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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9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 □ □

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。

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

-  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9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 1032310311 □ □

日本の建国 神武天皇の東征伝承・五つの
謎 (勉誠選書)

勉誠出版 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 安本美典著
9784585222811

『日本書紀』編纂1300年記念出版。大和朝廷と、日本国家の起源を考える。　日本は、いつ、どのようにして成立したのか？ 
神武天皇の建国伝承は、史実なのか、神話なのか、単なる作り話なのか。『古事記』『日本書紀』は、神武天皇の東征伝承の
前に、天照大御神（あまてらすおおみかみ）神話や出雲神話などを、かなりくわしく語る。なぜ、これらの長い神話を語らなけ
ればならなかったのか。神武天皇の建国伝承には、史実がふくまれているのか。単なる神話なのか。あるいは、作り話なの
か。令和のはじまりの年に、日本のはじまりを考える。長浜浩明著『日本の誕生』の徹底批判収録。

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。

□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

-  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9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 1032310312 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310313 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310314 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310315 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310316 □ □

刃物たるべく 職人の昭和
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 土田昇著
9784622088929

バブルとともに失われた技術の数々。昭和、平成の時代は手でものを作る人々に何を残したのか。無名性の中
に生きた天才職人たちの肖像。

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

人体は流転する 医学書が説明しきれない
からだの変化

みすず書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ギャヴィン・フランシス著,

鎌田彷月訳,原井宏明監修

9784622088905

生きることは、終わりのない身体変容のただなかにいることだ。好評既刊『人体の冒険者たち』の著者による、
臨床医学的博物誌第2弾。

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

脳のネットワーク
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
オラフ・スポーンズ著,

下野昌宣訳

9784622088844

脳科学と複雑ネットワーク科学を接合し、“躍動する網”としての脳に迫る「ネットワーク神経科学」。第一人者に
よる包括的解説書。

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。

もうダメかも 死ぬ確率の統計学
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
マイケル・ブラストランド著,

デイヴィッド・シュピーゲルハルター著,
松井信彦訳

9784622088882

スカイダイビングから彗星衝突まで、あらゆる死の確率を「マイクロモート」概念で分析。三人の登場人物の物
語で描くリスク大全。

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

建築の東京
みすず書房 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 五十嵐太郎著
9784622088950

平成から令和へ。オリンピックを前に東京はいかに変貌したか？　近過去の建築景観、丹下健三以後の東京
計画・未来都市像を検証する。

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。

□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9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 1032310317 □ □

出版社

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 1032310318 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310319 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310320 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310321 □ □

刑事手続を造形している諸制度の趣旨・目的とそこから導かれる法解釈論の筋道、刑事手続という法制度の
全体構造と作動過程を透徹した視点から鮮やかに描き出す。旧版刊行以降の重要な新判例と法改正を織り込
み、編末や章末に参考文献を掲げた。

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。

□

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 酒巻匡著
9784641139428

刑事訴訟法〔第2版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥9,460(＋税)

初学者のための全く新しいテキスト。丁寧な記述と豊富な例、学習支援のツールで考えながら着実に理解が進
む。必須の内容を凝縮しつつ、用語や発展的話題も注等でカバーし、読むほどに力がつく。体系全体のハン
ディマップとして長く役立つ。論点整理や復習にも◎！

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

入門刑事手続法〔第8版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三井誠著,酒巻匡著
9784641139435

刑事手続の実務と概要を手続の流れに沿って、平易かつ客観的な解説をする。そのほか、豊富な統計・書式
により、読者の基礎知識の理解と整理に役立つものとなっている。初学者から法科大学院生まで幅広い読者
の信頼を得ているテキスト。

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。

□

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 内田幸隆著,杉本一敏著
9784641150652

刑法総論 (ストゥディア)（※）
有斐閣 電子書籍

¥4,400(＋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。

租税法〔第2版〕 (アルマＳ)（※）
有斐閣

著編者名
岡村忠生著,

酒井貴子著,田中晶国著

9784641221529

租税に関する基本的なルールとその考え方をわかりやすくコンパクトにまとめた概説書。総論から所得税法、
法人税法、消費税法、租税手続法までを網羅。必要な知識・原理原則が理解できる。旧版刊行以降の法改正、
新判例に対応し改訂。また令和2年度税制改正についても補遺を付けた。

電子書籍

¥5,060(＋税) □

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

労働法〔第4版〕（※）
有斐閣 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥6,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 荒木尚志著
9784641243170

労働立法の展開と労働関係の特質を踏まえた労働法体系書。最先端の学説状況と裁判例の的確な分析に基
づき安定した解釈論を提示するとともに、今後の労働法政策をも展望。今改訂では格差是正法制、高度プロ
フェッショナル制度、労働時間の上限規制、ハラスメント対策法制、さらには2020年改正による賃金債権等の消
滅時効、副業兼業の新規制、70歳就業確保措置まで、目まぐるしい動きに対応した。

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

-  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9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 1032310322 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310323 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310324 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310325 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310326 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310327 □ □

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

わかりやすい制度記述と興味深い実態分析を両立させ、好評を博した教科書の新版。近年の制度改革の成果
や行政学研究の進展を反映させつつ、よりわかりやすく、より体系的に行政学の全体像を説明する。行政の実
態や行政学を学びたい学生、公務員志望者に最適。

真渕勝著著編者名
9784641149359

冊子購入確認¥3,900(＋税)

行政学〔新版〕（※） □¥8,580(＋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。

マクロ経済学の理論を学び始める前に、経済学の基本用語や現実の経済の仕組みを丁寧に解説し、そのうえ
で基本モデル、発展的トピックスへと段階的に学習できる入門テキストの最新版。章末には、豊富な練習問題
を収録し、各種公務員試験にも活かせる一冊。〈2色〉

平口良司著,稲葉大著著編者名
9784641150768

冊子購入確認¥2,300(＋税)

マクロ経済学〔新版〕 入門の｢一歩前｣から
応用まで (有斐閣ストゥディア)（※）

□¥5,060(＋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。

BL（ボーイズラブ）の歴史や研究の方法論、社会との関わりなどをジェンダー視点を重視して整理したBL研究
入門。少年愛の時代からBLが一般的になった現在への変遷や、様々な形態のBLについて分析。BLをテーマ
に卒論や修論を書こうと思っている人に最適。

堀あきこ編,守如子編著編者名
9784641174542

冊子購入確認¥2,400(＋税)

BLの教科書（※） □¥5,280(＋税)

電子書籍有斐閣

国際私法〔第7版〕 (Ｓシリーズ)（※）
有斐閣 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 櫻田嘉章著
9784641159549

重要な論点をわかりやすく解説した、スタンダードテキスト。簡潔ながら研究の深さも感じられる1冊。2012年以
降の判例・学説・法改正を織り込んだ。学部・法科大学院でのテキストとしてはもちろん独習用教材としても最
適。

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

経済法〔第9版〕 独占禁止法と競争政策 (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
岸井大太郎著,大槻文俊著,

中川晶比兒著,川島富士雄著,稗貫俊文著

9784641221512

経済法のスタンダード・テキストの改訂版。CPTPP発効に伴う確約手続の導入、2019年改正による課徴金減免
の柔軟化などを織り込んだほか、最新の審判決例を追加。巨大IT企業に対する規制といった新たな動向にも
言及。生きた独禁法の姿をわかりやすく客観的に説明し検討する。

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。

独禁法務の実践知 (LAWYERS' KNOWLEDGE)

有斐閣 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長澤哲也著
9784641138407

正当な事業機会を逃さないためには、いかなる行為が問題に「ならない」かの見極めが重要になる。各種ガイド
ラインや公取委の事例相談などの分析と著者の実践知から、企業活動において慎むべき行動に加え、競争の
場で適切に戦略を遂行するための判断軸を提示する。

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

-  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9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 1032310328 □ □
冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。

中学・高校教師の必携書が第4版化。学習指導要領の改訂を反映した統計や制度の記述を刷新し、現場目線
でのコラムを新規追加。そのままのコンパクトさでより充実の内容に。公認心理師科目「教育・学校心理学」にも
対応。教職課程のテキストとしても最適。

心理科学研究会編著編者名
9784641281486

冊子購入確認¥2,000(＋税)

中学・高校教師になるための教育心理学
〔第4版〕 (選書)（※）

□¥4,400(＋税)

電子書籍有斐閣

-  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9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 1032310329 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310330 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310331 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310332 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310333 □ □

戦争孤児たちの戦後史１ 総論編
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 浅井春夫編,川満彰編
9784642068574

戦争孤児の実態を数値や制度上で把握するだけではなく、一人の生の記録として着目。孤児になる経緯・ジェ
ンダーなどの視角を重視し、現代的観点から孤児問題を考える姿勢を提示する。聴き取り調査の手法や年表も
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。

近世社会と壱人両名 身分・支配・秩序の特
質と構造

吉川弘文館 電子書籍

¥35,200(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 尾脇秀和著
9784642038942

近世日本において一人の人物が異なる二つの名前と身分を同時に保持し、公の場で使い分けた「壱人(いちに
ん)両名(りょうめい)」。従来固定的と見なされていた身分の移動や兼帯はなぜ発生し、いかなる意味があったの
か。成立の前提・背景から明治初年の解体・終焉にいたるまで、多様な事例を分析。「身分」の意味を問い直
し、近世社会の建前と実態、本質に迫る意欲的な一書。

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。

宗教の融合と分離・衝突 (日本宗教史 3)
吉川弘文館 電子書籍

¥12,100(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊藤聡編,吉田一彦編
9784642017435

仏教・神道・キリスト教をはじめ多様な宗教が併存する日本社会。他の信仰に対する寛容さを持つ一方、排他
的な志向や事件も繰り返されている。古代から現代まで、さまざまな宗教・思想・信仰の融合と葛藤の軌跡を辿
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。

