
丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

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 

Maruzen eBook Library にあらたなモデルが登場！ 
平凡社の人気の新書をサブスクリプションモデルでご提供‼ 

学生用図書におすすめです！ 

サービス内容詳細は裏面をご覧ください。 

本  に出会うあたらしいかたち 

＜ご購入の流れ＞ まずは読みたい、読ませたい本を文庫・新書プールよりセレクト！ 

※表示価格は税抜きとなります。 

※表示価格は税抜きとなります。 

 Maruzen eBook Library 
    「平凡社新書」カスタムサブスクリプションパッケージ 

好評配信中! 

今後搭載コンテンツが 
続々追加されます！ 

図書館長が選ぶ 「学生に読ませたい新書50選」 など 
毎年自由に選べますので、学生用図書に最適です！ 

更新時にタイトルの入れ替えも自由！ 

ご契約プラン 購読可能冊数 
同時 

１アクセス 
同時 

３アクセス 

Aパッケージ 50冊/1年 ¥55,000  ¥82,500   

Bパッケージ 100冊/1年 ¥110,000   ¥165,000  



 平凡社新書プール 

タイトル 著編者名 タイトル 著編者名 
ベトナムの微笑み 樋口 健夫 企業家精神とは何か 根井 雅弘 
新・お葬式の作法 碑文 谷創 ＥＵはどうなるか 村上 直久 
経済指標はこう読む 永濱 利廣 戦争する国にしないための中立国入門 礒村 英司 
世の中がわかる憲法ドリル 石本 伸晃 パニック経済 逢沢 明 
へそ曲がりの大英帝国 新井 潤美 イラストでわかる介護知らずの体のつくり方 山田 佐世子 
声と話し方のトレーニング 村上 由美 対米従属の謎 松竹 伸幸 
吉本隆明１９６８ 鹿島 茂 新版 アニメーション学入門 津堅 信之 
ヒットを生み出す最強チーム術 佐藤 章 孫文と陳独秀 横山 宏章 
若さを伸ばすストレッチ 伊藤 マモル 超高齢社会2.0 檜山 敦 
家族を看取る 國森 康弘 「おもてなし」という残酷社会 榎本 博明 
秀吉を襲った大地震 寒川 旭 あきれた紳士の国イギリス 加藤 雅之 
ペニシリンはクシャミが生んだ大発見 百島 祐貴 下山の時代を生きる 鈴木 孝夫／平田 オリザ 
こんな日弁連に誰がした？ 小林 正啓 カラー版 東京凸凹地形散歩 今尾 恵介 
日本の１５大同族企業 菊地 浩之 フィンテック革命の衝撃 藤田 勉 
全学連と全共闘 伴野 準一 改訂新版 日銀を知れば経済がわかる 池上 彰 
サンデルの政治哲学 小林 正弥 中国人の本音 工藤 哲 
マンガはなぜ規制されるのか 長岡 義幸 脱 大日本主義 鳩山 友紀夫 
小栗上野介 村上 泰賢 暮らしのなかのニセ科学 左巻 健男 
科学コミュニケーション 岸田 一隆 シニアひとり旅 下川 裕治 
子どもの連れ去り問題 コリン・Ｐ．Ａ．ジョーンズ むのたけじ 笑う101歳 河邑 厚徳 
国民皆保険が危ない 山岡 淳一郎 一遍 捨聖の思想 桜井 哲夫 
増補 ｉＰＳ細胞 八代 嘉美 新聞の噓を見抜く 徳山 喜雄 
日本人はどんな大地震を経験してきたのか 寒川 旭 魯山人 美食の名言 山田 和 
バフチン 桑野 隆 老いない人は何を食べているか 松生 恒夫 
ドキュメント テレビは原発事故をどう伝えたのか 伊藤 守 ルポ 隠された中国 金 順姫 
日本の７大商社 久保 巖 漢字とカタカナとひらがな 今野 真二 
憲法九条の軍事戦略 松竹 伸幸 永六輔 隈元 信一 
国家が個人資産を奪う日 清水 洋 なぜ私たちは生きているのか 佐藤 優／高橋 巖 
イスラーム化する世界 大川 玲子 ルネサンス再入門 澤井 繁男 
集団的自衛権の深層 松竹 伸幸 遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか 橘木 俊詔 
近代の呪い 渡辺 京二 通じない日本語 窪薗 晴夫 
ポリアモリー 複数の愛を生きる 深海 菊絵 目に見えない世界を歩く 広瀬 浩二郎 
安倍「壊憲」を撃つ 小林 節／佐高 信 21世紀の長期停滞論 福田 慎一 
地球はもう温暖化していない 深井 有 吉原の江戸川柳はおもしろい 小栗 清吾 
真田四代と信繁 丸島 和洋 一神教とは何か 小原 克博 
最強通貨ドル時代の投資術 藤田 勉 入門 資本主義経済 伊藤 誠 
オリーブオイルで老いない体をつくる 松生 恒夫 「脱原発」への攻防 小森 敦司 
安倍晋三「迷言」録 徳山 喜雄 イギリス肉食革命 越智 敏之 
日本はなぜ脱原発できないのか 小森 敦司 パブリック・スクールと日本の名門校 秦 由美子 
リスク時代の経営学 植村 修一 テレビに映らない北朝鮮 鴨下 ひろみ 
最新 新幹線事情 梅原 淳 90年代テレビドラマ講義 藤井 淑禎 
中高年がキレる理由 榎本 博明 保守の遺言 西部 邁 
こころはどう捉えられてきたか 田尻 祐一郎 
これからの死に方 橳島 次郎 
人間が幸福になれない日本の会社 佐高 信 
リメイクの日本文学史 今野 真二 
音楽に自然を聴く 小沼 純一 
内部告発の時代 深町 隆／山口 義正 
乱世の政治論 愚管抄を読む 長崎 浩 
ニッポン 鉄道の旅６８選 谷川 一巳 
日本会議の正体 青木 理 
平田篤胤 吉田 麻子 
伊勢と出雲 岡谷 公二 
同時通訳はやめられない 袖川 裕美 
漱石と煎茶 小川 後楽 
昭和なつかし 食の人物誌 磯辺 勝 
日記で読む日本文化史 鈴木 貞美 
落語に学ぶ大人の極意 稲田 和浩 

