる。

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

慶應義塾大学東アジア研究所叢書　アジア
的空間の近代　知とパワーのグローバル・ヒ
ストリー

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥16,720(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山本信人編著
9784766426632

▼19世紀半ば以降、ヨーロッパとアジアで主権国家の再編と資本主義化が同時並行的に発生し、近代的アジ
ア空間が形成された。▼その裏で展開された「英蘭―東南アジア―中国―日本」という知とパワーのダイナミッ
クな流れを読み解く注目の書。

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。

自由なき世界　下　フェイクデモクラシーと新
たなファシズム

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
ティモシー・スナイダー著,

池田年穂訳

9784766426663

格差がファシズムを呼び寄せる。ヨーロッパにおける相次ぐ右派政権の誕生、イギリスのEU離脱、アメリカのト
ランプ大統領誕生。西側を結束させてきた民主主義の価値観は、いまなぜ動揺し、世界は混乱しているのか。
新たなファシズムの台頭に警鐘を鳴らす。

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。

われわれが災禍を悼むとき　慰霊祭・追悼
式の社会学

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福田雄著
9784766426540

災禍という不条理に遭い、大切な人々を失い、遺される者たち。被災者や遺族、支援者や宗教者らは繰り返し
集い、祈りを捧げる。東日本大震災、スマトラ島沖地震の被災地における儀礼をあとづけ、人々が苦難と向き合
う軌跡を辿る。

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

自由なき世界　上　フェイクデモクラシーと新
たなファシズム

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,700(＋税)

著編者名
ティモシー・スナイダー著,

池田年穂訳

9784766426656

□

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

ロシアはなぜクリミアに侵攻したのか。法の支配を無効化し、民主主義を混乱に陥れ、歴史を葬り去る「永遠の
政治」。プーチンによる「永遠」の体制は、純潔無垢なるロシアの復活を唱え、EUの破壊を画策し、遂にはウクラ
イナの混乱に乗じてクリミアを併合する。

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 

-  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7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 1031814552 □ □

採用のストラテジー
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中村天江著
9784766426724

人材の“Buy　and　Make”の新たな戦略モデル！未曾有の人材獲得難を突破するには、新たな方法論が必要
だ。分断された日本の外部労働市場と内部労働市場を「ホィール」によって結合し、繰り返しの中で採用力を高
めていく。新卒、中途、パート採用からアメリカ企業・フランス企業のタレント獲得までを網羅した総合研究。

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

-  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7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 1031873785 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873786 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873787 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873788 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873789 □ □

最新教育原理 第2版（※）
勁草書房 電子書籍

¥7,040(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安彦忠彦編著,石堂常世編著
9784326251421

2020年度より、小・中学校、高等学校において新学習指導要領が順次実施される。教育原理の基礎知識を平
易に解説し好評を博した初版に、学習指導要領で新たに加わった要素を補足しアップデート。最新の教育課
題、歴史的事項、臨床的問題を取り扱う。教育学を学ぶ人、教職を志す人のための入門書として最適。

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。

政策はなぜ検証できないのか 政策評価制
度の研究

勁草書房 電子書籍

¥14,410(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西出順郎著
9784326302918

なぜ政策評価制度は機能しないのか。これまで、政策評価は身内による「お手盛り」と批判されつつも、その因
果メカニズムは明らかにされてこなかった。本書では、評価に従事する行政職員の意図から実際の評価結果に
至るまでの制度運用を解明し、このような運用がなされる要因を明らかにして、評価が歪んでいく構造を実証す
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。

分析哲学 これからとこれまで (けいそうブッ
クス)

勁草書房 電子書籍

¥8,030(＋税)

冊子購入確認

著編者名 飯田隆著

私がしているのは分析哲学だと、他人ならば言うだろう。しかし私自身は、自分がしているのはただの哲学だと
思っている。──英米哲学の第一人者が、幅広い視野と深い洞察のもとに自らのよって立つ哲学のバックボー
ンと今後の展望を示したエッセイの数々を、著者本人の構成によって収録。哲学という営みを深く捉える強靭な
思索を示す。

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。

9784326154661

□

¥2,500(＋税)

実験哲学入門（※）
勁草書房 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木貴之編著
9784326102822

主に質問紙調査などによって、哲学の問題に関する人々の直観を明らかにする実験哲学。経験的手法による
既存の哲学理論の検証や、哲学的な問題を考える際の心のメカニズムの解明、従来の哲学研究の方法論そ
のものの問い直しなど、多様な方向性を持つ。認識論、言語哲学など各分野の代表的な研究を紹介し、課題と
可能性を展望する。

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

平和学入門１ 平和を理解するための思考
のドリル（※）

勁草書房 電子書籍

¥8,030(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 多賀秀敏著
9784326302895

平和学は、戦争、貧困、開発、人権といった様々なテーマが関係する分野である。本書ではこのような国際関
係論のテーマと平和学を関連づけ、平和学の歴史、そして平和や戦争をどのように理解するべきなのかを、初
学者にもわかりやすく説明し、さらに行動学としての平和学、すなわち、平和構築方法論のエッセンスを提供す
る。

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

勁草書房 

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1031873790 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873791 □ □

実務解説 行政訴訟 (勁草法律実務シリー
ズ)（※）

勁草書房 電子書籍

¥15,290(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大島義則編著
9784326403769

取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、非申請型義務付け訴訟、申請型義務付け訴訟、差止
訴訟、当事者訴訟、住民監査請求・住民訴訟の類型ごとに、制度概説に加えて、訴状や準備書面で実際に起
案することになる訴訟要件論や本案論に関する詳細な解説を展開。弁護士等実務家がハンドブックとして手元
に置くべき本格書。

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

ナッジ！？ 自由でおせっかいなリバタリア
ン・パターナリズム

勁草書房 電子書籍

¥8,030(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 那須耕介編著,橋本努編著
9784326550845

「個人の自由な選択」を妨げることなく、愚行には歯止めを、賢明な行動には支援を？　肥満の解消、婚活のサ
ポート、個人情報の保護、民主政の活性化……。世界の袋小路を切り抜ける仕掛けを示すスマートな戦略の宝
庫、いま注目の「ナッジ」と「リバタリアン・パターナリズム」の光と影を、過去・現在・未来にわたって解き明か
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。

-  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7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 1031873792 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873793 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873794 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873795 □ □

