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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8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 1031873868 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873869 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873870 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873871 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873872 □ □

9784492534212

経産省「産業サイバーセキュリティ」研究会フレームワーク対応。サイバー攻撃起点が拡大する時代の経営戦
略を再構築する手法がわかる。

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。

シリコンバレーのVCは何を見ているのか
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 山本康正著
9784492557976

アフターコロナの「未知の未知」に何ができるか？　シリコンバレーの目利きが説く「テクノロジー＋ビジネス」の
未来を先読みする力。

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

コーチング・バイブル（第4版）
東洋経済新報社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ヘンリー・キムジーハウス著,
キャレン・キムジーハウス著,

フィル・サンダール著

9784492557945

人の潜在力を引き出し、人や組織をよりよく生かすコミュニケーション手法を教える、世界標準のコーチング・テ
キスト、待望の改訂版。

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。

「つながる世界」のサイバーリスク・マネジメ
ント 「Society5.0」時代のサプライチェーン戦
略

東洋経済新報社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 佐々木良一監修,木下翔太郎著

直感で発想 論理で検証 哲学で跳躍 経営
の知的思考

東洋経済新報社 電子書籍

¥5,280(＋税) □

「経営の論理」を解説。著者の主著『経営戦略の論理』の思考編。思いつき、アイデア、検証、決断に至る思考
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。

¥1,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊丹敬之著
9784492315309

問題を解くことで社会人の基礎となるロジカルシンキングが身につく。言いたいことが伝わらない人、考えがまと
まらない人、必携の書。

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。

入社1年目から差がつく ロジカル・シンキン
グ練習帳

東洋経済新報社

9784492534243

電子書籍

¥5,280(＋税)

冊子購入確認

□

¥1,600(＋税)

著編者名
グロービス経営大学院著,

岡重文執筆

□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8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 1031873873 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873874 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873875 □ □

在宅HACKS！ 自分史上最高のアウトプット
を可能にする新しい働き方

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 小山龍介著

新型コロナショックの影響で一気に加速した在宅勤務の導入。自宅で会社以上の生産性＆創造性を発揮する
ためのアイデア89連発！

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

□

9784492046708

得する株をさがせ! 会社四季報公式ガイド
ブック

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 会社四季報編集部編
9784492733561

投資家のバイブル『会社四季報』公式ガイドブックが、四季報オンラインの実践的活用法を加えてバージョン
アップ！

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

世界を見てきた投資のプロが新入社員に
こっそり教えている驚くほどシンプルで一生
使える投資の極意

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,785(＋税) □

¥1,450(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加藤航介著
9784492733578

投資のプロが入社1年目社員に教える「伝説のお金の授業」が1冊に！ 全編会話！ 世界一やさしいお金の本
の登場です！

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。

-  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8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 1031983370 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983371 □ □

イギリス鉄道業の生成と発展
日本経済評論社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 冨田新著
9784818825604

上下分離・オープン形態から垂直的統合・クローズド形態へ。今日の問題でもある鉄道の事業構造を分析し、
19世紀前半の初期イギリス公共鉄道の経営を再検討する。

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

日本開国の原点
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 大島正太郎著
9784818825611

建国以来の南北対立に緊迫するアメリカが、日本に開国を求めえたのはなぜか。遣米使節はなにをみたのか。
元外交官が史料からよみとく太平洋国家米国の誕生と日米交渉の起源。

冊子を購入または
発注の場合は、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

-  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8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 1031983372 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983373 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983374 □ □

パンデミックと漢方 日本の伝統創薬
勉誠出版 電子書籍

¥4,125(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 渡辺望著
9784585240129

漢方は日本の医学・薬学である！ 新薬アビガンも漢方研究から生まれた。漢方薬の歴史が明らかにする21世
紀の日本の創薬力。病気の種類と症状に応じた現実対処の可能性についても、専門家・専門書の意見を取り
入れて、「漢方論」として全体をまとめた一冊。

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。

新しいナショナリズムの時代がやってきた！
勉誠出版 電子書籍

¥2,750(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
加瀬英明著,

ケント・ギルバート著

9784585230823

パンデミックは危険なグローバリズムを否定する！ 国家の体制も社会も、世界情勢も激変する。変化に備えよ
う。　第二次大戦後の世界に最大の恐怖をもたらした、新型コロナウィルス。まだ出口が見えないが、終息した
後に世界のありかたは、大きく変わっていよう。「国際人」「地球市民」「多文化」「多国籍」といった言葉が、人や
企業のあるべき姿としてもて囃はやされてきた。しかし、世界は、これまでの「グローバリズム」を夢見る時代か
ら、より現実的な「国益ファースト」の時代へと向かう。

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。

名将山本五十六の絶望
勉誠出版 電子書籍

¥2,530(＋税) □

¥900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鈴木荘一著
9784585222842

二度のアメリカ駐在を通じて航空主兵を力説した山本は米英との戦争回避を望み、日独伊三国同盟に反対し
て海軍左派トリオと呼ばれた。日米開戦となるや、長期戦を目論むアメリカのオレンジ計画に対抗して真珠湾攻
撃とマレー沖海戦を成功させたが、ミッドウェー海戦は大敗となりラバウル航空戦にも戦果なく、機上戦死した。
山本の絶望は、「海軍が勝てば指導部は戦線を拡げ、敗ければ挽回を期して戦争を続け、勝っても負けても戦
争は終結しない」という点にあった。（本文より）

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

□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

-  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8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 1031983375 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983376 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983377 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983378 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983379 □ □

暴落　下 金融危機は世界をどう変えたのか
みすず書房 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アダム・トゥーズ著,

江口泰子訳,月沢李歌子訳

9784622088752

リーマンショックから10年。世界恐慌に並ぶ衝撃をもたらしたリセッションが、いかに世界政治経済の底辺構造
を変えたかを描く決定版。

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。

文明史から見たトルコ革命 アタテュルクの
知的形成

みすず書房 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Ｍ・シュクリュ・ハーニオール著,

新井政美監訳,柿﨑正樹訳

9784622088851

トルコ建国の父アタテュルク。その構想の知的淵源を探り、西欧文明史との関係において帝国から共和国への
革命期を分析した最新研究。

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。

スマートマシンはこうして思考する
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
ショーン・ジェリッシュ著,
依田光江訳,栗原聡解説

9784622088783

人工知能研究のブレイクスルーを一挙に追体験しながら、スマートマシンの「思考法」を本気で理解する一冊。
AIはこうして生まれる。

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

良き統治 大統領制化する民主主義
みすず書房 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ピエール・ロザンヴァロン著,
古城毅他訳,宇野重規解説

9784622088257

いま民主主義は機能不全を起こしている。大統領制化する民主主義に展望はあるか。統治の歴史を明らかに
し、民主主義の難問に答える。

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。

暴落　上 金融危機は世界をどう変えたのか
みすず書房 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
アダム・トゥーズ著,

江口泰子訳,月沢李歌子訳

9784622088745

リーマンショックから10年。世界恐慌に並ぶ衝撃をもたらしたリセッションが、いかに世界政治経済の底辺構造
を変えたかを描く決定版。

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。

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  7  -

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



人文社会編 2020年8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 1031983380 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983381 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983382 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983383 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983384 □ □

新基本民法6　不法行為編〔第2版〕 法定債
権の法（※）

有斐閣 電子書籍

¥3,960(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641138346

不法行為・不当利得・事務管理を扱い、「法定債権の法」「救済（責任）の法」としての位置づけを試みる。UNIT
ごとに「KEY SENTENCES」「REFERENCES」などを置き、知識の確認と定着を図っている。債権法改正に完全対
応した第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。

電子書籍

¥4,180(＋税)

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

ライフステージと法〔第8版〕 (アルマＩ)（※）
有斐閣

著編者名
副田隆重著,浜村彰著,

棚村政行著,武田万里子著

9784641221437

日常の暮らしや人生と法律の関わりをライフステージに沿ってわかりやすく解説する、ユニークな法学案内。21
世紀を生きる女性・男性の生き方に影響を及ぼす法律の改正が、近年相次いでいる。それらを反映してさらに
パワーアップした、待望の改訂。

電子書籍

¥4,400(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

環境法を初めて学ぶ学生に向けたコンパクトなテキスト。コラムやケース紹介を用いて具体例を豊富に引き、身
近な問題として理解できる工夫を隅々まで凝らしている。国内のみならず国際環境法までを概観できる。前版
刊行後の法改正・制度変更等をフォローした最新版。

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。

民法概論4　債権各論（※）
有斐閣 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山野目章夫著
9784641138339

民法財産編全体を概説するシリーズの第二弾。簡潔な体系的概説を基調としつつ、民法の理解を深め、民法
への関心を高めることに資する題材を展開する。本巻では契約法序説から不法行為までを扱う。平成29年民
法（債権関係）改正に対応。