下記タイトルを含む146タイトルの中から選書ができます！ 

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

・初期導入費は不要！ 
ご契約プランの費用だけでご導入いただけます。図書館システムの改修なども必要ありません。 

・IPアドレスによる認証  
ご契約機関のIPアドレスで認証を行います。複数サイトでも追加の費用は発生しません。 
IPアドレス保有していない機関向けには、ID/パスワード認証で提供します。 

・リモート・アクセス 
外出先・出張先など所属機関の外にいても所属機関が契約しているタイトルを閲覧できます。 

・スマホでも読みやすい画面構成 
小さい画面でも読みやすいリフロータイプでさらに快適な読書を提供します！    

※こちらのモデルは印刷・ダウンロード不可となります。 

 まずは読みたい、読ませたいタイトルよりセレクト！ 
146冊から選べます！（2019年８月現在） 

その他タイトルに関してましてはお問い合わせください！ 



講読 タイトル 著編者名 講読 タイトル 著編者名

ベトナムの微笑み 樋口 健夫 日本会議の正体 青木 理

新・お葬式の作法 碑文 谷創 平田篤胤 吉田 麻子

経済指標はこう読む 永濱 利廣 伊勢と出雲 岡谷 公二

世の中がわかる憲法ドリル 石本 伸晃 同時通訳はやめられない 袖川 裕美

へそ曲がりの大英帝国 新井 潤美 漱石と煎茶 小川 後楽

声と話し方のトレーニング 村上 由美 昭和なつかし　食の人物誌 磯辺 勝

吉本隆明１９６８ 鹿島 茂 日記で読む日本文化史 鈴木 貞美

ヒットを生み出す最強チーム術 佐藤 章 落語に学ぶ大人の極意 稲田 和浩

若さを伸ばすストレッチ 伊藤 マモル 企業家精神とは何か 根井 雅弘

家族を看取る 國森 康弘 ＥＵはどうなるか 村上 直久

秀吉を襲った大地震 寒川 旭 戦争する国にしないための中立国入門 礒村 英司

ペニシリンはクシャミが生んだ大発見 百島 祐貴 パニック経済 逢沢 明

こんな日弁連に誰がした？ 小林 正啓 イラストでわかる介護知らずの体のつくり方 山田 佐世子

日本の１５大同族企業 菊地 浩之 対米従属の謎 松竹 伸幸

全学連と全共闘 伴野 準一 新版　アニメーション学入門 津堅 信之

サンデルの政治哲学 小林 正弥 孫文と陳独秀 横山 宏章

マンガはなぜ規制されるのか 長岡 義幸 超高齢社会2.0 檜山 敦

小栗上野介 村上 泰賢 「おもてなし」という残酷社会 榎本 博明

科学コミュニケーション 岸田 一隆 あきれた紳士の国イギリス 加藤 雅之

子どもの連れ去り問題 コリン・Ｐ．Ａ．ジョーンズ 下山の時代を生きる 鈴木 孝夫／平田 オリザ

国民皆保険が危ない 山岡 淳一郎 カラー版　東京凸凹地形散歩 今尾 恵介

増補　ｉＰＳ細胞 八代 嘉美 フィンテック革命の衝撃 藤田 勉

日本人はどんな大地震を経験してきたのか 寒川 旭 改訂新版 日銀を知れば経済がわかる 池上 彰

バフチン 桑野 隆 中国人の本音 工藤 哲

ドキュメント　テレビは原発事故をどう伝えたのか 伊藤 守 脱 大日本主義 鳩山 友紀夫

日本の７大商社 久保 巖 暮らしのなかのニセ科学 左巻 健男

憲法九条の軍事戦略 松竹 伸幸 シニアひとり旅 下川 裕治

国家が個人資産を奪う日 清水 洋 むのたけじ 笑う101歳 河邑 厚徳

イスラーム化する世界 大川 玲子 一遍 捨聖の思想 桜井 哲夫

集団的自衛権の深層 松竹 伸幸 新聞の噓を見抜く 徳山 喜雄

近代の呪い 渡辺 京二 魯山人 美食の名言 山田 和

ポリアモリー 複数の愛を生きる 深海 菊絵 老いない人は何を食べているか 松生 恒夫

安倍「壊憲」を撃つ 小林 節／佐高 信 ルポ　隠された中国 金 順姫

地球はもう温暖化していない 深井 有 漢字とカタカナとひらがな 今野 真二