入門　アメリカ法 <第4版>（※）
弘文堂 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸山英二著
9784335358241

アメリカ法の基礎を知るための入門書、内容充実の最新版！　アメリカの法制度の特徴と民事手続・契約法の
標準的知識をわかりやすく解説。法令や判例の変更を反映させ、変貌し続けるアメリカ法の全体像に迫る。新
しい情報を盛り込む際に、現時点ではすでに廃止されている過去の制度にもふれ、現行制度の理解をより深め
られるよう工夫。判例や事例等を随所に織り込み詳細に解説して、実務のニーズにも応えるコンパクトな入門
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。

プレステップ宗教学 <第3版>（プレステップ
シリーズ8）（※）

弘文堂 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石井研士著
9784335001529

最強の宗教テキストが最新版にアップデート！　無宗教と公言しながら、神社で初詣、キリスト教会で結婚式、
寺院で葬式と、人生の節目に宗教を欠かさない不思議な日本人。「人間にとって宗教とはなにか」を豊富な事
例をもとにテーマ別に考察する本書は、多くの大学でテキスト採用されています。QRコードからスマホで映像を
楽しんだり、各種データにアクセスしたりと、書籍の常識を超えるサービスも充実しています。

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。

プレステップ経営学 <第2版>（プレステップ
シリーズ5）（※）

弘文堂 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 北中英明著
9784335001505

人生100年時代、経営を学ぶことは人生を変えること！　企業で働く上で不可欠な知識を、大学生の目を通して
学べると大好評のテキストを11年ぶりに大改訂。「人生100年時代」に合わせて2章を新設し、経営の基礎知識
に加えて「働き方改革」「コーポレートガバナンス」「SDGs」など就活に直結するキーワードも追加しました。

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。

弘文堂 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税)

プレステップ政治学 <第3版>（プレステップ
シリーズ1）（※）

冊子購入確認

著編者名 甲斐信好著
9784335001512

グローバルに活躍するなら政治の知識が必須の時代！　選挙や増税といった身近な問題から、日本が今後ど
こへ向かおうとしているのか、世界の中で日本はどうあるべきか、などの大局的な視点まで、自分で考え、判断
するために必要な知識と問題点を整理。日本政治と国際政治の重要なテーマが理解できる。

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。

□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7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 1031873796 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873797 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873798 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873799 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年8月 商品コード 1031873800 □ □

9784502316715

企業価値評価（バリュエーション）を英語・日本語の2カ国語で解説するものです。コンパクトにまとまっていなが
らも、バリュエーションを学ぶ大学生・大学院生の入門テキストとしては十分な項目を網羅し、社会人の皆さん
にも大いに役立つ内容です。海外との取引が多い方、上司・同僚・部下が日本人ではない方、M&Aの実務に携
わっている方など、バリュエーションをバイリンガルに使いこなしたいならこの1冊でOK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。

対訳英語で学ぶバリュエーション入門
中央経済社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 本合暁詩著

著編者名 本合暁詩著
9784502302015

ファイナンスの基本的な知識を、英語・日本語の2カ国語で解説するものです。コンパクトにまとまっていながら
も、ファイナンスを学ぶ大学生・大学院生の入門テキストとしては十分すぎる項目を網羅し、社会人の皆さんに
も大いに役立つ内容です。海外との取引が多い方、上司・同僚・部下が日本人ではない方、外資系企業に勤務
する方など、英語でコーポレートファイナンスを学びたいならこの1冊で大丈夫です。

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。

知識ゼロから始めるBCP（事業継続計画）策定の教科書！　わが国では近年、たび重なる災害により甚大な被
害を受けるリスクが益々高まっており、企業には事業継続を目的とした事前の対策を計画すること（BCP）が求
められています。本書は、小規模事業者と中小企業の経営者の方々がBCPでするべきことをていねいに解説し
ています。物語でBCPの本質を理解し、読後は皆さんの会社オリジナルのBCPの完成までを実現します。

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。

対訳英語で学ぶコーポレートファイナンス入
門〈第2版〉

中央経済社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥3,000(＋税)

中小企業と小規模事業者のBCP導入マニュ
アル

中央経済社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

冊子購入確認

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阿部裕樹著

冊子購入確認

著編者名 安藤崇著
9784502331510

環境経営やCSR/CSV経営を精力的に展開する企業が増えています。しかし「企業はなぜ社会環境問題に取り
組むのか」という問題は体系的には明らかにされていません。また「企業はどのようにして社会環境問題に取り
組むのか」という技術的な問題もあります。この2つの問題に対して、企業システムの設計と活用の両面から答
えようとするもので、なかでもその根幹をなす環境マネジメント・コントロール・システムに着目します。

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。

9784502338816

税法がわかる30話
中央経済社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阿部徳幸著
9784502330612

日々の買い物では消費税、毎月の給料に対しては所得税、起業すれば法人税･･･、私たちにとって身近な存在
である税金を定める法制度でありながら、学ぼうとすると難しさが先に立つのが税法です。本書は、その入り口
となるよう、枝葉にあえて立ち入ることなくエッセンスを解説しています。30のテーマを設定し、リラックスして一
読していただければ、無理なく基礎から応用へ進んでいくための第一歩となるよう執筆されています。

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

環境マネジメント・コントロール
中央経済社 電子書籍

¥12,925(＋税) □

¥4,700(＋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 

-  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7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7月 商品コード 1031873801 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873802 □ □

機構学 新装版
森北出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岩本太郎著
9784627668928

さらに親しみやすくなった定番のテキスト。標準的かつコンパクトな内容で、初学者向け入門書として最適。 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。

難しい抽象論や測度論を使わず、大学1年までの知識で学べる、「確率過程」の入門書！ 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

入門 確率過程
森北出版 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹居正登著
9784627094413

□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7月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1031873803 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873804 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873805 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873806 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873807 □ □

Japanese Linguistics （日本語学）　【The 
Japanese Language（英語で学ぶ日本語学）Ｉ】

朝倉書店 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Mark Irwin著,

Matthew Zisk著

9784254516814

全編英文の日本語学の教科書。　〔内容〕Phonology & Phonetics／Grammar & Syntax／Orthography & Writing
／Lexicon & Word Formation／Language & Society／Language Contact & Dialects／Education、 Research & 
Policy