室町幕府分裂と畿内近国の胎動 (列島の戦
国史 4)

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 天野忠幸著
9784642068512

16世紀前半、明応の政変などを経て室町幕府は分裂。分権化が進み、新たな社会秩序の形成へと向かう。三
好政権の成立、山城の発展、京都や大阪湾を取り巻く流通などを描き、畿内近国における争乱の歴史的意味
を考える。

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

藤原仲麻呂と道鏡 ゆらぐ奈良朝の政治体
制 (歴史文化ライブラリー 504)

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 鷺森浩幸著
9784642059046

奈良時代、天皇のそばに仕え、臣下ながら政治の実権を持った藤原仲麻呂と道鏡。太政大臣という官僚機構
の最高位の地位に登りつめた彼らはいかなる基盤を持ち、絶大な権力を握ったのか。乱を起こし一族滅亡した
仲麻呂、皇位に手が届いたかにみえたが失脚し追放された道鏡。二人の人物像と政治背景を軸に、奈良時代
の政変と天皇家の実像を描き出す。

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

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  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9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 1032310334 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310335 □ □

伊達政宗の素顔 筆まめ戦国大名の生涯 
(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 佐藤憲一著
9784642071192

戦国末期、自らの考え・意思で道を切り開き仙台藩六十二万石を築いた伊達政宗。武将・文化人としての事跡
を、「筆武将」とさえいわれる数多くの自筆書状をもとに詳述する。人情あふれる書状から政宗の素顔がよみが
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。

近世の地域行財政と明治維新
吉川弘文館 電子書籍

¥31,900(＋税) □

¥11,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 今村直樹著
9784642035002

江戸幕府や諸藩は、村々から構成される地域社会を治めるために、村政を司る名主や庄屋の上位に、大庄屋
と呼ばれる役人を置いた。その一つである熊本藩の手永・惣庄屋制による行財政機能を詳細に検討。近世の
領主制と地域社会の展開を総合的に跡づけながら、明治維新という巨大な社会変革後の近代地方制度やそ
の運営に及ぼした影響を解き明かす。

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。

-  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9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 1032310336 □ □

古典的な物体運動と同様、人工知能（AI）技術やビッグデータ解析などの近年発展著しい技術の根底にある原
理を理解するには数理が必要である。自然現象を記述する微分方程式、フーリエ変換、変分法、超関数といっ
た応用解析の手法を紹介し、その有用性を示すことで、明確な動機をもって数学を学ぶ機会を提供する。

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。

はじめての応用解析（※）
岩波書店 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 藤田宏著, 齊藤宣一著
9784000058407

□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

-  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9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

-  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9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 1031983486 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983487 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983488 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983489 □ □

芸術とその対象
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
リチャード・ウォルハイム著,

松尾大訳

9784766426847

再現や表現、意図の意味など、美学の基本問題について現在の定説を基礎づけた1968年刊行のロングセ
ラー。芸術作品を哲学的に考察し、文化や社会においてそれらがどのような役割を果たしているか明らかにす
る。本書の深い洞察は、美学概論として今もなお多大な影響を与えつづけている。

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。

市民の義務としての〈反乱〉　イギリス政治
思想史におけるシティズンシップ論の系譜

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 梅澤佑介著
9784766426823

グリーン、ボザンケ、ホブハウスといった日本ではあまりなじみのないイギリス政治思想家たちの、国家論にお
ける「市民の義務」としての「抵抗・反乱」の概念の生成を歴史的アプローチによって検証し、その系譜によって
20世紀前半最大の政治思想家ハロルド・ラスキの政治思想の可能性に新たな光を当てた意欲作。

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

はじめて学ぶ大学教養地学
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
杉本憲彦著,

杵島正洋著,松本直記著

9784766426625

身の周りの景観や気象、防災、環境問題、そして日進月歩で解明されつつある宇宙の姿まで、地学は実に幅
広く魅力的な学問です。本書は固体地球、大気海洋、天文の3部構成で、それぞれの専門家が基礎から最新
の知識まで、わかりやすく解説します。地球と人間の関係から生じる多様な問題に対し、科学的な事実を踏まえ
て取り組む能力を身につけましょう。文系・理系問わず、すべての大学生に向けた新しい地学テキスト！

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。

なぜ中間層は没落したのかアメリカ二重経
済のジレンマ

慶應義塾大学出版会 電子書籍

¥8,360(＋税)

著編者名
ピーター・テミン著,

栗林寛幸訳,猪木武徳解説

9784766426748

□

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

トランプ大統領を生み出した「アメリカの分断」はなぜ起こったのか。富裕部門と貧困部門の二極化を固定する
政治経済の政策、人種・ジェンダー差別、大量投獄、教育・インフラの危機まで、もともとは発展途上国の分析
のために開発された「二重経済」モデルによって明晰に分析する。アメリカ経済史の大家からの警告。

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。

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  13  -

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



人文社会編 2020年9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 1032310337 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310338 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310339 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310340 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310341 □ □

日本金融の誤解と誤算 通説を疑い検証す
る

勁草書房 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
伊藤修編著,植林茂編著,

鵜飼博史編著,長田健編著

9784326504725

非伝統的金融政策のイノベーション、財政支出拡大は日本経済の停滞を防いだのか、プルーデンス政策、銀
行の自己資本比率選択、銀行の店舗数と競争力、金融システムは資本主義中心・銀行中心か、富裕層の資産
は不動産かリスク性金融資産か、上場投資信託と出口戦略、終戦前後に市場の断絶はあったのか。金融の通
説に挑む画期的試み。

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

法の支配と遵法責務
勁草書房 電子書籍

¥17,600(＋税) □

¥5,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 那須耕介著
9784326403806

「法の支配」から「遵法責務」へ──。「法の正当化」や「個人・社会と法との関係」に関心をもちながら、遵法責
務論をかたちづくろうとする。法の一般理論である法概念論との高い類縁性という特徴のもと、学位論文「法の
支配を支えるもの」を中心に、著者自身の研究歴前期に書かれた論考群を1冊にまとめる。

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

ルソーの戦争／平和論 『戦争法の諸原理』
と『永久平和論抜粋・批判

勁草書房 電子書籍

¥18,150(＋税) □

¥5,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
ジャン＝ジャック・ルソー著,ブレーズ・バコフェン監修,
セリーヌ・スペクトール監修,ブリュノ・ベルナルディ編,

ガブリエッラ・シルヴェストリーニ編,永見文雄訳,三浦信孝訳

9784326102815

現代のルソー政治哲学研究の第一人者ベルナルディ率いる「グループ・ジャン＝ジャック・ルソー」の研究成
果。ルソー研究、啓蒙思想、18世紀研究における大きな発見であり、テクスト生成論研究における新たな展開
を示す。戦争・平和について書かれた『永久平和論・批判』も新たに決定版を付し、完全版ルソーの戦争／平和
論を提示する。

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

民法〔財産法〕講義（※）
勁草書房 電子書籍

¥11,440(＋税)

冊子購入確認

著編者名 長坂純著

判例ルールの明文化を目的とした平成29年改正民法に対応し、かつ民法典の体系に即して解説しながら、判
例を基礎にして基本的論点を網羅した。22の講義は冒頭に目標・ポイントを示し、難解な論点には具体例や図
を付してわかりやすさを追求。再学習者の活用も視野に入れた、民法改正の基本と今後の理論展開を知るた
めの貴重な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。

9784326403790

□

¥3,600(＋税)

現代認識論入門 ゲティア問題から徳認識
論まで

勁草書房 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 上枝美典著
9784326102839

英米哲学の確固たる一分野でありながら、問題が多様化し、全体像を見通すことが困難となっていた現代認識
論。ゲティア問題とその解決のための試みを軸に、外在主義の流れとその反動としての内在主義、さらに文脈
主義や徳認識論、知識第一主義といった最新の動向まで、ダイナミックな展開を一望のもとに描く画期的な入
門書が遂に登場。

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

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

-  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9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 1032310342 □ □

農産物貿易交渉の政治経済学 貿易自由化
をめぐる政策過程

勁草書房 電子書籍

¥15,950(＋税) □

¥5,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 三浦秀之著
9784326504732

本書の問題意識は2つある。一つは、農林族、農水省、JA全中からなる鉄の三角形が、国際交渉および国内政
策意思決定過程でどのように影響力を行使し農産物を保護してきたか。もう一つは、多国間交渉、地域内交
渉、二国間交渉のような多層的枠組みの違いが、国内政策意思決定過程と国際交渉過程でいかなる差異を生
むかである。

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。

-  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9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 1032310343 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310344 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310345 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310346 □ □

「天皇」永続の研究―近現代における国体
観と皇室論（※）

弘文堂 電子書籍

¥17,160(＋税) □

¥5,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東郷茂彦著
9784335160981

天皇の永続はいかにして可能か。「天皇の永続」という観念はいかにして生まれたのか。「永続してほしい」、
「永続しなければならない」という希求や願望はいかに維持されてきたのか。明治、大正、昭和を生きた人物
や、実施された制度を中心に、古代をも視野に入れて、天皇の永続に繋がりうる事象を探求。さらには、「永く
続くためには、どうしたらよいか」という具体論や政策論までをも考究する。

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。

被災したあなたを助けるお金とくらしの話
（※）

弘文堂 電子書籍

¥4,290(＋税) □

¥1,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡本正著
9784335552007

大災害の被災者にとって希望となる様々な制度や手続きを、親しみやすいイラストとやさしい語り口で解説。地
震、津波、台風、豪雨、土砂崩れ…だれもが災害にあう日本列島。住宅ローンの支払いができない、通帳や印
鑑をなくした、国や自治体の支援はあるのか、生活費がない、壊れた屋根が隣家に被害を与えトラブルに、相
続や保険の手続が複雑でわからない──被災後の生活再建の大きな支えとなる「ちしきの備え」厳選30話。