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

□

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
交告尚史著,臼杵知史著,
前田陽一著,黒川哲志著

9784641221628

環境法入門〔第4版〕 (アルマＢ)（※）
有斐閣

契約各則から出発し、売買を中心に契約法制のかたちを概観。2色刷りで重要ポイントが一目でわかるほか、
各UNITに「KEY SENTENCES」「REFERENCES」などの欄を設け、知識の確認と定着を図っている。債権法改正
に完全対応した第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。

□

¥1,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大村敦志著
9784641138315

新基本民法5　契約編〔第2版〕 各種契約の
法（※）

有斐閣 電子書籍

¥4,180(＋税)

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入
(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  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8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 1031983385 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983386 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983387 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983388 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983389 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983390 □ □

法人格を越えた労働法規制の可能性と限界
個別的労働関係法を対象とした日独米比較
法研究（※）

有斐閣 電子書籍

¥16,940(＋税) □

¥7,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 土岐将仁著
9784641243347

労働契約上の使用者以外の第三者も、資本関係・企業間契約を通して使用者に影響を与えることがある。本
書では、労働法規制の名宛人は誰かという観点から、丁寧な比較法的分析を基礎として、第三者に法規制を
及ぼすことの可能性と限界を探究する。

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。

労働法〔第6版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
浅倉むつ子著,

島田陽一著,盛誠吾著

9784641221581

労働をとりまく諸条件の変化とともにダイナミックに変化する労働法の現在を反映したスタンダードテキスト。第
5版刊行以降に行われた労働基準法や労働契約法などの重要改正や新しい制度への対応をはじめ、各所を
アップデートした最新版。

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。

特許法・著作権法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小泉直樹著
9784641243378

知的財産法学習の中心となる、特許法と著作権法の2編で構成。条文の基本的知識を身につけ、重要判例の
ルールを理解したうえで、問題の道筋を見極める力を養う。初学者からロースクール生まで、基礎の修得に最
適。法改正に対応した、待望の改訂。

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。

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

国際協力を実現するために、人々のインセンティブと社会の仕組みをどのように考えればよいのか？　利害の
対立、紛争、交渉、協力、貧困、援助など、国際社会におけるさまざまな人間・国家の行動と社会現象のメカニ
ズムを、ゲーム理論の視点から解き明かす。

岡田章著著編者名
9784641165649

冊子購入確認¥2,300(＋税)

国際関係から学ぶゲーム理論 国際協力を
実現するために

□¥7,590(＋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。

知的財産法のエッセンスを一冊に凝縮。メリハリのきいた叙述で重要事項を重点的かつ平易に説く。図表、資
料も豊富に掲載。特許法、著作権法、商標法、不競法に加え、第2版では意匠法も一つの項目にまとめて解
説。近年の法改正、重要判例を織り込んだ改訂版。

平嶋竜太著,
宮脇正晴著,蘆立順美著

著編者名
9784641243354

冊子購入確認¥2,700(＋税)

入門知的財産法〔第2版〕（※） □¥5,940(＋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。

知的財産法全体の概要をコンパクトに収めたロングセラー。専門家による特許侵害調査（査証）制度を設け、損
害賠償額算定方法を見直した特許法改正、限定提供データの不正取得等を不正競争行為として追加するなど
した不正競争防止法改正などのほか、最新の知財判例を盛り込んだ。

角田政芳著,辰巳直彦著著編者名
9784641221666

冊子購入確認¥2,900(＋税)

知的財産法〔第9版〕 (アルマＳ)（※） □¥6,380(＋税)

電子書籍有斐閣

-  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8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 1031983391 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

地方財政の制度形成と改革に関する戦後の歩みをとらえて、その底流に存在する考え方を検証して、「統治の
知恵」の重要性を指摘する。いかに制度のあり方を把握し、改革していくべきなのかについて、現実を見据え深
く議論を展開し、大いに示唆に富む渾身作。

小西砂千夫著著編者名
9784641165632

冊子購入確認¥3,700(＋税)

地方財政改革の現代史 □¥12,210(＋税)

電子書籍有斐閣

-  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8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 1031983392 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983393 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983394 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983395 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983396 □ □

大内氏の興亡と西日本社会 (列島の戦国史
3)

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 長谷川博史著
9784642068505

16世紀前半、東アジア海域と京都を結ぶ山口を基盤に富を築き、列島に多大な影響を与えた大内氏。大友・尼
子氏らとの戦い、毛利氏の台頭などを描き出し、分裂から統合へ向かう西日本を周辺海域の中に位置づける。

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

日本の開国と多摩 生糸・農兵・武州一揆
(歴史文化ライブラリー 503)

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 藤田覚著
9784642059039

ペリー来航や開港・自由貿易の開始は多摩の政治・経済・社会に何をもたらしたのか。幕府の軍事・支配強化
のためのカネ・ヒトの負担、最大の輸出品であった生糸生産を支える一方で生じた経済格差、農兵が鎮圧した
武州一揆。その要因や実態を相模国・上野国なども視野に入れつつ丁寧に読み解く。未曽有の大変革に生き
た多摩の人びとの営みを描く。

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。

六国史以前 日本書紀への道のり (歴史文
化ライブラリー 502)

吉川弘文館 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 関根淳著
9784642059022

日本古代史の基本史料として絶対的な古事記と日本書紀。だが、古代には〝記紀〟以外にも数多くの史書が
存在した。帝紀(ていき)・旧辞(きゅうじ)、天皇記・国記、上宮記(じょうぐうき)など、いまでは本文がほとんど伝来
していない史書をとりあげ、周辺の諸史料や政治過程からその実態に迫る。史書としての古事記を批判し、「六
国史(りっこくし)」以前の豊かな古代史書の世界へと誘う注目の書。

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。

平泉の仏教史 歴史・仏教・建築 (平泉の文
化史 2)

吉川弘文館 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菅野成寛監修・編
9784642068468

柳之御所の発掘調査と保存運動は、平泉諸寺院と仏教史究明への大きな契機となった。『中尊寺供養願文』や
金銀字一切経などに着目し、平泉前史の国見山廃寺の性格から鎌倉期の中尊寺史まで、平泉仏教文化の実
像に迫る。

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。

富士山噴火の考古学 火山と人類の共生史
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 富士山考古学研究会編
9784642093576

世界文化遺産に登録された富士山は、古来、噴火を繰り返し、人々の生活に大きな影響を与えてきた。山梨・
静岡・神奈川三県の教育委員会や博物館学芸員からなる富士山考古学研究会が、各県で発掘調査された縄
文時代から近世にいたる噴火罹災遺跡に堆積したテフラ（火山灰）を詳細に検証。自然科学分野の分析もふま
え、富士山噴火と人類の共生を探る。

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

□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8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 1031983397 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983398 □ □

東国の中世石塔
吉川弘文館 電子書籍

¥71,500(＋税) □

¥25,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 磯部淳一著
9784642093569

畿内で成立し、東国に伝播した中世石塔。平泉文化の栄えた東北から関東甲信越・静岡にいたる千基以上の
石塔を集録し、四十年にわたる現地調査による基本データと解説、写真、図表により紹介。その形態や分布か
ら各地域の特徴を明らかにし、中世石塔の全容に迫る。資料として、五輪塔や宝篋印塔などの種類別、成立年
代順の東国石塔一覧を付載する。

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

戦国仏教 中世社会と日蓮宗 (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 湯浅治久著
9784642071185

民衆を対象にした仏教が地域社会に浸透した戦国時代。戦乱や災害、飢饉などに対して寺院・僧侶はどのよう
な役割を担ったのか。民衆や領主がいかに仏教を受け入れたのかを、在地に残る具体的な事例から明らかに
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。

-  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8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 1031983399 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983400 □ □

ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究─
─出来事，運命愛，そして永久革命（※）

岩波書店 電子書籍

¥24,750(＋税) □

¥7,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 鹿野祐嗣著
9784000613927

ドゥルーズ著作の「注釈」という未曽有の試み。いまだ先行研究の少ない『意味の論理学』を徹底的に読み解く
ことで、一九六〇年代ドゥルーズ哲学の核心にある「永久革命」の思想を再燃させる。「ドゥルーズに帰れ」を旗
印に、研究状況の刷新をはかる野心作の登場。鈴木泉氏、立木康介氏推薦。

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

基礎から高度な議論まで、民事訴訟法の全体像を明快に説いて、好評を博したスタンダード・テキストを3年ぶ
りに改訂。民法・商法など、この間に相次いで行われた民事系の法令改正に対応、最新判例を多数収録すると
ともに、読者が手続を立体的に捉えられるよう関連個所へのリファーを工夫するなど、さらに充実。

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。

民事訴訟法　第3版（※）
岩波書店 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷部由起子著
9784000248907