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

『世説新語』で読む竹林の七賢　【漢文ライ
ブラリー】

朝倉書店 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大上正美著
9784254515893

五世紀中国の小説集『世説新語』で描かれた魏・晋朝の個性豊かな知識人「竹林の七賢」たちの人生と思想
を、正確な現代語訳と豊富な語釈とともに丁寧に解説する。　〔内容〕阮籍／ 嵆康／山濤／劉伶／阮咸／向秀
／王戎／七賢の諸子たち

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

弟子の視点から読み解く『論語』　【漢文ライ
ブラリー】

朝倉書店 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 謡口明著
9784254515886

日本人になじみ深い『論語』を、孔子の弟子という新しい視点から漢文で読む入門書。孔門の十哲および子張・
曾子・有子の13人を取り上げ、そのひととなりが鮮やかに描かれるエピソードを精選、書き下し・現代語訳・語
釈・解説を収録した。

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。

ウナギの科学　【シリーズ〈水産の科学〉 2】
朝倉書店 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 塚本勝巳編著
9784254485028

滋養強壮によい食べ物として珍重される一方で、いまだ謎に包まれているウナギについて、文化史や生態、漁
業・養殖、資源の保全などさまざまな側面から解説。　〔内容〕人とウナギ／回遊／産卵／漁業／国際取引と国
際規制／養殖／栄養／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。

ブリ類の科学　【シリーズ〈水産の科学〉 1】
朝倉書店 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 虫明敬一編著
9784254485011

縁起の良い出世魚の代表として日本で古くから食されてきたブリについて、文化史や生態、養殖技術などさまざ
まな側面から解説。　〔内容〕日本人の食文化／ブリ漁の歴史／生態／天然種苗と人工種苗／栄養／加工と利
用／流通・価格／他

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



理工学編 2020年7月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年6月 商品コード 1031873808 □ □

アディクションサイエンス
朝倉書店 電子書籍

¥24,420(＋税) □

¥7,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮田久嗣編著,高田孝二編著,
池田和隆編著,廣中直行編著

9784254520255

アルコール健康障害対策基本法の制定やIR推進法案の可決等により、社会的関心が高まっている依存症・嗜
癖（アディクション）について、基礎研究の最前線の姿を伝えるとともに臨床実践のあるべき姿を探る。　〔内容〕
1．薬物依存研究の基礎（薬物自己投与、薬物弁別等）／2．基礎研究の展開（神経機構、脳機能解析等）／3．
依存・嗜癖問題の諸相（アルコール、ギャンブル、インターネット等）／4．治療と回復の取り組み：臨床医の立場
から（薬物療法、認知行動療法等）

冊子を購入または
発注の場合は、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7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7月 商品コード 1031873809 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873810 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873811 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873812 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873813 □ □

つなげば動く！ Pythonふりがなプログラミン
グ パターン文例80

インプレス 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
リブロワークス著,

株式会社ビープラウド監修

9784295009207

本書では、 ふりがなプログラミングの解説手法はそのままに、その先の自力でプログラムを組み立てるために
必要な知識を得られるものを目指します。本書では、ファイル、テキスト、画像、CSV、Excelファイルの文例を80
程掲載。 各文例を組み合わせることで、プログラムがどういう仕組みでできているのかが理解でき、自ずと自力
でプログラムを組み立てられるようになります。

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。

ゼロからはじめるテレワーク実践ガイド ツー
ルとアイデアで実現する「どこでも仕事」完
全ノウハウ

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 田口和裕著,森嶋良子著
9784295009191

読者対象は、一般のビジネスパーソン。テレワークをはじめるにあたり知っておきたい情報、安全対策やモチ
ベーションを保つコツなどを紹介します。ビジネスチャットやオンライン会議ツールなど便利なアプリやサービス
も紹介しますが、使い方の手順は従とし、それらをどう役立てるかというノウハウを主としています。1・2章では
株式会社テレワークマネジメント代表の田澤由利氏に取材し、識者としての意見を伺い、また、約180名を対象
にしたアンケートも行いリアルな声を集約してます。

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。

徹底攻略ディープラーニングE資格エンジニ
ア問題集

インプレス 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小縣信也共著,斉藤翔汰共著,

溝口聡共著,若杉和幸共著

9784295009184

【ディープラーニングE資格】とは、JDLA(一般社団法人 日本ディープラーニング協会)が実施する【G 検定】の上
位資格にあたり、「ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装できる能力を持つこと」を認
定するエンジニアのための資格です。本書はJDLAが公開するシラバスに沿って章を構成し、実際に出題された
問題から想定して作成した演習問題で習熟できます。巻末章に本番試験と同様の出題構成にした擬試験問題
(総仕上げ問題)1 回分も収録し、受験直前の仕上げまでをサポートします。

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

イモヅル式 ITパスポート コンパクト演習
インプレス 電子書籍

¥4,224(＋税) □

¥1,280(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石川敢也著
9784295009177

「項目の出題頻度や最近の出題傾向に配慮しながら、多くを学べる良質な過去問を厳選。」、「厳選した過去問
群を、記憶に残りやすいようにグルーピング、配列。」、「提示した過去問から学べる事柄を、わかりやすく、記憶
に残りやすいように集約」、「適切な復習対象を示す」の4点に注力した内容のポケットサイズ版の解説書になり
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。

できるキッズ　スクラッチでゲームをつくろ
う！　楽しく学べるプログラミング

インプレス 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
三橋優希著,

できるシリーズ編集部著

9784295009160

本書は読者がプログラミングに親しみ、コンピュータを折り紙や工作のように扱えるようになることを目的として
います。著者はホームスクーリングで Scratch を独学で学び、その後さまざまな言語を習得、現在は高校生SE
としても活躍。また、N高のプログラミング教室「N Code Labo」で Scratch の講師を務めています。また、内容を
進行するキャラクターのイラストは「NHK きょうの料理」のロゴ、キャラクターを提供している、かなざわまこと氏と
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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

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



理工学編 2020年7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7月 商品コード 1031873814 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873815 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873816 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873817 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873818 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873819 □ □

理工系のための微分積分学
近代科学社 電子書籍

¥6,072(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
神谷淳著,生野壮一郎著,

仲田晋著,宮崎佳典著

9784764960107

本書では、1変数関数から多変数関数までの微積分学を解説しています。特に、陰関数定理、拘束条件付き極
値問題、多変数関数のテイラー展開、重積分の変数変換、広義積分、空間図形の体積・曲面積など、理工系学
生がつまずきやすい題材を、例題と演習問題を交えながら詳述します。 ※本書は、2006年に講談社サイエン
ティフィクから発行された『理工系のための解く！微分積分』を再編集し、発行したものです。