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

実務解説 改正債権法附則（※）
弘文堂 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 中込一洋著
9784335358135

条文の趣旨・内容・実務への影響がこの1冊でわかる！　実務の現場で不可欠な「附則」（施行や経過措置に
関する規定）の知識。改正債権法施行後のトラブル予防や早期解決に役立つ必携必備の逐条解説書です。総
論では、「債権法改正における附則の意義」「附則における基本概念」「改正債権法附則における経過措置」に
ついて、各論では、改正債権法附則を条文ごとに記述。附則についての初めての逐条解説書。

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。

弘文堂 電子書籍

¥15,840(＋税) □

¥4,800(＋税)

独占禁止法 <第9版>（※）
冊子購入確認

著編者名 村上政博著
9784335358050

裁量型課徴金に関する令和元年改正を盛り込んだ最新版！　国際標準の競争法へと変貌する日本の独占禁
止法の実体ルールおよび手続を、判審決のみで解説した実務型基本書。課徴金の法的性格を明確に行政法
の制裁に位置付けるとともに、カルテルに関する課徴金制度や行政調査の在り方を大きく変えた令和元年6月
成立の改正法に完全対応。

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

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  16  -

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



人文社会編 2020年9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 1032310347 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310348 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310349 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310350 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310351 □ □

9784502334719

知財＝知的財産とは、発明、考案、意匠、商標、商号などの「有用な情報」と定義し、これらについて会計学の
観点から徹底的にわかりやすく説明します。大学の会計学のテキストであり、ビジネスの世界で初めて知財会
計に触れる人たちのための入門書です。学ぶ人たちにとってできるだけ読みやすいものにしています。また、各
章末に練習問題をつけることで、一つひとつ理解を確かめながら読み進めることができるよう工夫されていま
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。

知財会計論入門
中央経済社 電子書籍

¥6,875(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 金田堅太郎著

著編者名 菊地正俊著
9784502339714

救世主か、疫病神か。企業統治改革や世界的低金利を背景に、今後も日本企業への投資増加が予想される
アクティビスト。彼らは何を考え、どう行動するのか。そして日本企業はどう対応すべきなのか。さまざまなストラ
テジストランキングにおいてトップに輝く著者が、ベールに包まれた国内外のアクティビストの最新動向やその
思考法、今後の日本企業や投資家への影響を実例とともに考察します。

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

本書の目的は、職場の人間関係による人材育成に着目し、この人間関係を運や個人に任せるのではなく、職
場レベルでマネジメントする可能性を探ることにあります。2つの造船企業で実施された調査の結果から、従事
する職務の特性をデザインすることによって、成長に有効な人間関係の構築が促進される可能性が示されまし
た。学術面のみならず、多くの職場で働く人々とキャリア形成を支援する人々の一助となる一冊です。

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。

アクティビストの衝撃
中央経済社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税)

人材育成と職場の人間関係
中央経済社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

冊子購入確認

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 坂本理郎著

冊子購入確認

著編者名 古殿幸雄著
9784502334610

企業などにおける組織の活動が高度化し、より専門的になるに従い、さまざまな現場でプロジェクトチームが編
成されるようになり、それらのプロジェクトを成功に導くための適切なプロジェクトマネジメントが不可欠になって
います。本書は、事実上の世界標準として広く受け入れられているプロジェクトマネジメント知識体系である
PMBOKに準拠し、プロジェクトの実行に最低限必要な知識を体系的かつコンパクトに解説しています。

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。

9784502331411

流通チャネル・リンケージ論〈第2版〉
中央経済社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田村公一著
9784502332616

需要創造を志向するマーケティング、費用削減を追求するロジスティクス。その均衡を目指す機能的連係（チャ
ネル・リンケージ行動）について試行錯誤を繰り返してきたリーディング企業のチャネル・リンケージ行動とマネ
ジメント諸説を関連付け、経営学の視点で分析。第2版では、チャネル・リンケージの補完要件として重要度を増
すITおよびIoT、中でもモバイル・マーケティングの進化について大幅な加筆修正を行っています。

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。

入門ガイダンス　プロジェクトマネジメント
中央経済社 電子書籍

¥7,150(＋税) □

¥2,600(＋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

-  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9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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。

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

-  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9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 □ □

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。

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。

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。

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。

-  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9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 1031983490 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983491 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983492 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983493 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983494 □ □

創業20年、今も急成長を続けるセールスフォースの企業理念とリーダーシップについて、カリスマ創業者自らが
語る。

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。

トレイルブレイザー 企業が本気で社会を変
える10の思考

東洋経済新報社

9784492534281

電子書籍

¥5,940(＋税)

冊子購入確認

□

¥1,800(＋税)

著編者名
マーク・ベニオフ著,

モニカ・ラングレー著,渡部典子訳

The Big Zero 成長、イノベーション、競争優
位をもたらすゼロベースのアプローチ

東洋経済新報社 電子書籍

¥6,600(＋税) □

コスト削減を成長投資に変える。ZBB（ゼロベース予算）をZBx（ゼロベースのマインドセット）に進化させる、究
極の企業戦略。

冊子を購入または
発注の場合は、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
クリス・ティマーマンス著,

クリス・ロアーク著,ロドリゴ・アブダラ著

9784492534267

武器としての図で考える習慣 「抽象化思考」
のレッスン

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 平井孝志著
9784492046685

「考えがまとまらない」「アイデアが出ない」。そんな悩みは「図」で考えればうまくいく！　人気大学教授の一生
モノの思考メソッド！

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。

「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につ
く 東大思考

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 西岡壱誠著
9784492046715

これが東大生の「頭の良さ」の秘密だ！「日常から広く、深く考える思考習慣」を身につければ、すべてのことが
「最高の教材」になる！

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

ネクスト・シェア ポスト資本主義を生み出す
「協同」プラットフォーム

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
ネイサン・シュナイダー著,

月谷真紀訳

9784492212424

新しい働き方や暮らし方を模索するネクスト・エコノミー構想。テックカルチャーが企業や国家に代わる新しい社
会を作る可能性を探る。

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

□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9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 1031983495 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983496 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983497 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983498 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983499 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983500 □ □

就職四季報　企業研究・インターンシップ版　
2022年版

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編
9784492974346

売上No.1の業界研究本『就職四季報』がインターンシップに臨む就活生を徹底サポート。9Stepでわかる、企業
研究の決定版！

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。

100%の前向き思考 生きていたら何だってで
きる！一歩ずつ前に進むための55の言葉

東洋経済新報社 電子書籍

¥4,620(＋税) □

¥1,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 猪狩ともか著
9784492046609

強風で倒れた看板の下敷きになり下半身不随に。それでも「前を向き続ける」彼女を支える言葉があった。猪狩
ともか初の著作、遂に発売。

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

筋肉をつけて24時間代謝を上げる！働きながらや
せたい人のための「食べまくりダイエット」&「超時
短ゆるガチ筋トレ」 自宅でできる簡単メソッド

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 安井友梨著,松久貴晴監修
9784492046692

普通の銀行員が、わずか10カ月で全日本チャンピオンに。働きながら最短で理想の体になれる「安井式メソッ
ド」のすべてを初公開！

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

小論文これだけ！ 国際・地域・観光・社会・
メディア 超基礎編

東洋経済新報社 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 樋口裕一著
9784492046722

累計30万部！今一番売れているシリーズの新ジャンル！国際系、地域系、観光系、社会系、メディア系の学部
学科の志望者向けに新登場。

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

B2Bのサービス化戦略 製造業のチャレンジ
東洋経済新報社 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
C.コワルコウスキー著,
W.ウラガ著,持丸正明著

9784492762530

日本の製造業・メーカーが進むべき道筋は、サービス化の実現へと企業文化を変換させることにある。今後の
進むべき道筋を提示する。

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

OODA Management 現場判断で成果をあげ
る次世代型組織のつくり方

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 原田勉著

PDCA重視の日本型組織の常識を覆すOODAのスキルをビジネス事例で解説。現場重視で問題解決する次世
代型組織に生まれ変わる！

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

□

9784492534298
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
タイトル末尾の(※)は出版社との契約上Maruzen eBook Libraryではダウンロードができません。



人文社会編 2020年9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 1031983501 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983502 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983503 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983504 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031983505 □ □

米国会社四季報　2020春夏号
東洋経済新報社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編

日本でも身近な存在である米国企業を、投資家のバイブル『会社四季報』スタイルで、見やすくわかりやすくま
とめました。業績・財務情報はもちろん、連続増配やクラウドといった投資テーマ、ブランド名、トップの年収、ラ
イバル企業など情報満載。米国株投資・ビジネス・研究をサポートする米国企業情報誌です。

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。

都市データパック　2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥59,400(＋税) □

¥18,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編

各種の統計情報や独自に入手した最新データをもとに、まちの立ち位置が一目でわかります。各指標には全国
順位も併記しており、各種のランキング表も充実。　●「住みよさランキング」などすべての市区の最新情報を収
録　●都道府県、町村、政令指定都市区部など、すべての地方自治体をカバー　●全市町村ランキング（人口
増減率、人口密度、個人所得など）を一挙掲載

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。

CSR企業白書　2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥59,400(＋税) □

¥18,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編

『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）2020年版』『CSR企業総覧（ESG編）2020年版』掲載の約1500社のあらゆる
情報をランキングと業種別集計表で詳細に紹介。業種別集計表で全体像を把握し、個別ランキングを見ていけ
ば優れた会社がよくわかる。各企業のCSR担当者が自社の強みや弱みを見つけるためにも活用できる。CSR・
ESGの専門家だけでなく、就職活動やゼミなど幅広く利用可能！

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

海外進出企業総覧（国別編）　2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥72,600(＋税) □