□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

-  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8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 □ □

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

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。

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

¥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

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.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  14  -

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



人文社会編 2020年8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 1031873876 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873877 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873878 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873879 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031873880 □ □

昭和期政軍関係の模索と総力戦構想　戦
前・戦中の陸海軍・知識人の葛藤

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥20,020(＋税)

著編者名 玉木寛輝著
9784766426717

□

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

▼「軍事の論理」vs.「政治の論理」▼昭和戦前期における在郷軍人と陸軍中央のせめぎあいとは何だったの
か。また総力戦の危機の時代に「統帥権の独立」は容認されるものであったのか。▼軍と知識人の、武力によ
らず目的を達成しようとする総力戦論を探る、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。

民事訴訟における当事者の主張規律
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥20,020(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金美紗著
9784766426670

現在、当事者の主張過程には固有の規律が模索されている。実効的な主張規律が存在するアメリカ法を比較
法的対象とし、わが国に適した規律、そして実務における当事者および訴訟代理人の主張活動を効果的に律
することのできる規準として主張規律を考察する気鋭の研究。

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。

マルクス経済学　第3版
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大西広著
9784766426755

新古典派経済学とマルクス経済学を接合し、現代資本主義社会を鋭く分析する慶應のマル経教科書、ついに
決定版が完成！著者の不断の研究活動に基づいた解説の改良・追加が全章にわたって行われ、より本格的で
“生きたマル経”を学べる1冊に。

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。

新・考える民法　Ⅲ　債権総論
慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥7,480(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平野裕之著
9784766426687

司法試験の論文試験には何が求められるのか？本番形式の問題に対して、出題の趣旨、論点の重要度、答
案作成に関するコメントなどを随所につけ、改正民法に対応した解説で重要論点を徹底解明。答案構成サンプ
ルも付し、実際の論文試験で圧倒的な論文を書く力を養う、究極の民法事例演習書、第Ⅲ巻！

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

時代の「見えない危機」を読む――迷走する
市場の着地点はどこか

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 黒瀬浩一著
9784766426779

歴史に潜む“落とし穴”を見抜く市場は「経済の現実を映す鏡」だ。その実態を正しく摑むには、大局観に基づく
中・長期的視点からトレンドを把握する必要がある。繰り返される歴史の波から帰納的に変動パターンを読み
取り、平時と乱世、リスク局面などを的確に察知する力をつけるヒントも満載した、スケールの大きな現代経済・
金融論！

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

-  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8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 1031873881 □ □

入門講義　安全保障論
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 宮岡勲著
9784766426793

▼これからの安全保障を考えるために――▼欧米の政治思想や国際政治理論をベースに、国際環境や日米
の国家戦略、さらには海洋・宇宙・サイバー空間をめぐる課題までを一望する入門書。

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。

-  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8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 1031983401 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983402 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983403 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983404 □ □

基地の消長 1968-1973 日本本土の米軍基
地「撤退」政策

勁草書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川名晋史著
9784326302901

1960年代後半から70年代にかけて、米国は日本本土に所在する米軍基地の大掛かりな再編（整理・統合・縮
小）を行った。それは単一の政策ではなく、連続した長期の政策プロセスだった。本書は日本本土、とりわけ首
都圏から基地が撤退したことの政治学的意味を解剖するとともに、米国の一次資料を紐解き、沖縄返還の陰に
ふせられたもう一つの歴史の転回をあぶり出す。

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。

法と経済学の基礎と展開 民事法を中心に
勁草書房 電子書籍

¥10,230(＋税)

冊子購入確認

著編者名 細江守紀編著

わが国は未曾有の少子高齢化社会を迎え、グローバル化、AI化の波に直面するなど、法と経済学の観点から
取り組むべき課題が多くある。また民法改正と相まって、消費者問題などの現代的課題や民事訴訟の課題、公
共政策また国際取引での対応などが問われている。本書は、この法と経済学の基礎分野と応用分野の研究成
果である。

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。

9784326504701

□

¥3,200(＋税)

国家賠償法コンメンタール 第3版（※）
勁草書房 電子書籍

¥63,800(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 西埜章著
9784326403783

膨大な裁判例や学説を網羅的、類型的に分析・整理・評価。長年の研究成果を盛り込み現時点での国家賠償
法の到達点を明確にする。実務家、研究者の指針となる最新かつ本格的な逐条解説書。第3版では、旧版刊行
後の6年間のおびただしい判例・裁判例と文献を盛り込んだほか、さらに理論的深化を図り200頁の増加となっ
た。

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

成年後見の社会学
勁草書房 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 税所真也著
9784326603282

財産管理・権利擁護を中心に論じられてきた成年後見制度。本書は、本人の居場所やケアの処遇決定といっ
た身上監護・生活支援の側面をインタビュー調査を通じ分析し、成年後見の社会化概念を問い直す。判断能力
が不十分とされた個人の私有財産と身上監護に関する決定を社会はどのように扱うのか。社会学の立場から
制度にきりこむ研究書。

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。

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

-  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8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 1031983405 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983406 □ □

¥2,500(＋税)

実戦演習 刑法（※）
冊子購入確認

著編者名 関根徹著
9784335358081

初学者から挑戦できる司法試験予備試験論文過去問対策書として好評を得た、「行政法編」に続く「刑法編」が
ついに刊行。平成23年度から平成30年度までの予備試験論文問題を、わかりやすい解説と共に、教科書で読
んだ知識をどう答案化させるのか、じっくりと導きます。もちろん実際の参考答案付。研究者による過去問解説
書の決定版です！

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

弘文堂 電子書籍

¥8,250(＋税) □

中小企業オーナーのための財産・株式管理
と承継の法律実務（※）

弘文堂 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今川嘉文著
9784335358142

高齢化社会における中小企業の生き残り策を伝授！　中小企業オーナーの判断能力が高齢や病気によって
低下・喪失する前にできることは何か。低下・喪失してしまってからの善後策はあるのか。本書は、その問いに
具体的に答えます。中小企業オーナー等が短期迅速に取り組むべき実務上の対処と、長期計画の策定を提言
するとともに、法務・税務等の実務家には、妥当な解決策への道筋を示す、高齢化社会に不可欠の一冊です。

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

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  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8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 1031983407 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983408 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983409 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983410 □ □

出版社

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7月 商品コード 1031983411 □ □

気候変動リスクへの実務対応
中央経済社 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥4,200(＋税)

ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課
税されるのか

中央経済社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅妻章如著
9784502331718

本書は、法学に興味のある学生、納税者である社会人、国家の運営を担う公務員・政治家の方々へ向けた、租
税法学の課題を通じて社会のあり方を考える新しい「税」の教科書です。本書を読み終えたとき、皆さんは例え
ば次のような問題について視野が広がることでしょう。交通事故の加害者が金持ちである場合、損害賠償額を
高くすべきか？　保育園利用料を低くすべきか、お金を貸すべきか？　など。

冊子を購入または
発注の場合は、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 深澤諭史著

冊子購入確認

著編者名 後藤茂之編著
9784502335310

気候変動は、これまで企業が取り扱ってきたリスクとは明らかに異なる特徴を有しています。本書では、すでに
経営管理の中に定着している伝統的リスクに加え、いかに気候変動を取り込むかをテーマにしています。国際
論議の動向や関連する規制・コード・ガイダンスを整理し、リスク管理を行う上でのガバナンスや経営管理等を
中心に、変化する環境に対して企業がどのように対応すべきかを詳解しています。

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。

9784502335419

インターネット上の表現をめぐるトラブルは、通常の法的紛争よりも対応を誤りやすく、その上、対応を誤ると直
ちに悪化しやすいという問題があります。本書は、ネットトラブルの実情や傾向、関連する法律の基本、有用な
裁判例のほか裁判に至らない事案も極力網羅的に紹介し、また、企業の法務担当者にとってネットトラブルの
予防と解決に必要な知識、いざ紛争になった場合に「勝つ」方法、弁護士の使い方も含めて解説しています。

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

入門課税要件論
中央経済社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税)

インターネット・SNSトラブルの法務対応
中央経済社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 木山泰嗣著
9784502341212

時代は、税法に限らず、法というルールを明確化し、その枠内で議論することを、民間企業にも行政側にも国民
にも求めています。法を意識した税務の取扱いを考えるように意識が変われば、まず身につけるべきなのは
「課税要件」ということになるはずです。本書は、そうした意識が向いた方に、特別にわかりやすく「課税要件」の
考え方を、具体例の数もそろえて解説するものです。さまざまな研修・講演内容を網羅した決定版です。