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。

最適化問題入門 (Pythonによる問題解決シ
リーズ 2)

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 ⼩林和博著
9784764906143

本書では最適化問題に焦点を当て、解き方が分かっている典型的な最適化問題（ナップサック問題や巡回セー
ルスマン問題など）を組み合わせ、Pythonパッケージを用いるプログラミングに落とし込んで解へと導く。パッ
ケージとしてPyomoやPICOSなどを、Pythonで最適化問題を解くためのモデリング言語としてPuLPを使う。それ
らのツールの使い方はもちろん、解法プログラムについても丁寧に解説する。

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

相関係数 (統計スポットライト・シリーズ 4)
近代科学社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 清水邦夫著
9784764906136

相関係数とは2つの確率変数の間の相関（類似性の度合い）を示す統計学的指標をいう。本書ではPearsonの
相関係数およびそれから派生もしくは発展した概念の理解や、手法の適用範囲を理解する助けとなるように、
式の導出過程や手法が持つ諸性質を丁寧に解説している。確かな理論的裏付けのもと、相関係数を使用して
得た解析結果について自信をもって述べることができるようになることが、本書を読み進める上での目標とな
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。

できるOutlookパーフェクトブック 困った！＆
便利ワザ大全 2019/2016/2013＆Microsoft 
365対応

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
三沢友治著,

できるシリーズ編集部著

9784295009214

Outlookの基本から活用方法まで網羅。今、ビジネスで必要なスキルが身に付きます。①一部のワザに解説動
画付き。②カバー裏にショートカットキー早見表付き。③ビジネス向けのテーマに特化した章の『Microsoft 
Exchange』を使った予定表や、タスク、連絡先などをチームで共有・管理するワザを網羅。④利用者が急増して
いるTeamsとの連携ワザも入れ、最近の流行やユーザーの実情も踏まえた書籍となっています。

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

できるMicrosoft 365 Business/Enterprise対
応

インプレス 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
株式会社インサイトイメージ著,

できるシリーズ編集部著

9784295009221

数あるMicrosoft365の管理運用の基礎的なことから、 テレワークでの業務に役立つデータ共有やコミュニケー
ションといった実践的なことまですぐにわかります。本書ではワークスペースの追加やチャネルの作成、メンショ
ンの方法などの基本を丁寧に紹介します。Microsoft Teamsの内容を充実させ、昨今のテレワーク需要にも対
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。

Pitch ―ピッチ― 世界を変える提案のメソッ
ド

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 Open Network Lab著
9784295009139

シリコンバレーでは、スタートアップが投資家に資金調達を目的に、1～5分の短時間で「ピッチ」とよばれるプレ
ゼンをするのが主流です。本書は、日本初のスタートアップ・アクセラレーターの Open Network Lab(株式会社
デジタルガレージ)による、ピッチとその背景にあるビジネスの作り方・磨き方を具体的に記した書籍です。この
ピッチづくりのプロセスを細部にわたって具体的に紹介することで、起業家を志す人や新しいプロジェクトを始め
たい人にとって役立つものとします。

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。

-  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7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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

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。

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)

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

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
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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7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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

冊子を購入または
発注の場合は、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。

「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。

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
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理工学編 2020年7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 1031873820 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873821 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873822 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873823 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873824 □ □

ゆるます！　ざせつしない微分積分（※）
オーム社 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菊地唯真著
9784274224362

この本は、微分積分の基礎について「意味」に着目して説明する入門書です。個性豊かなキャラクターたちがゆ
るーく会話をしながら、単に問題を解くだけではなく計算の意味を追求していきます。気楽なプライベートレッス
ンを受ける感覚で楽しみながら、微分積分とはなにかという本質が掴めます。「いますぐテストで点を取りたい」
という方には不向きですが、「きちんと意味を理解したい」という方には最適です。マンガやイラスト、豊富な図解
でゆるい授業を楽しみながら、「苦手」を「好き」に変えてみませんか？

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。

使える51の統計手法（※）
オーム社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
菅民郎監修,

志賀保夫著,姫野尚子著

9784274224072

統計学の基礎を51の手法で学ぶ！！ 統計学は、理論を深く学ぼうとすると数式の壁にぶつかります。しかし実
際にデータ分析をするには分析手法とExcelを使えば十分使いこなすことができます。本書は分析手法を51に
絞ってイラストと例題でわかりやすく解説します。

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

やさしい計量経済学 プログラミングなしで身
につける実証分析（※）

オーム社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤久和著
9784274224539

プログラミングや数学が苦手でも実証分析ができる！ フリー＆GUIのソフトで計量経済学の基本を身につけよ
う！ 実証分析のために計量経済学を学びたい読者を対象として、フリーソフトgretlを用いて基礎と実践を解説
するものです。理論と実践どちらかに偏ることなく、初歩的な内容をていねいに解説します。

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

マンガでわかるドローン（※）
オーム社 電子書籍

¥6,050(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ドローン大学校編,名倉真悟著,
深森あき作画,トレンド・プロ制作

9784274224782

本書は、いままでドローンに触ったことがない方々に向けて、ドローンを飛ばすための基礎知識からビジネスへ
の展開までを、マンガで一からわかりやすく解説した書籍です。懇切丁寧な指導に定評があり、数多くの優秀な
ドローンパイロットを養成しているドローン大学校の編集により、ドローンの安全な運航に必要な知識と技術、さ
らにドローンビジネスの現状までをまとめています。

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。

A Gentle Introduction to Functional 
Programming in English [Third Edition]（※）

オーム社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 Antoine Bossard著
9784274701061

本書は、Haskellを用いて関数プログラミングの入門的な内容を英語で解説した書籍です。多くのプログラミング
言語はもともと英語が母体であり、プログラミング自体を英語で学習することは、日本をはじめ特に非欧米語圏
の人々にとって、きわめて重要かつ有用です。なお本書では、日本の学生の英語での学習を支援するために、
本文中の重要キーワードについては、適宜、日本語の訳や解説を加えています。

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 
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オーム社 
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理工学編 2020年7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 1031873826 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873825 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873827 □ □