¥22,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編

この1冊で、日本企業の海外戦略、現地法人、支店・駐在員事務所の全貌が明らかになります。刻々と変化す
る海外進出企業のデータを、毎年追跡調査・収録しているわが国随一のデータベースです。　■本誌は、世界
約140ヵ国、進出国別に日本企業が出資している海外現地法人(2019年版では約3万1,600社)を収録。中国、タ
イ、シンガポール、インドネシア、ベトナムなど注目の国・地域に展開する日系現地法人の把握・分析に最適。
海外投資戦略の全容を探るために、またマーケティング調査などに幅広くご活用ください。

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

海外進出企業総覧（会社別編）　2020年版
東洋経済新報社 電子書籍

¥72,600(＋税) □

¥22,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 東洋経済新報社編

本誌は『海外進出企業総覧 国別編』の姉妹誌にあたり、日本側出資企業(約5,000社)別に編集。現地法人の詳
細データを親会社の情報とあわせて一覧できます。業種別に各日本企業の海外関係会社の詳細がわかり、ラ
イバル会社・取引先の海外戦略の把握に最適なデータ集です。

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



理工学編 2020年9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 1032310352 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310353 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310354 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

有限要素法による電磁界シミュレーション マ
イクロ波回路・アンテナ設計・EMC対策

近代科学社 電子書籍

¥6,864(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 平野拓一著
9784764960121

本書は、有限要素法で電磁界シミュレーションを行う際に必要とされる、検証方法や手順などの知識をまとめた
書籍です。電磁界の物理的性質およびマイクロ波やアンテナ工学の基礎知識、有限要素法による電磁界シミュ
レーションの原理、電磁界シミュレータCOMSOLを用いた実際のシミュレーションの流れ、豊富な例題・解析例、
EMC対策電磁界シミュレーションを応用する手法などを解説します。

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。

IT超初心者のためのedumap活用スピードガ
イド edumap公式マニュアル

近代科学社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
一般社団法人教育のための科学研究所監修,

新井紀子編著,合田敬子著,目黒朋子著

9784764906167

edumap（エデュマップ）とは、学校向けに特化した無償で利用できるホームベージ運営サービスで、コロナ禍の
なか、急遽情報発信等のサイト構築をする学校に最適である。本書は、同サービスの申込みから活用方法ま
で、ホームページ運営初心者でもすぐに分かるよう、図解入りで解説。学校関係者に朗報の書。

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。

ナノ計測 電子線・光・プローブ技術を用いたナ
ノ・バイオ材料の探索と評価 (シリーズ : 未来を
創るナノ・サイエンス&テクノロジー 第6巻)

近代科学社 電子書籍

¥14,850(＋税) □

¥4,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
重川秀実編著,吉村雅満著,

目良裕著,岡嶋孝治著

9784764950290

本書は、数ある計測技術／手法について、電子線を用いる方法、光を用いる方法、原子レベルでの観察を可能
とする走査型プローブ顕微鏡法に分けて解説する。単なる計測法の紹介ではなく、その原理や最先端の研究
例についても図版を使って説明する。

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

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
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。

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入
(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

近代科学社
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同時３アクセス以上をご要望の場合は別途お問い合わせください。
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理工学編 2020年9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 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 2021年2月 商品コード 1031983429 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。

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。
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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9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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

ディープラーニング構築テンプレート［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

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋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。

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。

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。

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。

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。
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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9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 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 □ □

出版社

電子書籍価格

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 □ □

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。

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。

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。

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。

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)

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。

□

¥1,480(＋税)
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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9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年5月 商品コード 1031670301 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年4月 商品コード 1031670304 □ □

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2020年4月 商品コード 1031670305 □ □

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。

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

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。
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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9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1031983506 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310355 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310356 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310357 □ □

わかりやすいパターン認識 第2版（※）
オーム社 電子書籍

¥7,700(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
石井健一郎著,上田修功著,

前田英作著,村瀬洋著

9784274224508

本書は1998年刊行の『わかりやすいパターン認識』の改訂版です。パターン認識を初めて学ぶ読者をおもな対象として、扱
うテーマを基本的な項目にしぼり、それらを重点的かつ詳細に解説しました。改訂にあたっては、具体例・実験例をもっと増
やしてほしいという初版に与えられた要望に答え、補足・実験例、演習問題を加えました。演習問題の詳細な解答はオーム
社のホームページに掲載されています。初版発行から20年の間に開発・提案された新しい手法の解説ではなく、基本的な
内容を充実させ、より使いやすい書籍となるように改訂いたしました。

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。

APIではじめるディープラーニング・アプリ
ケーション開発 ―Google Cloud API活用入
門―（※）

オーム社 電子書籍

¥8,800(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
キャッツ株式会社編,渡辺政彦著,坂本伸著,

森嶋晃介著,柳澤伸紘著,李乃駒著

9784274224003

本書は、API（Application Programming Interface、Webサービスの機能を外部から利用するためのインター
フェース）を活用してディープラーニング・アプリケーション開発をはじめるための入門書です。第1部でAPIおよ
びディープラーニングの原理と全体像を解説した後、第2部でAPIの実装について、そして第3部では、Google 
Cloud APIの基本的な活用シーンを解説します。これからのエンジニアにとって必須の知識を、自ら手を動かし
て気軽に学べます。

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でつくる対話システム（※）
オーム社 電子書籍

¥7,425(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名
東中竜一郎著,

稲葉通将著,水上雅博著

9784274224799

近年、しゃべってコンシェル（NTTドコモ）やSiri（Apple）、Alexa（Amazon）などの音声対話アプリケーションや対話型のデジタ
ルサイネージ、Sota（ヴイストン、NTT、NTTデータ）などのコミュニケーションロボット、電話自動応答など、人工知能技術を
活用した知的対話型のアプリケーションが広く世の中に浸透しつつあります。本書は、このような人と自然言語で対話する
システム（対話システム）の作り方をハンズオン的に解説するものです。プログラミングしながら、ツールを使いながら、対話
システムの開発を体験します。

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基礎ドリル穴埋め式（※）
オーム社 電子書籍

¥4,950(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Grodet Aymeric著,

松本翔太著,新居雅行著

9784274225154

穴埋めでPythonのスキルアップ。プログラムを作れるようになりたい、そしてより良いプログラム作成ができるよ
うになりたいと願うPythonプログラマにベストマッチなのが「穴埋め問題集」の本書です。簡単な穴埋めもありま
すが、ひねった問題や難問もあり、初心者の基本学習から熟練者の力試しまで、楽しいクイズ形式で進められ
ます。解答には詳細な解説があるので、基礎固めからハイレベルな仕組みまでしっかりと習得できます。問題
数は99問。

冊子を購入または
発注の場合は、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

-  28  -

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



理工学編 2020年9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 □ □

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。

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。

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。

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。

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。

□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9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 □ □

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。

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。

-  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9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 1032310358 □ □

出版社

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 1032310359 □ □

出版社

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 1032310360 □ □

出版社

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 1032310361 □ □

出版社

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 1032310362 □ □

9784320057968

本書では、動物が群れて、社会を形成する仕組みをひも解いていく。群れの基本形が家族によることから、オス
メスの関係性がどのように成り立つのか、そして生まれた仔をどのように擁護するのか、という観点から個体間
の関係を見直し、その関係がいかに集団に発展していくか、という点に着目し解説する。

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。

社会の起源―動物における群れの意味―
（ブレインサイエンス・レクチャー 6）

共立出版 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥3,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 菊水健史著,市川眞澄編

著編者名
吉田朋広編,栗木哲編,
矢島美寛著,田中潮著

9784320113527

本書では、時空間統計解析で用いられる様々なモデルの性質および推測理論など、時空間統計解析に関する
一連の理論を解説し、それらを理解するために必要な数学的補論、さらには簡潔な参考文献ガイドおよび補足
も付した。説明は数学的な厳密性を犠牲にせず平易に行う。これにより、いっそうの理解が期待できる。

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。

複数の母集団から最適な母集団を選択したい場合や、最適な母集団を含む母集団の部分集合を選択したい場
合がしばしば起こる。その選択を各母集団からのデータをもとに行う場合、様々な選択手法は国外において多
数提案されている。しかし、国内において、その手法を紹介した書物はほとんどない。本書の特長は、統計ユー
ザーを念頭に、まず選択手法の紹介と、その使い方を例題で説明している。

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。

時空間統計解析（理論統計学教程 従属性
の統計理論）

共立出版 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税)

最良母集団の選び方（統計学One Point 
13）

共立出版 電子書籍

¥7,590(＋税) □

冊子購入確認

¥2,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 高田佳和著

冊子購入確認

著編者名 西川正子著
9784320112629

本書では、統計の基礎知識があまりなくても理解できるように数値例を用いて、カプラン・マイヤー法の詳細や
解析ソフトが出力する生存率の信頼区間、生存関数の信頼帯、生存時間中央値やパーセント点およびそれら
の信頼区間の読み解き方について説明し、さまざまな文献での適用例を紹介している。

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。

9784320112643

高次元の統計学（統計学One Point 11）
共立出版 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 青嶋誠著,矢田和善著
9784320112636

高次元統計解析は、高次元データを解析するための新しい統計学である。本書は、その高次元統計解析に関
する本邦初の解説書。学部3、4年生から大学院生、そして技術者や研究者を対象に、高次元の統計学へとい
ざなう、待望の入門書。

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。

カプラン・マイヤー法―生存時間解析の基
本手法―（統計学One Point 12）

共立出版 電子書籍

¥7,590(＋税) □

¥2,300(＋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

-  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9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年5月 商品コード 1032310363 □ □

出版社

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 1032310364 □ □

出版社

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 1032310365 □ □

出版社

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 1032310366 □ □

出版社

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 1032310367 □ □

光波の性質、偏光制御や波長選択などの基礎的な受動素子、半導体レーザを中心にその原理や特性、さらに
光通信とそのための光変調技術など、将来エンジニアとして触れておくべき最低限の内容に絞り、1冊で学べる
ように工夫している。

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

フォトニクスの基礎（※）
コロナ社 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 榎原晃他著
9784339009224