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

9784502270017

本書は二部構成で、第1部では、日本の財務会計に関して、企業の財務諸表を読み解く形で、主な会計科目や
会計基準、その他関連用語などについて英語を示しながら解説しています。第2部では、コーポレート・ガバナン
スを中心に、企業の組織や機関設計、内部統制、リスク管理、企業の社会的責任など、企業の在り方について
考察し英語を用いて解説しています。テーマ別の例文集もふんだんに収録した実践的な一冊です。

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

ネイティブに伝わる！会計とコーポレート・ガ
バナンスの英語

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 田中智子著

□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

-  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8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 1031983412 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983413 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983414 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983415 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983416 □ □

東大塾 現代アメリカ講義 トランプのアメリカ
を読む

東京大学出版会 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢口祐人編
9784130330763

反知性主義、人種やジェンダーをめぐる問題、政治とメディアの関係、国内の格差と政治対立など、一見極端な
トランプの言動と政治は決して前代未聞のものではなく、アメリカ社会に長く存在するさまざまな流れから生まれ
てきたものであることがわかる。トランプ以前のアメリカにも、トランプ以後のアメリカにも、トランプが体現する価
値観の潮流は存在する。本書はトランプの時代に焦点をあてながらも、アメリカの過去から未来の大きな流れ
を具体的な事例を通して照射する。

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。

技術進歩と日本経済 新時代の市場ルール
と経済社会のゆくえ

東京大学出版会 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 福田慎一編
9784130402941

人工知能やロボットなど、これまでとは異なる新しい技術が急速に進歩するなかで、日本経済はどのように変
容していくのか。経済成長の歩み、金融市場の変容、社会と人とのかかわり方という三つの視点から、日本経
済の光と影の両面にフォーカスを当てて多角的な観点から考察する。

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。

日本近代大学史
東京大学出版会 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥6,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 寺﨑昌男著
9784130513494

明治期の近代的大学の移入も戦後教育改革も、欧米の単純な引き写しではなかった。激変する時代・社会に
あわせ日本の高等教育、研究、そして大学の自治を模索した試みは、それゆえに複雑な力学を内在させ、21世
紀の今日なお、日本社会の変化とともに大学の動揺は続く。第一人者が一貫した視点で活写する待望の通
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。

生命保険数学の基礎 ―アクチュアリー数学
入門― 第3版

東京大学出版会 電子書籍

¥6,435(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山内恒人著
9784130629249

さらに使いやすいテキストへ――初版刊行から10年。読者の声にこたえ、より理解しやすい内容へと記述を修
正。また、標準責任準備金計算用の生命表の更新に伴い、最新の情報にアップデート。初学者だけではなく、
アクチュアリー試験受験者・実務者にも配慮した決定版。

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。

大学という理念 絶望のその先へ
東京大学出版会 電子書籍

¥4,785(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉見俊哉著
9784130530927

東大すら例外でない「衰亡」が取沙汰される現代日本の大学。いま直面する問題は、明治以降の日本の知の
歴史の帰結と深い関係がある。社会史の視座と、自ら大学の研究・教育に携わる実践者の視座との双方から、
ありうる大学の未来像とその芯である「理念」を大胆に提示する書。

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

東京大学出版会

□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

-  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8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 1031983417 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983418 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983419 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983420 □ □

財産権の経済史
東京大学出版会 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林延人編
9784130461320

財産権は歴史的にどのように設定され、経済活動に影響を与えてきたのか、公と私の権力や秩序との関係性
はどのようなものかといった問いに、法学、経済学の知見をふまえて、歴史的な実証を試みる。専門領域を架
橋し、近代から現代につながる財産権の位置づけに対して共通の議論の場を構築する。

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。

コウモリ学 適応と進化
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 船越公威著
9784130602402

空飛ぶ哺乳類――コウモリ。その分類、形態、生態、進化、保全などについて詳細にまとめた日本で初めての
コウモリのモノグラフ。飛翔、エコーロケーション、冬眠、渡りほか興味深いテーマについて解説。哺乳類学を学
ぶすべての人たちに必読の参考書。

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。

近世フィレンツェの都市と祝祭
東京大学出版会 電子書籍

¥10,725(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 赤松加寿江著
9784130668590

宗教的・政治的な儀式や競技行事などといった祝祭が共和制から君主制に移行していく過程において近世フィ
レンツェにどのような影響をもたらしたのか。市庁舎広場、聖堂、ロッジア、街路、橋、ヴィラなどを取り上げ、分
析することで都市と祝祭の重層的な実相に迫る。

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。

美学
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 小田部胤久著
9784130120647

美学は18世紀半ばに作られた哲学的学問であり、「感性」「芸術」「美」という主題が収斂するところに成立した。
美学の古典といえるカント『判断力批判』（1790年）を題材にし、そこでの重要なテーマをめぐって、古代ギリシア
から21世紀までの美学史を概説する。美学を深く学ぶための決定版。

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

-  21  -

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



理工学編 2020年8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 1031983421 □ □

出版社

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 1031983422 □ □

出版社

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7月 商品コード 1031983423 □ □

出版社

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 1031983424 □ □

出版社

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 1031983425 □ □

宇宙物理学ハンドブック
朝倉書店 電子書籍

¥72,600(＋税) □

¥22,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
高原文郎編,家正則編,

小玉英雄編,高橋忠幸編

9784254131277

重力理論、宇宙線、素粒子・原子核、プラズマ・流体などの広範な分野と深いかかわりをもち、相対論的宇宙
論、ブラックホールや中性子星を中心に発展を遂げてきた宇宙物理学。近年、電磁波観測からニュートリノ、重
力波へとさらなる展開をみせている。その全体像と正確な知識を提供。学部上級以上対象。 〔内容〕宇宙物理
学の概観／天体の物理／宇宙論／相対論的天体と高エネルギー宇宙物理学／宇宙の観測／付録（輻射過
程、熱・統計力学、流体・プラズマ、素粒子・原子核）

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

地盤と地盤震動（※）
朝倉書店 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 盛川仁著,山中浩明著
9784254261721

地震に伴う物理現象の理論的背景を重視した理工融合のテキスト。 〔内容〕地盤と地震動／弾性体中を伝播す
る波動／地盤震動の観測／地盤震動記録の解析／地盤構造の探査／地下構造モデルの逆解析／差分法に
よる地震動のシミュレーション

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。

子どもの睡眠ガイドブック（※）
朝倉書店 電子書籍

¥15,510(＋税) □

¥4,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 駒田陽子編,井上雄一編
9784254301199

子どもの健康や学力・体力の向上に睡眠は重要である。子どもの睡眠の基礎知識、睡眠障害の病態生理・治
療について幅広く概説。 〔内容〕眠りは命の源／生体リズムと心身の健康／日本の子どもの眠りと睡眠教育／
臨床編（子どもの眠りの病気)

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

砂防学
朝倉書店 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丸谷知己編
9784254470536

気候変動により変化する自然災害の傾向や対策、技術、最近の情勢を解説。 〔内容〕自然災害と人間社会／
砂防学の役割／土砂移動と地表変動（地すべり、火山泥流、雪崩、他）／観測方法と解析方法／土砂災害（地
震、台風、他）／砂防技術

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

認知言語学大事典
朝倉書店 電子書籍

¥72,600(＋税) □

¥22,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
辻幸夫編集主幹,楠見孝編,菅井三実編,

野村益寛編,堀江薫編,吉村公宏編

9784254510584

認知言語学理論と関連分野について、言語学研究者から一般読者までを対象に、認知言語学と関連分野の指
導的研究者らがその全貌を紹介する。全52項目のコラムで用語の基礎を解説。 〔内容〕1.総論(記号論、認知科
学、哲学等)、2.理論的枠組み(音韻論、形態論、フレーム意味論等)、3.主要概念(カテゴリー化、イメージ・ス
キーマ、参照点等)、4.理論的問題(A.言語の進化と多様性、B.言語の創発・習得・教育、C.創造性と表現)、5.学
際領域(心理学、人類学、神経科学、脳機能計測等)

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。

□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8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 1031927267 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983426 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983427 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983428 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983429 □ □

できるデザイン教室 HTML&CSS&Webデザ
インきほん講座

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 岩本修著
9784295008330

HTMLとCSSを用いたWebデザイン制作の基本が身に付く入門書。サンプルサイトの制作を通じてステップバイ
ステップでHTMLやCSS、Webデザインの基礎を身に付けられる内容です。

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。

Kubernetes完全ガイド 第2版
インプレス 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青山真也著
9784295009795

Kubernetesを総合解説する網羅的な内容。もっとも単純なコンテナの枠組みである Docker から、「なぜKubernets が
必要か」を説明し、導入のためのチュートリアル的な解説を行います。さらに「Workloads」「Discovery& LB」「Config &
Storage」「Cluster」「Metadata」などの Kubernetes のリソースを詳述します。その他、各種の管理機能を解説するほ
か、新たに「Kubernetes の運用」といった章を設け、旧版の 15～18 章の内容を集約します。