〈新型コロナウイルス対応改訂版〉パンデ
ミックを阻止せよ！

化学同人 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,100(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浦島充佳著
9784759816846

2019年12月、中国・武漢で発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、 瞬く間に全世界へと拡大した。 
この未曾有の危機にどう向き合えばよいのか。 本書では、感染症封じ込めの理論や 感染拡大の数理モデル
を解説したうえで、 スペイン風邪、SARS、エボラ出血熱など、 実際に発生したアウトブレイクの事例から、 感染
症封じ込めの経過を検証、 危機管理のあり方を考える。 『パンデミックを阻止せよ！』（2012年刊）に、 「新型コ
ロナウイルス感染症」の内容を加えて緊急改訂！

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

食品添加物はなぜ嫌われるのか
化学同人 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 畝山智香子著
9784759816839

巷にあふれる食をめぐるさまざまな情報。 ○○は身体によいらしい、ダイエットには△△を摂るとよい、 ×× には発
がん性がある……。 信頼に足る情報はどう見極めたらよいのか。 さらに、グローバル化が進展する世界で、食の安
全をめぐる問題も、自国だけの問題に留まらなくなっている。 「すべての人に適切な情報を」届けるべく、世界の食品
安全情報をサーベイし発信し続ける著者が、 近年話題になったさまざまな問題を取り上げ、印象やイメージに惑わさ
れることなく、科学的知見に基づいて適切に判断するためのポイントをわかりやすく解説する。

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。

現代有機工業化学
化学同人 電子書籍

¥9,350(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 神戸宣明編,安田誠編
9784759820256

学部生向け半期～通年用教科書。大事な物質を厳選して取りあげ、ていねいに解説した。 冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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理工学編 2020年7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3月 商品コード 1031873828 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873829 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873830 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873831 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873832 □ □

9784320096479

本書は、大学や学部を問わず、さまざまな専攻の大学生を対象に、社会や政策のことを学び、自分の興味関心
をベースにした政策リサーチを考えることを狙いとした入門書である。幅広いテーマの入門的な内容の書物な
ので、これから大学へ進む高校生や大学院を考えている社会人の方、学生を指導している教員の方などにも手
に取ってもらえるものと考えている。

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。

政策情報論
共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤慶一著

著編者名
鬼塚昌彦編著,齋藤秀敏編,岩元新一郎編,椎山謙一著,

阿部慎司著,長谷川智之著,澤田晃著,
齋藤秀敏著,伊達広行著,土橋卓著,田中浩基著

9784320061880

2020年の国家試験から適用される新出題基準に準拠して、診療放射線技師教育用に計画した専門基礎科目
に対応するテキストシリーズである。「放射線物理学」では、さまざまな放射線の発生原理とその性質、物質との
相互作用、および実際の超音波、核磁気共鳴の章を設け簡潔に解説。章末には対応する試験問題を収録し
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。

2020年の国家試験から適用される新出題基準に準拠して、診療放射線技師教育用に計画した専門基礎科目
に対応するテキストシリーズである。「医用工学」では、電気・電子工学における回路と半導体の基礎事項、およ
び診療画像機器を構成するコンデンサ、変圧器、整流器などの原理と応用を簡潔に解説し、章末には対応する
試験問題を収録した。

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。

放射線物理学（診療放射線基礎テキストシ
リーズ 2）

共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税)

医用工学（診療放射線基礎テキストシリー
ズ 1）

共立出版 電子書籍

¥9,240(＋税) □

冊子購入確認

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
鬼塚昌彦編,齋藤秀敏編,岩元新一郎編著,富永孝宏著,

坂本重己著,大松将彦著,青山良介著,林茂樹著

冊子購入確認

著編者名
大渕憲一編著,照井伸彦編,

小谷元子編,赤間陽二編,花輪公雄編

9784320111257

「佳人薄命」「笑う門には福来る」など世間には人の心に関する多くの言説がある。それらはどこまで真実なのだ
ろうか？　多くの人たちが一度は抱くこうした疑問に対して、近年の心理学的研究の中には、これに答えられそ
うなものを見出すことができる。本書では、心の言説に関する7つのテーマを取り上げ、心に関する最新の科学
的研究をもとに、その真実性を吟味する。

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。

9784320061873

ベクトル解析入門―初歩からテンソルまで
―

共立出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 壁谷喜継著,川上竜樹著
9784320113756

本書は、微分幾何学への入門と力学・電磁気学の諸問題への活用という、理論面と応用面両方からの要請に
応える教科書である。そのため、二部構成とし、工学に応用が広い内容は基本編に、微分幾何学の入門的側
面は発展編にまとめられている。

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。

こころを科学する―心理学と統計学のコラ
ボレーション―（クロスセクショナル統計シ
リーズ 9）

共立出版 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥3,300(＋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 

-  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7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 1031873833 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873834 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873835 □ □

理工系専門学校の教科書、理工系大学初年度の副読本程度の内容を目安に、物理や電気を学習する上で利
用される数学の理解を目的とした。数学的な観点よりも、実際の問題に応用される範囲で物理学的な観点で問
題に挑むように解説した。

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

工学を理解するための応用数学 微分方程
式と物理現象（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤求著
9784339061178

改訂 コンピュータ概論（※）
コロナ社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 半谷精一郎他著
9784339028911

コンピュータの仕組みを理解する上で必要なハードウェア、ソフトウェア、 ネットワークに関する知識を最新の技
術を交えながら解説する。改訂にあたり、AIや仮想化技術、SNSやクラウド等、新しい基盤技術に関する章を設
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。

コンピュータ科学序説 コンピュータは魔法の
箱ではありません―そのからくり教えます
（※）

コロナ社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 米村俊一他著
9784339028928

本書では、コンピュータが生まれた背景、原理や基本動作、ソフトウェアやネットワークの仕組みなど、コン
ピュータに関する基本知識を網羅的に解説します。コンピュータが発展してきた歴史的な流れを基軸として解説
します。

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

  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 

-  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7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 □ □

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。

○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

□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7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 1031873836 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

日本思想史事典
丸善出版 電子書籍

¥72,600(＋税) □

¥22,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本思想史事典編集委員会編
9784621304587