電気接触現象とその表面・界面 接触機構デ
バイスの基礎と応用

コロナ社 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 玉井輝雄著
9784339009200

電気接触現象は接触部材料、接触抵抗、放電現象、発熱、汚染気体や塵埃等の環境問題と非常に間口が広
く、奥が深い。本書では、表面科学と接触抵抗を柱に据え、微弱電気条件から低電気条件までの範囲の接触部
問題を中心に取り上げた。

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。

ゼロからわかる回路シミュレータPSIM入門
コロナ社 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 日本パワーエレクトロニクス協会編
9784339009217

パワーエレクトロニクス技術の研究開発に特化した回路シミュレータPSIMの使い方をパワエレ技術の基礎を交
え解説する。初心者でも平易に回路を組んで動かし、波形やデータを確認することで理解を深めることができる
よう構成した。

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。

身体運動とロボティクス (ロボティクスシリー
ズ 18)（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 川村貞夫編著
9784339045291

はじめにロボットと身体で関連する運動の計測と解析について説明をし、その後、スポーツ科学・運動科学から
のアプローチによる運動の巧みさおよびロボティクスからのアプローチによる運動の巧みについて事例を紹介し
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。

実践 道路アセットマネジメント入門 継続的
改善を実現するためのマネジメントの基本

コロナ社 電子書籍

¥12,870(＋税) □

¥3,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林潔司編著
9784339052657

本書では、道路橋を対象として、アセットマネジメントの全体像を掴み、ニーズに応じたマネジメント支援ツール
の開発や検証ができ、また支援ツールを駆使して総合的に継続的改善を図ることができるように、わかりやすく
解説した。

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

コロナ社

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

選択

-  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9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 1032310368 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310369 □ □

出版社

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 1032310370 □ □

新SI対応 ディジタル時代の電気電子計測基
礎 改訂版（※）

コロナ社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松本佳宣著
9784339009309

現在の計測の実情に合わせ、基礎的内容から最新のディジタル計測までを解説した教科書である。章末には
課題を多く掲載し、理解度の確認・計算力向上ができるように工夫した。2019年5月から適用された新SIにも対
応している。

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。

電気・電子計測工学 改訂版 - 新SI対応 - 
（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 吉澤昌純編著
9784339012156

計測の基礎的な知識や解析技術、測定値の不確かさについての解説に加え、2019年5月のSI改訂に伴う基礎
物理定数にもとづいた再定義と、それによる測定精度の向上等についても簡単に説明した。

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。

新版 工作機械工学 (機械系大学講義シ
リーズ 25)（※）

コロナ社 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊東誼他著
9784339041033

初版第1刷から30年が経過した。そこで、初版と同じく工作機械の利用技術に主眼を置きつつ、めざましい社会
の発展を踏まえ、工作機械に対するさらなる高精度化、高能率化、複合機能化の要求に即して、最新の内容も
含め刷新した。

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

-  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9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 1032310371 □ □

出版社

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 1032310372 □ □

経済系のための情報活用 1 ―Office2019
対応― (専門基礎ライブラリー)

実教出版 電子書籍

¥4,125(＋税) □

¥1,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名
櫻本健編著,倉田知秋著,小澤康裕著,

藤野裕著,安藤道人著,菊池進著

9784407348262

●経済データを使った具体的な課題に取り組む中で、Excel、Word、PowerPointの活用能力を身につけていくこ
とができるテキスト。　●経済、経営系の学部・学科などにおいて、初めて経済学、統計学を学習する学生を念
頭においてまとめている。　●実際の経済データをExcelで加工して表やグラフを作成し、Wordで論文を作成、
PowerPointでプレゼンテーション資料を作成する力を身につけることを目標にしている。

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。

・姉妹編「機械設計」での記述を参照することでより学習効果が上がる。　・歯車減速装置、渦巻ポンプなど、実
例に則った記述・解説。　・折り込みとして製図例を掲載。

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

実例で学ぶ機械設計製図 (専門基礎ライブ
ラリー)

実教出版 電子書籍

¥5,500(＋税) □

¥2,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
豊橋技術科学大学・高等専門学校

教育連携プロジェクト編

9784407347685

□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9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 1031927268 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310373 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310374 □ □

HL7 FHIR 新しい医療情報標準（※）
丸善出版 電子書籍

¥27,720(＋税) □

¥8,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
Mark L. Braunstein著,

一般社団法人日本医療情報学会監修,
大江和彦訳,岡田美保子訳,澤智博訳

9784621304914

電子カルテなどの医用文字情報の国際的な標準規格がHL7規格であり、HL7規格の中で最も新しい、次世代の
仕様がFHIRである。日本では、医療情報共有の必要性が叫ばれており、HL7 FHIRはその中核を担うとして期
待されている。本書はHL7 FHIR開発に関わる入門的な内容で、今後の日本の医療情報の基盤となる書籍であ
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。

素粒子の探究で宇宙がみえてくる―波場セ
ンセイのとっておき50話（※）

丸善出版 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥1,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 波場直之著
9784621305157

モノを小さく砕くとどこまで細かくできるのか。万物の源「素粒子」を探るうち、なぜか話は宇宙科学へつながって
いく。そんな不思議な素粒子の世界を、波場センセイが50話で紹介。素粒子の基礎や歴史に加え、ヒッグス粒
子や宇宙論をも軽快に解説。

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。

地震―どのように起きるのか（サイエンス・
パレット　36）

丸善出版 電子書籍

¥3,300(＋税) □

¥1,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 纐纈一起著
9784621305096

地球には十数枚のプレートがあり、プレート同士の押し合いによって発生するのが「地震」である。「地震学」を
理解するうえで数式は必要不可欠である。だが、これまでの地震の解説書では文字で説明するものはあって
も、数式を用いて原理をふさわしく解説するものはなかった。本書では、地球の構造や地震の発生原理、これま
で考えられてきた地震の定説までを数式を交えながら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。

□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9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 1032310375 □ □

弱電を中心に、「これだけは知っておきたい」電気回路の基礎事項をコンパクトにまとめたテキストです。丁寧な
解説と豊富な例題・演習問題で、つまづきやすいポイントも手を動かしながら理解できる、電気回路をはじめて
学ぶ方におすすめの1冊です。

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

例題と演習で学ぶ基礎電気回路
森北出版 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 服藤憲司著
9784627787117

□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9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 1032310376 □ □

出版社

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 1032310377 □ □

出版社

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 1032310378 □ □

出版社

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 1032310379 □ □

出版社

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 1032310380 □ □

乳幼児の発達と保育
朝倉書店 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名
秋田喜代美監修,遠藤利彦編著,
渡辺はま編著,多賀厳太郎編著

9784254650082

東京大学発達保育実践政策学センターの知見や成果を盛り込む。「眠る」「食べる」「遊ぶ」といった3つの基本
的な活動を「繋げる」ことで、乳幼児を保育学、発達科学、脳神経科学、政治経済学、医学などの観点から科学
的にとらえる。

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。

多重比較法　【統計解析スタンダード】
朝倉書店 電子書籍

¥9,570(＋税) □

¥2,900(＋税) 冊子購入確認

著編者名
坂巻顕太郎著,

寒水孝司著,濱﨑俊光著

9784254128628

医学・薬学の臨床試験への適用を念頭に、群や評価項目、時点における多重性の比較分析手法を実行コード
を交えて解説。　〔内容〕多重性の問題／多重比較の概念／多重比較の方法／仮説構造を考慮する多重比較
手順／複数の主要評価項目の解析。

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

カキ・ホタテガイの科学　【シリーズ〈水産の
科学〉　3】

朝倉書店 電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 尾定誠編著
9784254485035

洋の東西を問わず、昔から珍重されてきたカキとホタテガイについて、文化史や生理・生態、漁業と養殖、食品
科学などさまざまな側面から解説。　〔内容〕文化／イタヤガイ類の分類／マガキの種苗生産／貝毒／栄養／
保存と加工／輸出入／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。

人と生態系のダイナミクス 1　農地・草地の
歴史と未来（※）

朝倉書店 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 宮下直著,西廣淳著
9784254185416

日本の自然・生態系と人との関わりを農地と草地から見る。歴史的な記述と将来的な課題解決の提言を含む、
ナチュラリスト・実務家必携の一冊。　〔内容〕日本の自然の成り立ちと変遷／農地生態系の特徴と機能／課題
解決へのとりくみ

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

ヨーロッパ　【世界地誌シリーズ11】（※）
朝倉書店 電子書籍

¥11,220(＋税) □

¥3,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 加賀美雅弘編
9784254169317

教員を目指す学生のためのヨーロッパ地誌学テキストの改訂版。大きく変容するヨーロッパ・EUを多面的な視点
から解説する。　〔内容〕総論／自然環境／農業／工業／都市／観光／市民の暮らし／地域主義・民族／移民
問題／国境／世界とEU

冊子を購入または
発注の場合は、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。



理工学編 2020年9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 1032310381 □ □

出版社

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 1032310382 □ □

多変数解析関数論 （第2版）
朝倉書店 電子書籍

¥21,450(＋税) □

¥6,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 野口潤次郎著
9784254111576

現代数学で広く用いられる多変数複素関数論の基礎をなす岡潔の連接定理を、学部生向けにやさしく解説。証
明がより平明になった改訂版。　〔内容〕正則関数／岡の第1連接定理／層のコホモロジー／正則凸領域と岡・
カルタンの基本定理／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。

ことばのデータサイエンス
朝倉書店 電子書籍

¥8,910(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小林雄一郎著
9784254510638

コンピュータ・統計学を用いた言語学・文学研究を解説。データ解析事例も多数紹介。　〔内容〕ことばのデータ
を集める／ことばを数える／データの概要を調べる／データを可視化する／データの違いを検証する／データ
の特徴を抽出する／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。

-  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9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 1032310383 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310384 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310385 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310386 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310392 □ □