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。

法林岳之著,清水理史著,
できるシリーズ編集部著

9784295009788

手を動かしながらZoomの使い方を学べる入門書です。セキュリティについての注意点を丁寧に解説するほか、
幅広い活用事例を掲載するなどして、ツールの操作に止まらない生きた知識が身に付けられる内容とします。
まだ浸透し始めたばかりのツールなので、トラブルシューティング系も含め掲載したQ&Aも盛り込み、読者の不
安を解決します。

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。

Elastic Stack実践ガイド
［Elasticsearch/Kibana編］

インプレス 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 惣道哲也著
9784295009771

Elastic Stack7を対象に、Elastic Stackの機能やアーキテクチャの全体像を理解しつつ、自ら環境を構成して基
礎的な運用が行えることを到達点とします。Elasticsearchの機能概要、システム構成、検索エンジンの基礎知
識、インストールなどを、いくつかの典型的なシステム構成を例として、実際のクエリの操作を行いながら、機能
の解説を行います。

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。

動画配信ビジネス調査報告書2020［With／
Afterコロナで変わる社会、動画配信の今後
を占う］

インプレス 電子書籍

¥280,500(＋税) □

¥95,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
森田秀一著,

インプレス総合研究所著

9784295009757

外出自粛の中で家で楽しめる動画配信サービスのニーズは高まり急速に利用が拡大。リアルのイベントの代替
としてライブ動画の配信も活発に行われています。 他方、AppleTV+やディズニー+が開始され競争は激化。ネッ
トによる同時配信＆見逃し配信のNHKプラスも始まり今後は民法各社にも影響を与えると見られています。 新
型コロナウイルス感染症による社会が変わっていく中、動画配信ビジネスの最新概況や業界構造を分析し、今
後を展望しています。

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。

できるZoom ビデオ会議が使いこなせる本
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

□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8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 1031983430 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983431 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983432 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983433 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983434 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983435 □ □

電子書籍ビジネス調査報告書 2020
インプレス 電子書籍

¥224,400(＋税) □

¥78,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
インプレス総合研究所編著,

落合早苗協力

9784295009955

業界定番の1冊。電子書籍市場は、読み放題サービス、マンガアプリ、電子図書館など、多種多様なサービス
が展開され競争は激化しています。市場規模、流通事業者の動向、ユーザーの動向、今後の展望、当ビジネス
に関する動向など、電子書籍市場の今を多角的に分析します。出版社や流通事業者、書店、印刷会社、その
他さまざまなプレイヤーにおいて戦略をたてる上で重要な報告書とします。

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。

1週間でC言語の基礎が学べる本
インプレス 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 亀田健司著
9784295009870

解説の⽅式は、演習問題・練習問題を多⽤した「実際に⼿を動かしながら覚える」⼿法としています。⼀般的な
プログラミング書よりも多く⼿を動かしてもらうことを重視し、実体験・失敗から具体的に学ぶことで、習得への
ショートカットを体現する内容です。

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。

ディープラーニング標準テンプレート［AIプロ
ジェクトの必須事項と技術的指針］

インプレス 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Adam Gibson著,

京谷和樹著,新郷美紀著

9784295009863

ディープラーニングなどを活用する AI プロジェクトを進める際に行うべき必須の作業を解説します。それぞれの
プロセスで押さえておくべきポイントや留意点についても説明します。また、ディープラーニングで最も利用され
ているCNNとRNNの2つのモデルを取り上げ、それぞれを使いこなす上で必要な知識と実践のためのキーポイ
ントを解説します。

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。

いちばんやさしいPythonの教本 第2版
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
鈴木たかのり著,

株式会社ビープラウド著

9784295009856

まったく知識のない初心者でも「Pythonを使って簡単なアプリケーションを作成できる」「Pythonの基本や仕組み
を体系的に理解できる」「Pythonの特徴の1つであるデータ解析に触れる」という3点をゴールとして、その目的を
達成するために、必要な知識を順番に学んでいける構成にします。

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。

Pythonで学ぶ音源分離 (機械学習実践シ
リーズ)

インプレス 電子書籍

¥11,550(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 戸上真人著
9784295009849

音源分離は機械が音声を聞き分け、聞きたい音だけを取り出す技術であり、近年ディープラーニングの発達に
より発展を遂げています。しかし、日本語で読める良書も少なく、この分野を研究している学生やエンジニアに
向けて、本書はPythonでのプログラムの実装や、最新の研究成果も盛り込んだ音声学習の新しい手引書とし、
実装までを詳しく解説します。

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

できる 仕事がはかどるPython＆Excel自動
処理 全部入り。

インプレス 電子書籍

¥7,095(＋税) □

¥2,150(＋税) 冊子購入確認

著編者名 リブロワークス著
9784295009832

本書は「Python プログラムによる Excel 操作の自動化」を目的別に多数集めた1冊です。基本的な自動化はも
ちろん、「納品するブックの体裁を一度に整える」「複数のシートから集計シートを作成する」といった、身近な日
常業務を想定したサンプルを豊富に用意します。また、監修役のビープラウド様のアイデアも盛り込みながら、
既刊書にはない「ビジネスに役立つ」実践的なテクニックも豊富に用意し、日常業務から専門まで幅広いシーン
で使ってもらうことを目指します。

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



理工学編 2020年8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 1031983436 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983437 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

不便益の実装 バリュー・エンジニアリングに
おける新しい価値

近代科学社 電子書籍

¥3,432(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名
澤口学著,川上浩司著,松澤郁夫著,

宮田仁奈著,西山聖久著,LELEITO Emanuel著

9784764960114

従来のモノづくりでは、便利さの追及が一番の目標とされてきたが、現在では、それだけでユーザーのニーズを
満たすことは難しい。そこで本書では「不便だからこそ得られる効用」である不便益に着目し、これを製品やサー
ビスに新たに取り入れることによって、時代に合った新しい商品開発に寄与することを目指す。「VEと不便益」と
いう一見相反する考え方をどのように融合させてゆくかについて、具体例を多数挙げながら解説する。

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。

実践マテリアルズインフォマティクス Python
による材料設計のための機械学習

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 船津公人著,柴山翔二郎著
9784764906150

マテリアルズインフォマティクスを実践するための機械学習法、実験計画法、記述子計算を詳述。プログラムに
必要なPythonとGoogle CoLabについても導入から解説。データ解析に取り組もうと考えている化学分野の方々
にとって指南書となる。

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。

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。

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。

錐最適化・整数最適化・ネットワークモデル
の組合せによる最適化問題入門 （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。

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。
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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8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 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 □ □

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

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

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。

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。
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理工学編 2020年8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 □ □

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。

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。
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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8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 1031983438 □ □

Common Diseaseの病態生理と薬物治療
（※）

オーム社 電子書籍

¥27,500(＋税) □

¥10,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
寺田弘監修,金保安則監修,原晃監修,
システム薬学研究機構編,牧野公子編,

宮城島利一編,高乗仁編,江口至洋編,礒濱洋一郎編

9784274220708

多くの図と詳しい解説で、身近な病気の病態生理と薬物治療がよくわかる！　本書は、薬物の適正使用を実践
する能力を有し、チーム医療を担える薬剤師養成を目的とした薬剤師卒後教育用の参考書です。疾患への理
解を通して薬物治療を行えること、疾患の概念・症状・検査所見・治療法に精通していること、処方提案に必要
な薬の作用、副作用、併用薬との相互作用などを総合的に理解していることが求められる薬剤師の方々のた
めに、分かりやすく丁寧にまとめたものです。

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。

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入
(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

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



理工学編 2020年8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 1031983439 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983440 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983441 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983442 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983443 □ □

持続可能社会をつくるバイオプラスチック
化学同人 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813944

21世紀は「環境の世紀」とよばれており、持続可能な原料の供給、より優れた性能をもつ素材開発などの観点
から、バイオプラスチックの基礎・応用研究が世界各国で進められている。本書は、高分子の化学・材料学・構
造学・環境化学・グリーンサステイナブルケミストリーなどをテーマに、最近のアカデミアの基礎研究から企業研
究者の実用化研究まで幅広く解説する。

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

食と栄養を学ぶための化学
化学同人 電子書籍

¥5,830(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
有井康博著,川畑球一著,
升井洋至著,吉岡泰淳著

9784759820201

おもに食品・栄養系の基礎化学の講義を想定した半期用の教科書。食品学、栄養学、生化学などの専門科目
を学ぶ際に必要になる、化学の基礎と有機化学に焦点を絞っている。高校で化学を十分に学んでいない学生も
理解できるよう、導入はやさしく、一方で専門科目や国家試験（管理栄養士）にもつながるよう、必要な内容は
しっかり解説する。