真田四代と信繁 丸島 和洋 永六輔 隈元 信一

最強通貨ドル時代の投資術 藤田 勉 なぜ私たちは生きているのか 佐藤 優／高橋 巖

オリーブオイルで老いない体をつくる 松生 恒夫 ルネサンス再入門 澤井 繁男

安倍晋三「迷言」録 徳山 喜雄 遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか 橘木 俊詔

日本はなぜ脱原発できないのか 小森　敦司 通じない日本語 窪薗 晴夫

リスク時代の経営学 植村 修一 目に見えない世界を歩く 広瀬 浩二郎

最新　新幹線事情 梅原 淳 21世紀の長期停滞論 福田 慎一

中高年がキレる理由 榎本 博明 吉原の江戸川柳はおもしろい 小栗 清吾

こころはどう捉えられてきたか 田尻 祐一郎 一神教とは何か 小原 克博

これからの死に方 橳島 次郎 入門　資本主義経済 伊藤 誠

人間が幸福になれない日本の会社 佐高 信 「脱原発」への攻防 小森 敦司

リメイクの日本文学史 今野 真二 イギリス肉食革命 越智 敏之

音楽に自然を聴く 小沼 純一 パブリック・スクールと日本の名門校 秦 由美子

内部告発の時代 深町 隆／山口 義正 テレビに映らない北朝鮮 鴨下 ひろみ

乱世の政治論 愚管抄を読む 長崎 浩 90年代テレビドラマ講義 藤井 淑禎

ニッポン　鉄道の旅６８選 谷川 一巳 保守の遺言 西部 邁

水滸伝に学ぶ組織のオキテ 稲田 和浩 自民党という病 佐高 信・平野 貞夫

「ネコ型」人間の時代 太田 肇 ガンディー 杉本 良男

□Aパッケージ(50点)　　　□Bパッケージ（100点）　　　※どちらかにチェック「✔」を入れてください。

・下記タイトルリストから50点ご選書をお願いいたします。希望タイトルの「講読」欄にチェック「✔」を入れてください。

平凡社新書サブスクリプションパッケージモデル　申し込み用紙

ご契約機関名

開始希望時期 　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　日

希望パッケージ

発注ご担当者印 



江戸の科学者 新戸 雅章 麦酒とテポドン 文 聖姫

作家のまんぷく帖 大本 泉 内閣総理大臣の沖縄問題 塩田 潮

自己実現という罠 榎本 博明 ミステリーで読む戦後史 古橋 信孝

自分史のすすめ 小池 新 アメリカの排外主義 浜本 隆三

戦場放浪記 吉岡 逸夫 警察庁長官狙撃事件 清田  浩司・岡部 統行

バッハ 加藤 浩子 親を棄てる子どもたち 大山 眞人

ニッポン　終着駅の旅 谷川 一巳 沖縄の聖地　御嶽 岡谷 公二

ヒトラーとUFO 篠田 航一 知っておきたい入管法 浅川 晃広

風土記から見る日本列島の古代史 瀧音 能之 教皇フランシスコ 乗 浩子

新版 死を想う 石牟礼 道子・伊藤 比呂美 平成史 保阪 正康

日航機123便墜落 最後の証言 堀越 豊裕 財政破綻の噓を暴く 髙橋 洋一

日本軍ゲリラ　台湾高砂義勇隊 菊池 一隆 顔の読み方 丁 宗鐵

江戸の目明し 増川 宏一 虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか 石井 光太

象徴天皇の旅 井上 亮 新宿の迷宮を歩く 橋口 敏男

シニア鉄道旅のすすめ 野田 隆 人類の起源、宗教の誕生 山極 寿一・小原 克博

世界史のなかの文化大革命 馬場 公彦 渋沢栄一の「論語講義」 渋沢 栄一・守屋 淳【編訳】

バブル経済とは何か 藤田 勉 現代語訳　渋沢栄一自伝 渋沢 栄一・守屋 淳【編訳】

経済学者はこう考えてきた 根井 雅弘 シニアひとり旅 インド、ネパールからシルクロードへ 下川 裕治

「武国」日本 佐伯 真一 スポーツビジネス15兆円時代の到来 森 貴信

公文書問題と日本の病理 松岡 資明 新海誠の世界を旅する 津堅 信之

三島由紀夫と天皇 菅 孝行 韓国 内なる分断 池畑 修平