標準下肢静脈エコー 【動画付】（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥16,214(＋税) □

¥6,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松尾汎編著
9784784949168

各種ガイドラインの策定、新しい薬剤や治療法の開発など、近年大きな進展がみられる静脈血栓塞栓症・下肢
静脈瘤の診療。本書は両疾患の診断で第一選択となるエコー検査をプロが徹底解説します。エコー診断の意
義、下肢静脈の解剖・生理、実際の検査手技、各メーカーの機器解説など、実践的な情報が満載。演習問題で
自分の理解度も確認できます。日本超音波医学会、日本脈管学会、日本静脈学会 編『超音波による深部静脈
血栓症・下肢静脈瘤の標準的評価法』(2018年）に準拠。

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

非麻酔科医のための鎮静医療安全（※）
日本医事新報社 電子書籍

¥10,406(＋税) □

¥4,300(＋税) 冊子購入確認

著編者名 羽場政法監修
9784784949007

●最新の鎮静医療安全の世界基準（ASA-SED2018）に準拠しています。　●医学シミュレーション学会鎮静委
員会の、「院内多職種連携を基盤とした鎮静トレーニング」のエッセンスを凝縮。　●診療科別の鎮静管理の実
際も記載しました。

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。

プライマリケアにおける喘息と合併症の管理
（※）

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 權寧博編
9784784963874

喘息には様々な合併症があり、治療効果に大きな影響を与えます。本書では喘息を多様性疾患として捉え、合
併症に配慮した治療アプローチ（薬の使い分け、指導管理等）の実際を、高齢者を含め、地域で幅広く喘息患
者を診ているプライマリケア医、一般内科医を念頭に解説。これ1冊で、様々な合併症に配慮した喘息治療につ
いて学べます。

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

リウマチ・運動器診療のための関節エコー
Perfect Image（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥13,068(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡野匡志著
9784784957927

◆関節エコー検査は簡便で非侵襲性のため、いまや幅広く普及しています。診断、治療効果判定、病態把握と多岐に渡り有
効です。　◆そんなエコーを有用に使うためには、適切な撮像手技や条件を理解し、特徴的な所見をしっかりと探すことがな
によりも重要です。そのために本書では150本を超える動画と300点を超える画像を掲載し、具体的にわかりやすく解説してお
ります！　◆きれいにエコーを取るためのセッティングは？ 各関節ごとのリウマチの特徴は？ エコーではそれがどう見え
る？ほかの鑑別疾患にはどんなものが？ エコー下関節穿刺のコツってあるの？ それらの疑問に答える1冊です！

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

整形外科レジデントのための上肢のベー
シック手術（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥13,068(＋税) □

¥5,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 田中利和著
9784784958061

整形外科レジデントが‟必ずマスターしておきたい”上肢の9つの基本手術をわかりやすく丁寧に解説！
YouTubeと本書の電子版で閲覧可能な15の手術動画で、手術の理解がより深まる！レジデントのための‟はじ
めての手術書”です。　[YouTubeページ] https://www.youtube.com/channel/UCNDVgdc6ijlK9T3ZYTB-
5qw/videos

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

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

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



医学編 2020年9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 1032310387 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310388 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310393 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310389 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310390 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310391 □ □

女性更年期 外来診療マニュアル TDCメソッ
ド（※）

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 髙松潔編著
9784784958283

東京歯科大学市川総合病院の更年期診療、約15年の経験の蓄積を「TDC（Tokyo Dental College）メソッド」として集大成！ 　中高
年女性のQOLに大きく関わる症状である更年期障害について、外来で遭遇しうる多彩な訴え・症状に効率的に対応するためのノウ
ハウをまとめています。各種診断や、薬物療法、心理療法、運動療法など治療管理の実際を、豊富なケーススタディを通してわか
りやすく解説。その複雑な症状、心理的・社会的要因、脂質異常症・骨粗鬆症など退行期疾患への対応も学べます。産婦人科医の
ほか、中高年女性を総合的に診る内科医・プライマリケア医、産業医は必読！ 本書を読めば、更年期障害への対応は怖くない！

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

ステントグラフト内挿術マニュアル 腹部編 
【動画付】（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥29,040(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 森下清文編著
9784784962785

腹部大動脈瘤治療にパラダイムシフトを起こす可能性を秘めたステントグラフト留置術（EVAR）。本邦でも普及
が進むこの手技を、日本を代表する専門医が集結し、徹底解説。イメージング、適応、メーカー別デバイス紹介
などの基本事項から、特殊病態、解剖学的困難症例、エンドリーク、合併症などの踏み込んだ内容までを網
羅。160本を超える動画を収載し、文章や図表だけでは伝わりにくい手技のコツを開陳しています。初学者だけ
でなく、さらに技を磨きたい中級者まで、幅広くご活用頂けます。

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

靴でなる疾患、靴で治る疾患　切らずに治
す足の外科（※）

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 井口傑著
9784784949205

ファッション性と機能の板挟みとなった現代の「靴と足」。半世紀以上にわたり靴と足を診てきた筆者が、「直立
二足歩行」から「靴と足にかかる力」をふまえて、・足の診察のコツ　・「切らずに治す」靴からのアプローチ　を伝
授します。

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

開業医の教科書（※）
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 笠浪真著
9784784949113

●「地域医療を支える医療機関にとって､豊富な経験に裏打ちされた多岐にわたる経営ノウハウは､医師をはじ
め医療従事者に経営向上のヒントを与えてくれるに違いない。」（日本医師会第19代会長・横倉義武）●クリニッ
クの経営に必要な節税、人事労務、法律、集患のノウハウを「ヒト・モノ・おカネ・情報」に分けて解説。●相談件
数は2,000件以上、黒字経営をサポートした医院・クリニックは300施設以上。常に院長と二人三脚で、医院経営
を税務面、法律面、経営面から支え続ける著者が、その節税や法律、経営ノウハウを初公開。

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

Q&Aでわかる！介護施設の紛争予防・対応
マニュアル（※）

日本医事新報社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長野佑紀編著
9784784949151

●参議院厚生労働委員長　そのだ修光 氏/公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 推薦！　●介護施設の
運営・管理において転ばぬ先の杖となる1冊です。　●現場で使える書式がダウンロードできます。

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

あなたも名医！日常診療でめざす早期診断 
膵胆道系疾患を見抜く！ (jmedmook 69)（※）

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 花田敬士編
9784784966691

●日常診療に潜む、一般臨床医が見逃しがちな膵胆道系疾患を効率よくスクリーニングするための手引き書！膵胆道系の
解剖・生理機能から検査値異常の解釈、疾患別アプローチ、高次施設への搬送タイミングまで、知っておきたい一連の知識
がこの1冊にまとめられています。　●特に疾患別の項目では、早期診断・鑑別に特化した丁寧な解説により、外来診療で見
抜くコツや専門医への橋渡しのヒントを豊富に記載しました。　●巻末のコラムでは、編者の花田敬士先生が提唱、尾道市医
師会と連携して実践し成果をあげている「膵癌早期診断プロジェクト」についても紹介しています。

冊子を購入または
発注の場合は、上
記冊子購入確認に
チェックをお願いし
ます。
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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9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 1032310394 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310395 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310396 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310397 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310398 □ □

透析患者の薬ちゃちゃっとガイド (透析ケア 
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

9784840470407

【根拠がわかって服薬指導に自信がもてる！】　　「この薬、何だっけ？」「どうやって服薬指導する？」こんな疑
問もすぐに氷解！透析関連合併症治療薬から透析患者に多くみられる他科疾患治療薬まで幅広く網羅！作用
機序をイラストで図解し、薬剤ごとにどのような効き方をするのかを表したキャッチコピーをつけ、服薬指導のポ
イントもまとめた、“ちゃちゃっと”短時間で賢く学べる必携書！

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

著編者名 浦田元樹編,陳尾祐介編

安心すこやか妊娠・出産ガイド 改訂4版
メディカ出版 電子書籍

¥5,610(＋税) □

¥1,700(＋税) 冊子購入確認

9784840472494

【妊娠中の検査や病気、異常を最新知識で解説】　妊娠・出産に関して病気や異常を含めて妊婦・家族向けに
解説する。「検査で異常が見つかった」「ハイリスクと言われた」そのときに読んで不安解消。『産婦人科診療ガ
イドライン：産科編2020』に合わせてアップデイト、話題のプレコンセプションケアについても加筆した充実の改
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。

著編者名
関沢明彦監修,昭和大学病院

総合周産期母子医療センター編

こどもの心臓病と手術 改訂2版（※）
メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 立石実著,小出昌秋監修
9784840472517

【先天性心疾患のこどもと家族をサポート】　こどもに「心臓手術が必要」と言われた家族の不安を少しでも和ら
げ、病気について理解できるように、心臓の働きなど基本的な話、疾患・手術・入院から退院までの流れなど
を、かわいいイラストを中心に解説。術後、大人になるまでの注意点も新しく加わった改訂版。

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

ICTから現場へ！感染対策のよい伝え方・
普通の伝え方・悪い伝え方 (インフェクション
コントロール 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 森澤雄司編著
9784840470278

【伝え方が変われば感染対策の効果が上がる】　新型コロナウイルス対策と日常の感染対策において、現場ス
タッフに「正しい知識を正しく伝えて実践してもらうこと」が最も重要である。本書は、現場スタッフへの「効果的な
伝え方」を挙げながら、使える指導ツールとともに徹底的に解説している。あらゆる職種へ効果的に伝えること
が必要なICTの必読書。

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

人工呼吸器つかいこなしクイックリファレン
スブック  (みんなの呼吸器 Respica 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 横山俊樹編著,春田良雄編著
9784840470964