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

時間栄養学
化学同人 電子書籍

¥13,970(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柴田重信編
9784759820362

体内時計を研究する時間生物学が盛んになっている。2017年ノーベル生理学医学賞では時計遺伝子が受賞
テーマになった。本書では、時間生物学の観点から栄養学を捉え、体内時計と食事・栄養の関連について、マ
ウス、ヒト、臨床での最新の知見を紹介し、その応用や展望まで述べる。研究手法も紹介し、疾病、ライフステー
ジ、スポーツ、社会生活における時間栄養学を解説する。

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。

マンガでわかる！　今日からドヤれる科学リ
テラシー講座

化学同人 電子書籍

¥3,850(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 くられ原案・解説,くがほたる作画
9784759820393

「天然無添加」「コラーゲン」「ゲルマニウム」「媚薬」「幽霊」など、気になるけどちょっと怪しい噂や現象を、科学の視点
で次々とぶった斬る。「水素水」「血液型」などの疑似科学、「爆弾」「感電死」といった危険ネタの解説もあり、「へえー
そうだったのか」と誰かに話したくなるネタも満載。 科学や医学に関する用語が飛び交ういまこそ、非科学的な話にダ
マされないための科学リテラシーが求められている。本書は、各項目とも、ドタバタマンガとお笑いコント風の解説が
セットになっていて、誰でも、楽しみながらリテラシーに必要な知識と考え方を身につけることができる。

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。

すぐにできる！　双方向オンライン授業
化学同人 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
福村裕史編,

飯箸泰宏編,後藤顕一編

9784759820430

コロナ禍で、高校、高等専門学校、大学の教育現場では、多くの先生方がオンライン授業(遠隔講義)を行う必要
に駆られ、試行錯誤が続いている。本書では、化学教育に長年従事している著者と、情報分野の教育経験が豊
富な著者との共著によって、 Zoom、Teams、Google Classroomなどを使って、効果的に遠隔授業を行うための
準備や授業での対応、評価などを懇切丁寧に解説する。双方向のオンデマンド型・双方向のオンライン型の授
業事例を扱う。化学実験を在宅で挑戦させる試みは見ごたえ十分。

冊子を購入または
発注の場合は、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

-  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8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 1031983444 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983445 □ □

高機能性金属錯体が拓く触媒科学
化学同人 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813975

新規反応開発では金属錯体触媒の創製が鍵を握っており、現在まで多種多様な金属錯体が合成反応に利用
されてきた。現在、工業的に利用されている汎用錯体触媒は、そもそも独創的な配位子設計によるものが多く、
それが発展して実用化に至っている。本書では、省エネルギー、資源の有効利用などの要求に応えうる、次世
代の物質合成を支える分子変換の実現に向けて、独創的な触媒反応を開発している第一線の研究を解説す
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。

生体分子反応を制御する
化学同人 電子書籍

¥10,890(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本化学会編
9784759813968

生体反応を手本にして、人工的に模倣・再現することや、その機能を超えるような系を開発することは、環境・エ
ネルギー問題を解決するうえで重要である。また、生体反応を制御して食糧問題解決や医薬品開発をする試み
も行われている。これらの研究には、生体反応を化学の言葉で理解することが必須だが、まだその途上である
といわざるをえない。生体分子反応を制御するためには、複雑な生体反応を分子レベルで明らかにすることが
必要であり、それを制御する分子や方法論および反応場を本書で明らかにする。

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。

-  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8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 1031983446 □ □

出版社

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 1031983447 □ □

出版社

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 1031983448 □ □

出版社

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 1031983449 □ □

出版社

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 1031983450 □ □

平均曲率流―部分多様体の時間発展―
共立出版 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税)

計算機代数の基礎理論
共立出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
長坂耕作編著,岩根秀直編著,北本卓也著,

讃岐勝著,照井章著,鍋島克輔著

9784320113732

本書は、最大公約因子計算、因数分解、実数根の分離などにおいて国内での第一人者またはそれに準ずる研
究者が、計算機代数の基礎理論を、最新の研究成果を含めて詳説する。計算機代数の研究対象は幅広いが、
本書では特に、高等学校で習うユークリッドの互除法や多項式の因数分解など、比較的身近な問題のみを取り
扱う。計算機代数に関して知りたい読者にとって、格好の1冊となろう。

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

¥3,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 早稲田大学複雑系高等学術研究所編

冊子購入確認

著編者名 小池直之著
9784320113763

本書は、微分幾何学の視点から平均曲率流を学ぶための初の和書であり、微分幾何学・位相幾何学と解析学
の懸け橋になることを目指して執筆された。

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。

9784320034471

本書では、複雑系の視点から経済・社会を論じる5編の論文を収録。内部状態を持った個体が集まってできた
系の集団的・統計的性質に着目し、各個体の情報からいかに集団を特徴づけるか、いかに新たな集団的性質
を発見するかという問いが示されている。

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

基礎化学実験―実験操作法Web動画解説
付― 第2版増補

共立出版 電子書籍

¥6,270(＋税) □

¥1,900(＋税)

複雑系としての経済・社会（複雑系叢書 3）
共立出版 電子書籍

¥12,210(＋税) □

冊子購入確認

著編者名 京都大学大学院人間・環境学研究科化学部会編
9784320044944

大学初年次における化学実験授業のための教科書として、半期授業を念頭に無機定性分析実験、容量分析実
験、有機化学実験の3分野の実験実習を配し化学全般を扱っている。最初に化学実験の基本操作を詳しく解説
するとともに、実験手順も具体的かつ丁寧に記述。第2版増補では、本文に盛り込んでいるいくつかの実験器具
の操作方法を、京大国際高等教育院サイトの化学実験操作法のビデオへアクセスし動画で見て理解できるよ
う、本文の図版にQRコードを27点配置。スマホやタブレットから利用しやすくした。

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。

9784320076839

歴史的建造物を保存活用していくことは、少子高齢化対策や観光による地域の活性化政策のなかで、今後の
需要の増加が見込まれるもののひとつである。本書は、そうした歴史的建造物の保存修復を、その実務の手順
（調査、計画・設計、施工、記録）に沿って解説した入門書である。実務にかかわる理論と法制度についてもあ
わせて紹介している。

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

論より実践 建築修復学（造形ライブラリー
08）

共立出版 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 古山正雄監修,後藤治著

□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

-  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8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 1031983451 □ □

出版社

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 1031983452 □ □

出版社

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 1031983453 □ □

出版社

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7月 商品コード 1031983454 □ □

出版社

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 1031983455 □ □

システム信頼性の数理 (シリーズ 情報科学
における確率モデル 7)

コロナ社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大鑄史男著
9784339028379

信頼性工学の基盤をなす2状態単調システムから多状態システムに至るまでの議論を、システムの順序構造と
確率的なエージング性との関係を基軸にしながら概観する。また、システムの構成要素の重要度について計算
の観点から解説する。

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。

確率システムにおける制御理論 (シリーズ
情報科学における確率モデル 6)

コロナ社 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 向谷博明著
9784339028362

本書は、数学を基盤としたシステム理論の中でも、伊藤の確率微分方程式によって支配される確率システムを
基盤とした電気・機械・プロセスシステムにおけるシステム理論および動的ゲームへの応用について詳細に解
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。

マルコフ決定過程 理論とアルゴリズム  (シ
リーズ 情報科学における確率モデル 4)

コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中出康一著
9784339028348

本書では、現在の状況を表す状態を観測しながら、ある利益（費用）規範の下で最適な決定を行う確率過程で
あるマルコフ決定過程の基本理論や実際に問題を定式化して解き、最適決定政策を求める際必要となる計算
手法に焦点をあて解説した。

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

アナログ/デジタル変換入門 原理と回路実
装（※）

コロナ社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 和保孝夫著
9784339009187

本書はアナログ/デジタル変換器およびデジタル/アナログ変換器と呼ばれるデータ変換器について、その原理
と回路実装の基礎をできるだけわかりやすく解説した。また最先端の話題についても体系的に整理して記載し
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。

測度論的確率論、十分統計量の説明に加え、本書では、測度空間に特別な平行移動を導入することでアファイ
ン空間を構成し、そのうえで幾何学を展開することにより、指数型分布族と非指数型分布族を同時に取り扱える
枠組みを提供した。

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。

エントロピーの幾何学 (シリーズ 情報科学
における確率モデル 5)

コロナ社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中勝著
9784339028355

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

-  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8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 1031983456 □ □

1から始める Juliaプログラミング
コロナ社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 進藤裕之他著
9784339029055

「Pythonのように書けて、Cのように動く」新しいプログラミング言語Juliaの基本的な文法や使い方から、実践的
な内容として、標準ライブラリには含まれない数値計算やデータの可視化などのパッケージの活用まで解説す
る。