日本思想史学会による編集協力のもと、歴史学、政治学、倫理学、宗教学、文学などさまざまな学問領域から
独自の視点で日本思想を論じた、これまでに類を見ない中項目事典。取り上げる時代も、古代・中世・近世・近
現代と幅広く、それぞれ第一線で活躍する研究者が執筆した、これからの日本思想史研究を語る上での新しい
スタンダード。

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

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。

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

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。

□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7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 1031873837 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873838 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873839 □ □

呼吸器感染症の診かた，考えかた ver.2
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 青島正大著
9784498130012

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のような新興の呼吸器感染症に対峙するためには、適切に情報の
アップデートを行うことはもちろん、呼吸器感染症診療を行ううえでの基本的、普遍的かつ網羅的な知識が必要
となる。もちろん従来の呼吸器感染症を診る場合もその基本は変わらない。本書では、旧版の内容に最新知見
を反映させながら大幅に手を加え、「呼吸器感染症といえばこの一冊」と呼ぶに相応しい内容にまとめあげた。

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。

AST虎の巻：日常の疑問に答える！
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 竹末芳生編著
9784498021303

今こそ知りたい抗菌薬適正使用メソッド！抗菌薬選択と投与設計・院内マニュアル作成・バンドルマネジメント
が具体的ケースで学べる。外来も術後管理もICUも薬剤部も！現場で役立つこと間違いなし。「ICUの薬剤師で
す。敗血症や敗血症性ショックでのバンドルについて知りたいです」「外来での呼吸器感染症に対する経口抗
菌薬の使い方を教えてください」などASTでぶつかる疑問を解決！

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

視野を広げるエビデンスの読み方　医学論
文を読んで活用するための10講義

中外医学社

著編者名 青島周一著
9784498109162

EBMは現時点において最も信頼できる科学的根拠を踏まえながら、最善の臨床判断を模索する臨床行動スタ
イルです。正しい理解のもとで実践すれば医療者にとって有益な武器となるものの、根本的な理解が追いつい
ていなければ十分な利益をもたらさないでしょう。本書は、著者が実施した研修会の内容を再構築し、医学論文
の実践的かつ効率的な読み方、そして論文結果を多面的に考察するために必要な視点についてまとめまし
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。

電子書籍

¥14,520(＋税) □

¥4,400(＋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 

-  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7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 1031873841 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873842 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873843 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873844 □ □

気分症群 (講座 精神疾患の臨床 1)
中山書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 神庭重信編,松下正明監修
9784521748214

現代社会において身近な病とされている「うつ病」「躁うつ病」ならびのその周辺の疾患について、最新の国際
疾病分類ICD-11の診断カテゴリー「気分症群 mood disorders」に準拠して徹底解説。疾患概念の変遷や診断・
鑑別診断、年代別・性別の症状・症候の特徴、病態、各種治療法等について、各領域の専門家が詳細に言及
している。診断や治療に難渋することの多い気分症群の実地臨床に必携の一冊である。

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。

統合失調症 (講座 精神疾患の臨床 2)
中山書店 電子書籍

¥36,300(＋税) □

¥15,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
神庭重信編,

笠井清登編,松下正明監修

9784521748221

統合失調症の病因・病態、治療、支援などについて、現在までの到達点（わかっていること）、解明すべき点（わ
かっていないこと）、課題などの最新情報を盛り込み、最新の国際疾病分類ICD-11に準拠して、解説。精神科
医のスペシャリストはもちろん、当事者、当事者を取り囲む支援者たちが、明日からの診療や研究、支援をより
よいものにしていくことを目指して執筆している。

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。

消化器/感覚器・皮膚/生殖器・産婦人科 
(臨床薬学テキストシリーズ . 薬理・病態・薬
物治療)

中山書店 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
乾賢一監修,安原眞人編,
木内祐二編,服部尚樹編

9784521744544

薬剤師には、薬理学的知識はもちろん、疾患の病態や症候、検査・診断と治療に関する幅広い知識が求めら
れる。本書では、［薬理・病態・薬物治療］の各論として消化器疾患、眼科疾患、耳鼻咽喉科疾患、皮膚疾患、
生殖器・産婦人科疾患を取り上げ、薬学と医学の共著により、最新知見を盛り込んでわかりやすく解説。消化
器、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科領域の臨床写真をカラーで多数掲載。

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

水晶体と屈折 (眼科診療ビジュアルラーニン
グ 4)

中山書店 電子書籍

¥24,200(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大鹿哲郎編
9784521745138

眼球のもつ網膜への合焦機能とその矯正をとりあげた。基礎編では眼の屈折要素とその加齢変化、検査・診
断編では視力・屈折検査、矯正のための装具と手術などについてまとめた。診療編は、多焦点眼内レンズ不満
例への対処をはじめ白内障手術を中心にした症例紹介。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  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7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 1031873845 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873846 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873847 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873848 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873849 □ □

あなたも名医！医師にとっての「地域包括ケ
ア」疑問・トラブル解決Q&A60 (jmedmook 
67)（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長尾和宏編
9784784966677

◆団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて構築が進められる「地域包括ケアシステム」。今後、現場の医師に
求められる役割も大きく変化していきます。◆本書を構成する60のクエスチョンは、地域包括ケアを実践する上で起こ
りうるリアルなトラブルや誰もが迷う素朴な疑問ばかり。それに対して、既に現場で地域包括ケアに携わっている様々
な職種のエキスパートが、独自の考えを交えながら丁寧に解説します。◆高齢者に関わる問題のみならず、小児や難
病患者の地域包括ケア、他職種との連携の実際や効率的な会議の実践例などを幅広く紹介。

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。

抗がん剤をいつやめるか？ どうやめるか？
（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥11,616(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 勝俣範之編著
9784784963829

臨床現場で最も難しい命題に各領域のエキスパートが正面から取り組んだ画期的な書。「抗がん剤をいつやめ
るか？」については、各領域のエキスパートがエビデンスレビューを行い、最新の分子標的薬がある現在、エビ
デンスベースドで考えて、どのタイミングで抗がん剤をやめるべきかを考察。「抗がん剤をどうやめるか？」につ
いては、がん治療医（オンコロジスト）、緩和ケア医、精神腫瘍医、在宅医、看護師、心理士のエキスパートが限
りなくナラティブに執筆。

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

カール先生の大腸内視鏡挿入術 第2版（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥17,424(＋税) □