【人工呼吸に関わるすべての医療職必携！】　人工呼吸をイチから学び直す時間がない！そんなすべての医
療職のために、Chapter.0～3では人工呼吸器のモード・換気設定・医療安全などのオールラウンドで求められ
る知識を、Chapter.4～6ではさらに深めたい人のための使いこなし術をギュッとコンパクトに解説！

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

□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9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 1032310399 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310400 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310401 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310402 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310403 □ □

脳卒中看護 3年目の教科書  (ブレインナー
シング 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 平野照之監修
9784840469586

【脳卒中看護の最新＆一歩踏み込んだ知識満載】　脳神経領域でもっとも患者数の多い脳卒中を、入院から退
院・転院までまるっと解説。ひととおりのことを覚えた3年目以降に知っておきたい深い知識を、Q＆A形式でわ
かりやすく。タイトルのごとく、教科書のように何度も読み返したい。脳卒中看護のすべてがここに！

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。

看護「人材管理」ベーシックテキスト (ナーシ
ングビジネス 2020年夏季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 松浦正子編著
9784840471244

【「ファーストレベル」に対応した実践書】　認定看護管理者教育課程「ファーストレベル」のカリキュラムに対応。
最も現場ニーズの高い「人材管理」の単元にフォーカスし、初学者にもやさしくひも解く。「新任の主任」「主任を
育てたい看護師長」は必読の書。

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。

ねころんで読める医療統計
メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 浅井隆著
9784840472654

【ぜったいに挫折させない統計の基礎と選び方】　統計を理解しようと努力しても挫折していた人、これから学ぶ
人にぜひ読んでもらいたい一冊。統計用語、考え方の基本が身近な例ですんなり理解でき、数多くある統計法
のなかから、自分の研究内容にあわせた統計が選択できるようになる。各章に練習問題つき。

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

看護管理者のためのキャリアデザイン支援
術

メディカ出版 電子書籍

¥8,580(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 濱田安岐子著
9784840472661

【メンバーの“大事にしたい看護”を引き出す】　キャリアデザインとは、看護師として働くことを通じてどのような
人間になりたいかを考えること。管理者がこの視点と支援方法を身に付けることで、スタッフが看護師としての
キャリアと自分らしい生き方を融合するサポートができ、働く側の満足度が高い有効な人材活用が可能となる。

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。

消化・吸収・代謝と栄養素のすべてがわか
るイラスト図鑑 (ニュートリションケア 2020年
秋季増刊)

メディカ出版 電子書籍

¥9,548(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 ニュートリションケア編集室編
9784840471466

【栄養のメカニズムをイラストで楽しく理解！】　体を成長させ、生命機能を保ち、エネルギーを得るために必要
不可欠な消化・吸収・代謝のプロセスと栄養素のはたらきをコンパクトな文章と見開きのイラストでわかりやすく
紹介する。栄養素の体内での役割、代謝への影響、疾患とのかかわりがやさしく学べる管理栄養士・栄養士必
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。
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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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医学編 2020年9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 1031986218 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031986219 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031986220 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1031986221 □ □

医師免許取得後の　自分を輝かせる働き方
（キャリア）

羊土社 電子書籍

¥8,250(＋税) □

¥2,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 園田唯編
9784758118798

「医師＝臨床一筋なんでしょ？」「結婚・出産はどうしよう」…働き方は自由な発想で選び取れる！先輩医師の
キャリアを知り、臨床・研究・教育・第4の道という選択肢を深堀りすれば、めざしたい道がみえてくる！

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。

「応募者の研究遂行能力」の書き方、重複応募制限の緩和などを加筆したベストセラー最新版！令和2年度公
募に採択された申請書見本を追加。申請書の書き方を中心に、応募戦略、採択・不採択後などのノウハウを解
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。

科研費獲得の方法とコツ　改訂第７版
羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 児島将康著
9784758121071

がん疼痛治療薬のうまい使い方
羊土社 電子書籍

¥13,860(＋税) □

¥4,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
木澤義之編,

岸野恵編,飯田真之編

9784758118828

どんなとき、どう使うかがわかる鎮痛薬の特徴を紹介。スイッチング、レスキューの考え方、副作用対策や相互
作用対策についても解説。最適な鎮痛効果を得るための原則と現場の知恵をまとめた実践書。外来にも対応。

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。

がん診療における精神症状・心理状態・発
達障害ハンドブック

羊土社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 小山敦子編,吉田健史協力
9784758118804

せん妄やうつなどの精神症状、否認や希死念慮などの心理状態へのアプローチから、発達障害をもつ患者の
ケアまで体系的に解説。がん患者の心の問題について手軽に学べる、がん診療に携わる医療従事者のため
の一冊！

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

□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。
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医学編 2020年9月号 

出版社

電子書籍価格

冊子定価

底本ISBN 購入済 購入

底本発行年 2019年11月 商品コード 1032310404 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310405 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310406 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310407 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310408 □ □

生命倫理と医療倫理 第4版
金芳堂 電子書籍

¥5,940(＋税) □

¥2,700(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伏木信次編
9784765318167

医学・生命科学の急速で驚異的な進歩は同時に、社会の「生と死」に対する価値観の揺らぎを生み、私たちの
前に大きな課題として提示され、倫理的課題はますます多様化・複雑化している。そのような状況を踏まえ、こ
の度の改訂では、新たな執筆陣を迎え、これまで取り扱ってきたテーマの見直しや内容のアップデートを行っ
た、また「臨床倫理」「高齢者の医療と福祉」「脳・ロボット・AI　脳神経倫理」などの章も新設した。

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

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

看護師に役立つレポート・論文の書き方 第
5版

金芳堂

著編者名 髙谷修著
9784765318037

レポートや論文、看護記録、申し送り状、ケーススタディなどを書く機会の多い看護師たちの大半が「レポート・
論文が書けない」「文章を書くのが苦手」という意識を持ち、書けない悩み、書くことへの苦手意識に悩まされて
いる。本書はそんな看護師たちの問題を解決すべく著者独自の持論で書き下ろされたものであり、文章を書く
基本のルールがわかりやすく解説されている。

電子書籍

¥4,840(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

経済学を知らずに医療ができるか！？ 医
療従事者のための医療経済学入門

金芳堂 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 康永秀生編
9784765318341

医療費・介護費を含む社会保障負担が増加し、国家財政を圧迫している。このままでは、医療システムの持続
可能性すら危ぶまれている。医療従事者が、医療の現場において、医療の資源配分について考えるべきであ
る。本書は経済学の素養がない医療従事者にもわかりやすい言葉で、経済学の基礎と、その応用である医療
経済学のエッセンスを解説した。

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。

薬歴ってどう書くの？薬剤師のお悩み解
決！ホンモノの薬歴の書き方

金芳堂 電子書籍

¥6,600(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 岡村祐聡編著
9784765318365

「薬歴に割く時間が取れない」、「薬歴の書き方がわからない」と悩む薬局薬剤師さんへ、人気セミナー「薬歴を
信じられないほど簡単に書けるようになる！」、「薬歴の達人」の講師が、薬歴の書き方を伝授します。薬歴の
本質がよくわかり、患者対応時に完結した薬歴が最短最速で書ける。本書を読めば“デキる薬剤師”になること
間違いなし！薬歴記載のバイブルとなる。

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。

頭頸部がん手術ノート
金芳堂 電子書籍

¥18,700(＋税) □

¥8,500(＋税) 冊子購入確認

著編者名 長谷川泰久著
9784765318396

頸部郭清術については既に著者が『愛知県がんセンター 頸部郭清術』を著し、筋膜の手術としての手技を解
説した。本書ではこれに続き原発臓器に対して、筋膜・筋間隙の手術を多くの手技に適応しその普遍化を図っ
た。「原発部位切除」を中心に汎用性が高く、安全・根治性に優れた「筋膜・筋間隙に基づく手術」の手技を解説
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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医学編 2020年9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 1032310409 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310410 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310411 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310412 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310413 □ □

クイズ de 皮膚科学
金芳堂 電子書籍

¥10,560(＋税) □

¥4,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 梅林芳弘著
9784765318389

様々な皮膚疾患に関する問題をQ＆A形式で200問作成。問題は、それぞれ難易度を5段階に設定し短時間で
効率的に学習できるよう、解説などは短い文章にまとめた。臨床に携わっている著者が作問しており、臨床傾
向の強い問題も多く、皮膚科専門医試験対策としてはもちろん、日ごろから知識の刷新に余念がない方、クイ
ズ好きな方にもピッタリな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。

非専門医による甲状腺疾患・糖尿病外来診
療の実際 ―万年研修医と専門診療科医と
の対話から―

金芳堂 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥3,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 伊賀幹二編著
9784765318402

甲状腺疾患・糖尿病の外来診療において、非専門医である著者（自称：万年研修医）が、読者視点の質問を行
い、各専門医が答えていく。専門医の意見を交えて、非専門医（研修医・開業医）が習得すべきスキル（目指す
べき真の到達目標）について、症例ベースのQ&A形式の対話を通じて明らかにする、また診療上の実際的なポ
イントも理解できる非専門医、待望の一冊。

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。

みんな、かつては研修医だった。医師が答
える医師たちの悩み

金芳堂 電子書籍

¥5,720(＋税) □

¥2,600(＋税) 冊子購入確認

著編者名 柳井真知著
9784765318372

外来での患者さんやその家族との会話、スタッフとの関係、当直医ならではの生活上の悩みなど、当直医（研
修医）のこころのモヤモヤや悩みなどに対して、著者がやさしく親身に相談にのって語りかける形で、自らのエ
ピソードを交えつつ、本・ドラマ・映画からの引用も添えた1話完結の、こころが疲れた時に読みたくなる「こころ
のお悩み解決本」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。