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

-  33  -

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



理工学編 2020年8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

-  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8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 1031983457 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983458 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983459 □ □

いまさら聞けない計算力学の定石（※）
丸善出版 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
公益社団法人土木学会応用力学委員会

計算力学小委員会編

9784621304983

広範な問題が扱われる一方で、専門性が日々高度化する計算力学分野で常識的とされる項目を解説。固体、
構造、流体の各解析分野を横断して取り扱い、理解をさらに深めるための例題と理論解、また具体的な数値を
扱う問題と計算結果を示した。計算力学の基本的な考え方や重要なポイントを明確に理解し、実際に役立つ技
術として体得するためのテキスト。

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。

富士山境目図鑑－境目だから面白い、五合
目の地質と動植物（※）

丸善出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山梨県富士山科学研究所編著
9784621305119

本書でスポットをあてるのは、登山開始点としてよく使われる富士山五合目。五合目は、車で行けるほどアクセ
ス良好ながら、植生や地学的な特徴を知るのにぴったりな場所です。そこには、日本アルプスなど他の高山で
はほとんど見られない、ユニークな高山域の生態系があります。本書では密接に関係しあう地学・植生・生き物
についてわかりやすく解説、富士山がますます魅力的に感じられる内容です。

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。

消費生活アドバイザー受験合格対策 2020
年版

丸善出版 電子書籍

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
大矢野由美子編著,

安藤昌代編著,工藤千草編著

9784621305065

各分野に精通したプロが過去の出題傾向を分析し本年度の試験対策を的確に洗い出しており、膨大な試験科
目の全重要項目を体系的に理解できるようになっている。また試験までにおさえておきたい最新情報の収集方
法をアドバイスしながら、難関といわれる2次試験対策も詳しく紹介する。消費生活アドバイザー試験対策本の
決定版。国家資格「消費専門相談員」も同時取得できる。

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

-  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8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 □ □

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

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。

□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8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 1031983460 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983461 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983462 □ □

あたらしい耳鼻咽喉科・頭頚部外科学（※）
中山書店 電子書籍

¥21,780(＋税) □

¥9,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 香取幸夫編,日高浩史編
9784521747873

広範な領域をカバーする耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の魅力を簡潔な文章で分かりやすく伝えるテキスト。画像
所見、臨床写真、シェーマなどを多用して、視覚的な理解を助ける。東北大学耳鼻咽喉・頭頸部外科が総力を
上げて編集・執筆。医学教育のエキスパートが編集協力として参画。メディカルイラストは、第一線の耳鼻咽喉
科医師による眼を見張るオリジナルイラストを多数掲載。

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。

子育て支援（※）
中山書店 電子書籍

¥5,324(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
小橋明子監修,木脇奈智子編著,

小橋拓真著,川口めぐみ著

9784521748320

平成30年の保育所保育指針の改定に伴うカリキュラム変更で生まれた新科目『子育て支援』のテキスト。核家
族化の進行で、孤立して戸惑う親たちを保育士はどのように援助することができるのか。発達障害や児童虐待
など、近年特に問題となっているテーマも掘り下げて解説する。イラストや事例が豊富で、手に取りやすいテキ
ストになっています。

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

麻酔科医のための周術期の診療ガイドライ
ン活用術 (新戦略に基づく麻酔・周術期医
学)

中山書店 電子書籍

¥31,460(＋税) □

¥13,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 横山正尚編,森田潔監修
9784521743288

麻酔科医が周術期において根拠に基づいた医療を実施するために必要となる主な診療ガイドラインを術前管
理、術中管理、術後管理に分けて取りあげ、その活用法について想定症例をあげて具体的に解説した。最善
の医療を求められる実際の診療でガイドラインを適切に活用できるよう、活用のポイントを実践的にまとめた。
最後に、研究倫理と終末期医療に関する指針についても示した。

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

-  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8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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。

□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8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 □ □

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。

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。

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。

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。
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医学編 2020年8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 1031983463 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983464 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983465 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983466 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983467 □ □

新生児室・NICUで使う薬剤ノート 改訂5版
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 北東功編著,三輪雅之編著
9784840472463

【新生児への薬剤適応・用量の掲載は本書だけ】　2000年の初版から版を重ねた待望の第5版。新生児医療に
携わる医師によってオフラベル薬（保険適用外使用薬）は適応・用法・用量の検討が積み重ねられた内容に。
薬剤名は一般名メイン表記に変更した。希釈・観察ポイントのわかりやすさはそのままに、最新の情報をお届け
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。

疾患イメージをつかむ救急ケース68 (Emer-
Log 2020年夏季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 阿南英明編
9784840470001

【臨床で出合う典型例も非典型例もこの一冊に】　本書では臨床でよく遭遇する24の救急疾患を取り上げる。そ
れぞれの疾患が見せるさまざまな症状を通して患者さんへのアプローチ方法を押さえ、診断・治療・ケアで外し
てはいけない軸を学ぶことができる。目の前の患者さんに確実に対応するための“本物”の知識が得られる一
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。

子宮全摘出ロボット手術のキホン
メディカ出版 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 近藤英司著
9784840472319

【エキスパートが婦人科ロボット手術を伝授】　婦人科腫瘍のエキスパートである著者が、ロボット手術の魅力と
実際の手技の基本とコツを、きれいな画像・動画を用いて解説。子宮体癌に対する準広汎子宮全摘術を均てん
化された安全に行える基本の術式について、さらに骨盤リンパ節郭清についても惜しみなく見せる。

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

疾患別泌尿器科の薬物療法と患者管理 (泌
尿器Care & Cure Uro-Lo 別冊)

メディカ出版 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

9784840472302

【薬物の治療戦略と患者管理の要点がわかる】　泌尿器科の薬物療法では、治療とケアの多様化とともに新し
い薬剤が次々と開発され、各種ガイドラインが見直されている。本書は、薬剤の特性を生かした治療戦略と患
者管理、副作用への対応について、医師・看護師・薬剤師が最新の情報をまじえて解説する。

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。

著編者名 北村寛監修

新生児内分泌ハンドブック 新版
メディカ出版 電子書籍

¥17,050(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

9784840472289

【新生児内分泌の基礎から応用を臨床に生かす】　新たに、早産児骨減少症、緊急対応が必要な先天代謝異
常症、循環作動薬などの項目を追加。新生児疾患に深く関与することが明らかになった内分泌は、呼吸、循
環、神経、栄養に続き、新生児の第5のテーマといえる。新生児内分泌の基礎から応用が学べ、新生児管理の
臨床で生かせるように、第一人者が最新知識を臨床上の着眼点とともに解説する。

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。

著編者名
新生児内分泌研究会編著,
河井昌彦編,豊島勝昭編

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択
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医学編 2020年8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 1031983468 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983469 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983470 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983471 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983472 □ □

透析患者の検査値ポケットブック 改訂2版
メディカ出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 友雅司編著
9784840472449

【透析診療に重要な検査項目の標準値がわかる】　透析診療にかかわるスタッフが円滑に連携・協力するため
に、検査値の基準値、目標値を共有しておくことはきわめて重要である。透析患者に欠かせない検査値の「標
準値」「異常値」「異常値に対する治療方針」について、日本透析医学会の最新のガイドラインに準拠して解説
する。透析患者の状態安定、合併症軽減、生命予後改善を目指すために、スタッフ間の共通言語としての役割
を果たす一冊。

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

妊産婦の保健指導トラの巻 (ペリネイタルケ
ア 2020年夏季増刊)

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 成瀨勝彦編著
9784840469449

【よくある質問とOK／NG回答例を紹介】　妊娠各期・産後に妊産婦からよく聞かれる46の質問に対し、助産師
によるOK/NG回答例、質問に関する各テーマの解説、最新トピックスで構成した。『産婦人科診療ガイドライン：
産科編2020』に対応しエビデンスベースで解説した保健指導の実践書。コミュニケーションスキルも磨ける1冊。

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

ハイパーソノグラファーK ①（※）
メディカ出版 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
山田博胤原作,小谷敦志原作,

小玉高弘作画

9784840468848

【心エコーの極意がマンガで楽しく学べる！】　普段目にすることのない超音波検査室のリアルが漫画でわか
る！さまざまな主訴を訴える患者の診断にあたる、ちょっと頼りない循環器内科医の田山博と、超音波診断で
は類を見ない能力を発揮する響極和音を中心に、循環器疾患の確定診断に大切な超音波検査の重要性を学
んでいく、SF風医療ストーリー。

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

骨折の術前計画55
メディカ出版 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 矢倉拓磨著
9784840472470

【術前作図の描き方・活かし方が学べる1冊】　7000例の骨折手術で術前作図を描き治療してきた著者（2018年
AO Trauma Course Table Instructor）が厳選した55症例を紹介する作図集。骨折の術前計画の立て方を「電子
カルテ上での外傷整形術前計画テンプレートの入力」と「術前作図の描画」に集約して学ぶことができる。AO
Trauma Japanの理事松村福広先生と元教育委員中村誠也先生の推薦書。