¥7,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 軽部友明著
9784784944323

6年ぶりの大改訂。すべての章を書き換え、動画も大幅にボリュームアップ！ループを作らず、腸管をたわませずにス
コープを進める「Non-loop法」の極意をあますところなく公開。患者さんに優しく、かつ安全性の高い検査を目指すコロ
ノスコピスト必読の一冊です。S状結腸の第1屈曲と最終屈曲に着目し、ループを作らない挿入法を4つのステップでパ
ターン化。初心者にも分かりやすく図解・言語化しました。撮り下ろし動画5時間収録。スコープ操作と内視鏡画面を同
時に見ながら、挿入のポイントを丁寧に解説しています（ナレーション・字幕付き）。

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

長引く膝の痛みに対する治療戦略（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥12,584(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 池内昌彦編
9784784957804

なぜ膝は痛むのか？ そしてなぜ長引くのか？ 画像、バイオメカニクス、炎症、神経機能など多方面から痛みの
病態に迫ります。膝痛治療の理想は疾患自体の根治…ですが現実的には難しいことが多く、そして痛みが改
善しなければ臨床的に有益な治療とはいえません。特に「長引く」膝痛に本書では着目し、その発生機序に関
する最新知見をまとめ、痛みの存在と発痛部位を明らかにする診察・検査方法、既存治療の問題点を浮き彫り
にし、メカニズムに基づいたより洗練化された治療を提案いたします。

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。

レジデントのための　これだけ輸液（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,164(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐藤弘明著
9784784949052

みんながつまずくポイントを「わかりやすさ最優先」で解説！初学者が最初に読むのに適した本になるよう徹底
的に考え、執筆しました。この一冊をきちんと理解すれば、自信を持って輸液を行うことができます。◎臨床で必
ず経験する症例を提示。◎具体的な治療法を時系列で解説。◎病態を省略せず、しっかり説明。◎製剤名・液
量・投与速度が一目でわかる。

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。

□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7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 1031873850 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873851 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873852 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873853 □ □

下肢閉塞性動脈硬化症 血行再建ガイド 
【動画付】（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥22,990(＋税) □

¥9,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古森公浩編著
9784784962747

末梢動脈疾患（peripheral arterial disease：PAD）は近年増加しており、また診療ガイドラインの変遷とともに治
療戦略も様変わりしています。PADに対する血行再建術には・血管内治療（endovascular treatment：EVT）・外
科的手術（open surgery：OS）・EVT とOS を組み合わせたハイブリッド治療があり、PADに携わる医師はこの3
手技すべてに精通することが要求されます。本書は、これら3手技を網羅するとともに、動画でも見られるように
した本邦初の書籍です。

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。

新組織学 フルカラー新装版 第7版 (Qシ
リーズ)（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野上晴雄編著,藤原研編著
9784784911790

医学生に支持されるロングセラー。顕微鏡写真を多数加え、さらに分かりやすくなりました。組織学の要点をコ
ンパクトにまとめた入門書。顕微鏡写真とスケッチ・模式図を並べ、組織の特徴をわかりやすく示しました。組織
学実習の際に、観察の助けになるよう編集しています。各項目1〜2ページの読み切り構成。短時間で概要を把
握できるので、初学者におすすめです。

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

医師のための節税読本 2020年度版（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥9,196(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西岡篤志著
9784784946136

新型コロナウイルス感染症に関する税制上の特例、令和2年度税制改正に対応した最新版！クリニック専門の税理
士が教える「本当に効果的な節税法」とは？医療法人を設立さえすれば節税になる、というわけではありません。医療
法人の仕組みを理解し、きちんとした対策を講じなければ節税にはならないのです。法人の将来（相続、譲渡、解散）
を想定し、日々の経営の中で準備しておくことも必要です。法人化以外にも、診療所経営に必要な税金の知識は数多
くあります。忙しい院長先生のために、それら多岐にわたる節税対策のポイントを一冊にまとめました。

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。

あなたも名医！エキスパートたちが教え
る！ワクチン 総整理 (jmedmook 68)（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥8,470(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 竹下望著
9784784966684

■感染症対策の大きな柱であるワクチンについて、その基礎知識から対象者別の実施方法、疾患別のワクチ
ン情報を網羅的に解説！■対象者別では小児や高齢者はもちろん、妊婦・免疫不全者・留学者など多様な項
目を設け、接種の考え方・注意点を具体的に説明しています。24項目にわたる疾患別では基本的なワクチン情
報のほか、対象者ごとの接種スケジュールをまとめました。各項目末の「打つべきか打たざるべきか、迷ったと
きはこうする！」は判断に迷った際の頼れる指針となります。

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。

-  41  -

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7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 1031873854 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873855 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873856 □ □

眼科点眼薬Note 改訂4版 2020-2021年
メディカ出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

9784840472272

【ジェネリック薬写真約300点と薬価も掲載】 2020年1月までの新薬を追加！薬剤情報・画像をアップデートし、
2020年4月適用薬価を掲載。処方の点眼薬と市販の点眼薬（OTC薬）を薬剤のカラー写真付きで、適応、用法
用量、禁忌、薬理作用、副作用、保存方法などについてわかりやすく解説。巻頭に点眼薬のキャップの色から
探せるキャップカラーインデックス付き！

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

著編者名 加藤浩晃著

栄養指導にいかす検査値の読みとりポイン
ト  (ニュートリションケア 2020年春季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

9784840471459

【栄養改善のヒントは検査値の変動にあり！】 栄養療法を行ううえで、検査値の理解は必須である。栄養管理、
栄養指導、食事調整にいかせるように、検査項目別に検査値の読み方、考え方の基本を解説し、患者が生活
改善に取り組めるような伝え方のポイントを紹介する。WEBでダウンロードが可能な「患者説明シート」は、栄養
指導でとくに重要な項目をまとめており、患者にそのまま渡すことができる。

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

著編者名
菅野義彦監修,

長岡由女編,宮澤靖編

ねころんで読める救急患者のみかた
メディカ出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂本壮著
9784840472326

【100分で読める身につく救急のキホン】 「ショックは血圧で判断するな！」などバイタルサインのキホンから、病
歴聴取のポイント、身体所見の知識まで、救急患者のみかたがわかるエッセンスが満載！ 楽しい4コマ漫画つ
きで、パッと読めてポイントが頭と心に残る日々の業務ですぐに役立つ一冊。