パーフェクト前十字靭帯再建術(ACL)
金芳堂 電子書籍

¥26,400(＋税) □

¥12,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 石橋恭之編著
9784765318419

膝関節のスポーツ外傷の中でもACL損傷は特に頻度が高く、再建術が必須であり、かつ適切な治療を行わな
い場合、再受傷するリスクが非常に高い怪我である。本書は前十字靭帯（ACL）再建術の歴史・機能にはじま
り、疫学・受傷機転・自然経過、診断・評価、再建術、合併症対策、リハビリテーションと術者として知っておくべ
き基本事項を網羅している。

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。

作業療法士のための超実践！シングル
ケースデザイン 導入から統計手法まで　す
ぐに使えるExcel・Rのサンプルデータ付き

金芳堂 電子書籍

¥5,280(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 丁子雄希著
9784765318426

「シングルケースデザイン（単一事例研究）」が注目を集めている。本書は、そのシングルケースデザインの臨
床への導入から効果判定に用いる統計的手法までの情報を、すぐに実践できるよう現場目線でまとめた。統計
的手法については、Excel・Rの演習を設け、すぐに活用できるようサンプルデータを用意した。シングルケース
デザインを用いた著者の研究の実例も掲載した。

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。
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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9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 1032310414 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310415 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310416 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310417 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310418 □ □

現場の疑問に答える　もの忘れ診療Q&A
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 羽生春夫編著
9784498328563

日常携わる高齢者診療における、もの忘れ・認知症を診療する上でのさまざまな疑問点、注意点をQ&A形式で
実践的に解説！ アルツハイマー型・レビー小体型・血管性認知症の違いといった基本から、糖尿病など生活
習慣病と連関した「合わせ技認知症」など話題のトピックまで含め、高齢者を診るすべての医療従事者にとって
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。

ADHDクロストーク
中外医学社 電子書籍

¥9,900(＋税) □

¥3,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
齊藤万比古著,

飯田順三著,宮島祐著

9784498229181

医療の枠を超え様々な領域で関心を持たれるようになったADHD。現実とエビデンスの狭間で悩み迷いながら
も、よりよい診療を模索し続けてきた3人の臨床家が「ADHD臨床」について語りつくしました。ADHDの概念から
診断・評価、治療・支援まで、確かな知識と臨床経験に基づいた、3人の温かな言葉が飛び交う鼎談。医師のみ
ならず、教育・福祉・心理関係者、保護者の皆様にもぜひ手に取っていただきたい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。

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

電子書籍

¥13,200(＋税) □

¥4,000(＋税) 冊子購入確認

脳血流量は語る －かくれた謎をひも解く－
中外医学社

著編者名 菅野巖著
9784498328402

脳の疾患や健康状態を表す脳血流量は、脳機能を支えるインフラである。それゆえ脳疾患の診断ツールには
なりえても、マイナーな存在であった。しかしイメージング技術の発展と共に、脳血流量には「揺らぎ」があること
が判明。この揺らぎが、脳の神経細胞の活動領域に対応していることが分かってきた。寡黙と思われていた脳
血流量が、実は脳の活動を雄弁に語っていた代弁者であった。本書はその語りから、脳の秘密をひも解いてい
く。

肺癌薬物療法レジメン　がん研有明病院の
プラクティス

中外医学社 電子書籍

¥7,260(＋税) □

¥2,200(＋税) 冊子購入確認

著編者名
柳谷典子編著,長谷川司編著,
網野喜彬編著,植松慎矢編著

9784498131026

肺癌の薬物療法は近年目覚ましい進歩を遂げ、現時点では20種類以上の薬剤やその併用療法が存在してい
る。本書は、がん研有明病院呼吸器内科で実際に使われているレジメン、支持療法、減量、投与中止基準など
を、使いやすくまとめたマニュアルである。レジメンの解説と薬剤の投与例を参照できるようにし、より日常診療
の現場で役立つ書籍とした。多様な治療の選択肢から適切な方法を選び取るための一助となる一冊。

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。

人工心肺ハンドブック 改訂3版
中外医学社 電子書籍

¥12,540(＋税) □

¥3,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 山口敦司著,百瀬直樹著
9784498039186

人工心肺はそのトラブルが直接患者の生命を脅かす危険性をはらみ、スタッフは装置の仕組みとトラブル回避
の専門知識を習熟する必要がある。本書は、長年人工心肺運転のエキスパートとして第一線で活躍してきた著
者が、実践的なノウハウと理論をビジュアルな図を駆使して平易に解説した。約10年振りの改訂となる3版で
は、全体的に見直しを図り、最新の知見を反映。読みやすさも増し、人工心肺に関わるスタッフ必携の入門書と
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。

□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9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 1032310419 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310420 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310421 □ □

IgA腎症を診る 改訂2版
中外医学社 電子書籍

¥7,920(＋税) □

¥2,400(＋税) 冊子購入確認

著編者名 富野康日己著
9784498224179

著者がこれまで培ってきた豊富な経験や数多ある著作から、IgA腎症の研究・治療についてをまとめた決定版
の改訂第2版。初版から5年、近年の変化を踏まえて、今後の期待と展望も交えて語られ、IgA腎症に関する著
者の集大成とも言える。内容は平易かつ基本的な事柄から包括的に網羅されており、この一冊で種々の疑問
も解消され、IgAのなんたるかを理解することができるだろう。腎臓内科学に携わる臨床医および研修者必読の
書だ。

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。

プロフェッショナル腎臓病学
中外医学社 電子書籍

¥46,200(＋税) □

¥14,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名 南学正臣編著
9784498224629

教科書の枠を超えた最強の一冊！腎臓の構造、腎生理、電解質の基礎、疾患ごとの診療から、最新の動向ま
で完全網羅。今すぐ使える、一生役立つプロフェッショナルがおくる綿密な知識。近年急速に変革する腎臓病学
の体系的理解が深まる、臨床現場だけでなくケースレポートや原著論文執筆、研究の際にも頼りになる必携
書。COVID-19の腎障害への対応も解説した、今いちばん必要な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。

｢大人の発達障害｣トリセツのつくりかた　一
般病棟における入院患者の評価と対応に役
立つ実践的知識！

中外医学社 電子書籍

¥9,240(＋税) □

¥2,800(＋税) 冊子購入確認

著編者名 井上真一郎編著
9784498229204

患者さんの対応でうまくいかず困った経験を持つ医療者のための1冊。 発達障害の有無ではなく、「ほとんどの
人は何らかの発達特性を持っている」という多様性を前提に、その特性ゆえに医療の中で困っている患者さん
がいた際、医療者としてどのような支援が出来るのか、様々なシチュエーション・多職種での実践的知識を解
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。
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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9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 1032310422 □ □

出版社

電子書籍価格

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 1032310423 □ □

エビデンスに基づくQ&Aでわかる皮膚感染
症治療

中山書店 電子書籍

¥19,360(＋税) □

¥8,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
宮地良樹編,

渡辺大輔編,常深祐一郎編

9784521748313

皮膚科医にもエビデンスに基づく診療と、患者さんに根拠を持った説明が求められる時代となった。しかしエビ
デンスに乏しい領域では、ガイドラインが必ずしも策定されていない。そのような閉塞状況を打開すべく、本書は
皮膚感染症に絞ってエビデンスに基づいた診断から治療方法までを完全網羅した。患者中心の臨床決断を支
援し、より良好な医師-患者関係を構築するための1冊。

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

悪性腫瘍 (産科婦人科臨床series 
collection : Science and Practice 5)

中山書店 電子書籍

¥48,400(＋税) □

¥20,000(＋税) 冊子購入確認

著編者名
八重樫伸生専門編集,

藤井知行総編集

9784521747651

子宮、卵巣、卵管、外陰、腟、絨毛―小骨盤腔から発生する婦人科悪性腫瘍の最大の特徴は、生物学的な多
様性にある。多種多様な腫瘍の組織分類・進行期分類・遺伝子解析をふまえた診断・治療方針を主軸に、妊娠
中の患者への根治療法から将来妊娠・出産を希望する患者への妊孕性温存療法まで言及し、婦人科腫瘍学
の基礎研究に基づく個別化治療を示す。

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。

□3.電子のみ単体購入
□1.冊子選書＋電子全点購入

(電子20%OFF)

□2.冊子選書＋電子選書購入

(電子10%OFF)

購入ﾊﾟﾀｰﾝの

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



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

● 表示価格は税抜きです。 

岩波書店「現代人の教養」 
Maruzen eBook Library 

サブスクリプションパッケージ 

※少年文庫は今後追加予定です。 

岩波 

科学 
ﾗｲﾌﾞﾗﾘ  ー

岩波 

現代 
文庫 

岩波 

少年 
文庫 

岩波 
新書 

岩波 
文庫 

岩波 

ｼﾞｭﾆｱ 
新書 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

500冊の中から プランに合わせて 

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

一部タイトルはPDF型での配信となります。 

     

※こちらは新刊ハイブリッドモデルの対象外のタイトルとなります。 



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

● 表示価格は税抜きです。

電子書籍ビジネス調査報告書 2020
インプレス総合研究所 編著 2020年発行

多様化する電子書籍の市場動向を徹底分析

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。

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥224,400 ¥448,800 

＜冊子版ISBN：9784295009955 ＞ ＜商品コード：1031983435 ＞

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

森田 秀一 インプレス総合研究所 著 2020年発行

コロナで変わる社会、動画配信の今後を占う

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。

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥280,500 ¥561,000

＜冊子版ISBN： 9784295009757＞ ＜商品コード： 1031927267＞
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● 表示価格は税抜きです。

科研費
獲得の方法とコツ

―実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略―

改訂第7版

同時1アクセス(本体) ¥12,540 同時3アクセス(本体) ¥25,080

冊子版ISBN 9784758121071 商品コード 1031986220

「応募者の研究遂行能力」の書き方，重複

応募制限の緩和などを加筆したベスト

セラー最新版！令和2年度公募に採択さ

れた申請書見本を追加．申請書の書き方

を中心に，応募戦略，採択・不採択後など

のノウハウを解説．

児島 将康 著
2020年発行
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　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】
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【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
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　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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