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。

若手医師のための超入門関節鏡視下手術
(整形外科SURGICAL TECHNIQUE BOOKS
7)

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
松本秀男編,菅谷啓之編,
内田宗志編,熊井司編

9784840472234

【関節鏡を始める医師必読のビジュアル実践書】　膝、肩、肘、股関節、足の関節鏡の基礎知識をまとめた若手
整形外科医必携の一冊。「関節鏡で何が見えるのか」「鏡視の順序」など、これから関節鏡を始める医師が知っ
ておくべき基本を豊富な写真・イラストを用いて解説した超入門書。

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。
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医学編 2020年8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 1031983473 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983474 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983475 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983476 □ □

若年性特発性関節炎（JIA）における生物学
的製剤使用の手引き　2020年版

羊土社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業小児期および成人移行期

小児リウマチ患者の全国調査データの解析と両者の異同性に基づいた全国的

「シームレス」診療ネットワーク構築による標準的治療の均てん化研究班編,

一般社団法人日本小児リウマチ学会協力,一般社団法人日本リウマチ学会協力

9784758118774

代表的な小児リウマチ性疾患である若年性特発性関節炎について、治療に用いる生物学的製剤の使用方法
を包括的にまとめた手引き。移行期にも対応できるよう、妊娠・授乳中の製剤使用や医療福祉制度についても
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。

成人診療科医のための　小児リウマチ性疾
患移行支援ガイド

羊土社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業小児期および成人移行期

小児リウマチ患者の全国調査データの解析と両者の異同性に基づいた全国的

「シームレス」診療ネットワーク構築による標準的治療の均てん化研究班編,

一般社団法人日本小児リウマチ学会協力,一般社団法人日本リウマチ学会協力

9784758118767

小児期に発症した若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデス、若年性皮膚筋炎・若年性特発性炎症性筋
疾患、シェーグレン症候群の4疾患について、成人診療科への移行を成功させるための要点をCQ形式で簡潔
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。

入門者に最適の好評書が改訂！ 豊富なカラー写真で手技を基本から丁寧に解説。人工心臓、SHDインターベ
ンション、3DTEEなど注目の情報もカバー、経食道心エコーを習得するならまず本書から！

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

カラー写真で一目でわかる　経食道心エ
コー　第3版

羊土社 電子書籍

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本浩嗣編,山浦健編
9784758111218

ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・
アウトリーチ　成功の戦略と文章術

羊土社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Yellowlees Douglas著,

Maria B. Grant著,布施雄士訳

9784758108515

英作文のプロと研究のプロが、 心理学と神経科学に基づいた、成功の可能性を高める書き方を伝授。プライミ
ング効果、初頭効果、新近効果、フレーミング効果などを駆使した、読み手の心をつかむメソッドが身につく！

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
□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8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 1031983477 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983478 □ □

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

エキスパートが疑問に答えるワクチン診療
入門

金芳堂

著編者名 谷本哲也編著
9784765318259

感染症を予防するワクチンの臨床医学的な側面を中心に、初学者向けに簡潔にまとめた入門書である。1つの
テーマに対して、概略を伝え、また、代表的な臨床上の疑問点を挙げ、その解説では、根拠となる制度や論文
の出典を明示し伝えている。知っておくべき重要な制度や臨床医学論文のエビデンスがひと目でわかる内容に
なっている。医師やレジデント、そして、看護師、薬剤師にもワクチンの世界への入り口として、役立つ1冊であ
る。

電子書籍

¥8,360(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

こういうときはこうする！腫瘍糖尿病学Q&A
がん患者さんの糖尿病診療マニュアル

金芳堂 電子書籍

¥11,000(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 大橋健編著
9784765318358

がん患者の糖尿病診療において注意すべき気になるポイントをQ&A形式で解説。最新知識やエビデンスを可
能な限り踏まえつつ、第一線で活躍する医師のエキスパート・オピニオンを示していただき、実地臨床では具体
的にどのようにすればよいのか等、がん治療中の糖尿病管理に関するベスト・プラクティスを集約。糖尿病専門
医のいないがん専門施設の先生方にとって今までにない腫瘍糖尿病学の一冊。

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。

□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8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 1031983479 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983480 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983481 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983482 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983483 □ □

こういうことだったのか！！ ECMO・PCPS
中外医学社 電子書籍

¥13,750(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小尾口邦彦著
9784498166226

COVID-19で一般的にもその名が知られるようになったECMOだが、医療者の間では「管理が大変」「難しい」と
いう印象を持つ者が多い。本書では、そもそもECMOとは一体何なのか、そのネーミングが表す存在意義から
始まり、どのような場面で、なぜ必要なのか、そして、現場でどう扱えばいいのかを体系立てて解説する。軽妙
で簡潔な語り口が理解の助けとなり、ECMOの要点を掴んで使いこなすのに最適な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。

Dr.岡の感染症ディスカバリーレクチャー　新
型コロナウイルス COVID-19特講

中外医学社 電子書籍

¥14,300(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡秀昭編著
9784498021327

新型コロナウイルスを巡っては、虚偽・真偽不明の物も含め様々な情報が飛び交っている。この「インフォデミッ
ク」による混乱を正すべく、エキスパートがおくるCOVID-19特別講義。疫学・病態に関する知見から、診断・治
療・マネジメントの正しいノウハウまで、実臨床に役立つ情報が満載。「症例編」では専門医が実際の症例にい
かに対応するのかが身をもって体験できる。 COVID-19対策の羅針盤！（CareNeTV番組を元にした書下ろ
し。）

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

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

電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

湿潤療法の考え方，使い方
中外医学社

著編者名 入江康仁著
9784498063747

近年広まった湿潤療法は、創傷・熱傷をより短期間で瘢痕を最小限にとどめて治癒させることも可能にした一
方、却って悪化させてしまうような誤った方法が独り歩きしている。本書では「キズ・やけど外来」で湿潤療法を
実践し、救急医でありながら創傷や熱傷の初期治療から治癒まで対応してきた筆者が本来の湿潤療法の考え
方と方法について執筆。感染を防ぎ安全に湿潤療法を行うためのドレナージなどについて解説する。

ケアとまちづくり、ときどきアート
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
西智弘著,

守本陽一著,藤岡聡子著

9784498057302

急速な高齢化に伴い、緩和ケア・福祉の需要が増加傾向にあるなか、医療者が病院内で患者に接する時間は
限られている。今のままでは患者の苦痛を取り除くことはできないと、はがゆい思いを抱えている医療者は少な
くないだろう。現在、その解決方法として注目されているのが、社会的手法である。キーワードは「まちづくり」と
「アート」。これは、近い将来日本の緩和ケアを救うかもしれない、新しいバイブルである。

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。

世界一やさしい！　尿路結石の本
中外医学社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Evan R. Goldfischer著,

柴垣有吾監修,冨永直人監訳

9784498224520

腎尿路結石の診療に携わってきた経験豊かな著者が、自ら尿路結石を患った経験を元に医師と患者の両目線
で書いた、尿路結石の攻略本。もともと一般の患者向けであったため、その解説は明快でわかりやすい。一方
で、内容は診療から治療・ケア、予防方法までを網羅。医療者にとっても専門的過ぎず、かつ平易過ぎず、手軽
に必要な知識を得ることができる。絶妙なさじ加減で、医療者と患者どちらにとっても価値ある1冊である。

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

□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8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 1031983484 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983485 □ □

遠位橈骨動脈アプローチ dRA2020
中外医学社 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉町文暢編著
9784498136625

PCIの世界に彗星のように現れた遠位橈骨動脈アプローチ（distal radial artery approach：dRA）はより低侵襲で
患者の負担を減らせる手技として注目を集める一方、未知の部分も多く、決定的なやり方は未だ定まっていな
い。本書ではdRAを積極的に行っているエキスパートたちによるTipsを集め、整理。穿刺や止血、様々な状況に
応じたdRAの適応や合併症への対応など、これからdRAを始めようとする医療者のための知識が満載の一冊
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。

女性スポーツ診療ハンドブック
中外医学社 電子書籍

¥11,880(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平池修編著,能瀬さやか編著
9784498160088

校医・スポーツトレーナー・栄養士も知っておきたい、部活に取り組む学生や市民マラソンランナーなどにも生
かせるトップアスリート診療で蓄積した産婦人科のスポーツ医学。人気のマタニティトレーニングや更年期に気
を付けるポイントも解説。処方薬・漢方薬・OCTまでドーピング検査のときでも使える薬がよくわかる、スポーツ
を快適かつ安全に行うための診療ガイド決定版！

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。
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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。 
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