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

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 

-  42  -

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



医学編 2020年7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3月 商品コード 1031873857 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873858 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873859 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873860 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873861 □ □

キーワードでわかる臨床栄養　令和版
羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡田晋吾編
9784758109109

栄養学の基礎知識から経腸・静脈栄養の実践、在宅栄養管理まで、臨床栄養に必須の知識を幅広く解説した
好評書が改訂！リハビリテーション栄養など実践に即した内容を加えますます充実の1冊に。医療スタッフ必
携！

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

医療統計解析使いこなし実践ガイド
羊土社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 対馬栄輝編
9784758102483

「結局、統計解析ってどうやったらいいの？」そんな疑問にお答えします！統計手法の選び方、論文への書き方
から統計ソフトを使った具体的な解析手順まで、数式なし・Q&A形式で楽しくわかる！

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。

レジメンの院内標準化に向け、患者と病院の双方にとって適切なレジメンを構築し、現場で安全に管理していく
ための実践的なポイントを解説。増え続けるレジメンの管理にお悩みの薬剤師、医師の方々におすすめ！

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。

根拠にもとづく　がん化学療法レジメン作成
とマネジメントのてびき

羊土社 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
神野正敏監修,池末裕明監修,

渡邊裕之著

9784758118781

Rをはじめよう生命科学のためのRStudio入
門

羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
富永大介訳,Andrew P. Beckerman著,
Dylan Z. Childs著,Owen L. Petchey著

9784758120951

リンゴ収量やウシ生育状況、カサガイ産卵数...イメージしやすい8つのモデルデータを元に手を動かし、堅実な
作業手順を身に着けよう。行儀の悪いデータの整形からsummaryの見方まで、手取り足取り教えます。

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。

あらゆる診療科で役立つアトピー性皮膚炎
アトラス

羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 出来尾格著
9784758118743

アトピー性皮膚炎に典型的な皮疹のほか、アトピー性皮膚炎と間違えやすい皮疹、合併しやすい皮膚疾患など
243点の症例写真を掲載！アトピーの多彩な皮疹の特徴がわかり、日常診療でよくみる皮疹の鑑別にも役立
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。

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

選択 
□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



医学編 2020年7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 1031873862 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873863 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873864 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873865 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873866 □ □

小児エコー  検査直前チェックポイント
金芳堂 電子書籍

¥13,640(＋税) □

¥6,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 赤坂好宣監修
9784765318327

著者が兵庫県立こども病院に研修に来た専攻医のために作成した、超音波診断に関するスライドをまとめ直し
たもの。検査直前に、小児科医でもしっかり超音波検査を活用するために、小児科医が疑問に持ちやすいポイ
ントは？ 見落としがちなポイントはどこ？など、見るべきポイントを解説。そのため、機器の使用法や疾患の詳
細な解説は割愛し、症例や画像を多く取り入れた。

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

産婦人科研修ポケットガイド
金芳堂 電子書籍

¥11,440(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴田綾子著
9784765318297

産婦人科研修のイロハや女性診療に必要なポイント解説に加えて、豊富な参考文献や関連資料が整理されて
おり、特に産婦人科特有の臨床現場で戸惑う研修医や教え方に悩む指導医にとって役立ち、また初期研修医
にとって必要な知識と手技を完全網羅。研修期間はもとより、臨床実習にも研修後の振り返りにもフル活用でき
る。産婦人科ローテーション必修化直前、必携の1冊。

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

在宅医療たんぽぽ先生の実践！多職種連
携

金芳堂 電子書籍

¥6,160(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 永井康徳著
9784765318310

日本全国から注目の在宅診療クリニックの多職種連携の実践が詰まった1冊。在宅医療がうまくいくよう、多職
種の仕事内容への理解を深め、連携をとるためのコツなどを解説します。また、筆者の在宅医療クリニックでの
実践を伝えるために、様々な事例を挙げて説明します。在宅医療に携わり、連携に悩む医師や医療従事者に
役立つ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。

家庭医からER医まで高齢者に寄り添う診療 
学ぼうGeriatric Mind

金芳堂 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 許智栄著
9784765318303

救急現場だけでなく総合診療すべての現場で役に立つであろう、高齢者診療に的を絞り高齢者診療に特化し
て、どう対応して考えればよいかをまとめた本。家庭医・老年医学の視点を持った救急医が、語りかけるような
講義調でポイントをわかりやすく解説。高齢患者への初期対応、管理術、よくある症状などのほか、現場で得た
経験・知識・ポイントをまとめた一冊。

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。

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

Thiel法だから動きがわかりやすい！筋骨格
系の解剖アトラス 上肢編 【動画付】

金芳堂

著編者名 木山博資監修
9784765318181

シール（Thiel）固定液を用いた解剖体固定法（シール法）による解剖アトラス。遺体固定に用いられる固定液の
ホルマリンの含有量を従来の1/3程度にした固定液を開発し、近年、主としてサージカルトレーニングに用いら
れるようになってきた。皮膚、皮下組織、筋膜、筋、関節包といった組織においても生体に近い色調、柔軟性が
保つことができる。解剖教育、臨床における検査や治療の検証にも活用の可能性がある。

電子書籍

¥12,760(＋税) □

¥5,800(＋税) 冊子購入確認

□3.電子のみ単体購入   

 

 

 

□1.冊子選書＋電子全点購入 

     (電子20%OFF) 

□2.冊子選書＋電子選書購入 

     (電子10%OFF) 

購入ﾊﾟﾀｰﾝの 

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



医学編 2020年7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 1031873867 □ □

社会的弱者への診療と支援 格差社会アメリ
カでの臨床実践指針

金芳堂 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松田亮三訳
9784765318334

文化的に、社会保障制度的に、シングルマザー、移民、独居老人、LGBT、ホームレスといった人々は、健康状
況が悪化するととたんに生活が破綻する、「社会的に無防備な人々」である。そういった人々が傷病で苦しんで
いるときに、医師や医療機関はどのように支援・診療したらいいのかを明らかにするアメリカの教科書を抄訳
し、どのような診療やケアが効果的なのかエビデンスを添えて明らかにしている。

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



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

 

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

【関東甲信越】

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

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

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

【北海道・東北】

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

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

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

【東海・北陸】

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

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

【関西】

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

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

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

【中四国】

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

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

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

【九州】

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

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

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

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

 

             ◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。
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〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

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


