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■医学・医学統計・食品・栄養・ライフサイエンス
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017804 9784254127607 新版　メタ・アナリシス入門  エビデンスの統合をめざす統計手法（医学統計学シリーズ 4） 丹後俊郎 201602 ¥15,180 ¥22,770 ¥30,360

KP00017817 9784254128802 経時的繰り返し測定デザイン  治療効果を評価する混合効果モデルとその周辺（医学統計学シリーズ 10） 丹後俊郎 201509 ¥14,850 ¥22,275 ¥29,700

KP00018082 9784254128819 新版　無作為化比較試験  ―デザインと統計解析―（医学統計学シリーズ　５）丹後　俊郎【著】 201806 ¥14,850 ¥22,275 ¥29,700

KP00018083 9784254128826 新版　統計学のセンス  ―デザインする視点・データを見る目―（医学統計学シリーズ１） 丹後　俊郎【著】 201811 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120 不可

KP00018084 9784254128840 新版　Ｃｏｘ比例ハザードモデル（医学統計学シリーズ　３）中村　剛【著】 201810 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00018085 9784254122299 新版　医学統計学ハンドブック 丹後　俊郎【編】　松井　茂之【編】 201807 ¥66,000 ¥99,000 ¥132,000

KP00017701 9784254102796 乳房の科学  女性のからだとこころの問題に向きあう 乳房文化研究会　北山晴一　
山口久美子　田代眞一【編】 201706 ¥7,920 ¥11,880 ¥15,840

KP00017863 9784254330083 人体のしくみとはたらき 澤口彰子【他著】 201503 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500 不可
KP00017907 9784254616583 生化学・基礎栄養学　（第２版） （栄養科学ファウンデーションシリーズ ４） 池田彩子　石原健吾　小田裕昭【編著】 201709 ¥8,910 ¥13,365 ¥17,820
KP00017864 9784254335057 保健医療福祉のための臨床推論  チーム医療・チームケアのための実学 北島政樹【総編集】 201603 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

KP00017883 9784254470529 森林アメニティ学  森と人の健康科学 上原巌　清水裕子　住友和弘　高
山範理【著】 201709 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440 不可

KP00017909 9784254640458 ライフスタイル改善の成果を導く　エンパワーメントアプローチ  メタボリック症候群と糖尿病の事例をもとに
安達美佐　山岡和枝　渡辺満利子
渡邉純子　丹後俊郎【著】 201709 ¥9,900 ¥14,850 ¥19,800 不可

KP00017862 9784254301144 メディカルスタッフから教職員まで　アレルギーのはなし  予防・治療・自己管理 秋山一男　大田健　近藤直実【編】 201702 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可

KP00017807 9784254128352 ライフスタイル改善の実践と評価  ─生活習慣病発症・重症化の予防に向けて─（統計ライブラリー）
山岡和枝　安達美佐　
渡辺満利子　丹後俊郎 201502 ¥12,210 ¥18,315 ¥24,420

KP00017706 9784254106985 情動とトラウマ  制御の仕組みと治療・対応（情動学シリーズ 8）奥山眞紀子　三村將【編】 201704 ¥12,210 ¥18,315 ¥24,420
KP00017776 9784254606263 食物科学概論　改訂版（生活環境学ライブラリー 4） 的場輝佳【編著】 201403 ¥7,975 ¥11,962 ¥15,950 不可
KP00017902 9784254610574 コンパクト　食品学  総論・各論 青木正　齋藤文也【編著】 201503 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017872 9784254435528 油脂の科学（食物と健康の科学シリーズ） 戸谷洋一郎　原節子【編】 201510 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100
KP00017903 9784254610581 コンパクト　応用栄養学　（第２版） 鈴木　和春　重田　公子　近藤　雅雄【編】 201603 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可
KP00017904 9784254610598 コンパクト　公衆栄養学　（第３版） 梶本雅俊　川野因　石原淳子【編著】 201604 ¥8,580 ¥12,870 ¥17,160 不可
KP00017906 9784254616569 応用栄養学　（第２版）（栄養科学ファウンデーションシリーズ ２）江上いすず【編著】 201503 ¥8,910 ¥13,365 ¥17,820
KP00017777 9784254610567 コンパクト　臨床栄養学 長浜幸子　中西靖子　近藤雅雄【編】 201411 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600
KP00017905 9784254610604 臨床栄養学（スタンダード人間栄養学） 石川俊次　本間康彦　藤井穂波【編著】 201704 ¥10,890 ¥16,335 ¥21,780
KP00017702 9784254106671 食行動の科学  「食べる」を読みとく（シリーズ〈食と味嗅覚の人間科学〉）今田純雄　和田有史【編】 201704 ¥13,860 ¥20,790 ¥27,720
KP00017874 9784254435542 だしの科学 （食物と健康の科学シリーズ） 的場輝佳　外内尚人【編】 201705 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100
KP00017912 9784254690460 運動生理学２０講　（第３版） 勝田茂　征矢英昭【編】 201504 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

■工学・建築学・環境
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017759 9784254237948 熱力学（機械工学基礎課程） 松村幸彦　遠藤琢磨【編著】 201509 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500
KP00017758 9784254237931 破壊力学（機械工学基礎課程） 中井善一　久保司郎 201409 ¥9,350 ¥14,025 ¥18,700
KP00017762 9784254275698 システムの信頼性と安全性（シリーズ〈現代の品質管理〉 4）田中健次 201408 ¥9,625 ¥14,437 ¥19,250
KP00017856 9784254261707 地盤の液状化  発生原理と予測・影響・対策 石原研而 201704 ¥8,910 ¥13,365 ¥17,820 不可
KP00017855 9784254261684 改訂新版　橋梁工学  林川俊郎 201703 ¥14,520 ¥21,780 ¥29,040
KP00017753 9784254180480 環境学  ２１世紀の教養 京都大学で環境学を考える研究者たち【編】 201404 ¥7,425 ¥11,137 ¥14,850 不可
KP00017847 9784254185362 人間環境学の創る世界（シリーズ〈環境の世界〉６） 東京大学大学院環境学研究系【編】 201503 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100 不可
KP00017857 9784254266474 基本からマスターできる　建築構造力学  津田和明　丸田誠　都祭弘幸　杉本訓祥 201802 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120 不可

■機械・電気・電子工学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017852 9784254231458 きづく！つながる！　機械工学  窪田佳寛　吉野隆　望月修 201802 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500 不可
KP00017849 9784254231403 機械力学ハンドブック  動力学・振動・制御・解析 金子成彦　大熊政明【編】 201511 ¥46,200 ¥69,300 ¥92,400
KP00017848 9784254220612 電気回路ハンドブック  奥村浩士　西哲生　松瀬貢規　横山明彦【編】 201611 ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800
KP00017756 9784254221596 信号処理とフーリエ変換  永野宏治 201401 ¥6,875 ¥10,312 ¥13,750 不可
KP00017729 9784254122022 情報ネットワークの仕組みを考える  河西宏之　北見憲一　坪井利憲 201409 ¥6,875 ¥10,312 ¥13,750 不可
KP00017732 9784254122091 コンピュータアーキテクチャ　（第２版）  福本聡　岩崎一彦 201503 ¥7,975 ¥11,962 ¥15,950
KP00017754 9784254201604 線形システム制御論  山本透　水本郁朗【編著】 201503 ¥7,425 ¥11,137 ¥14,850
KP00017850 9784254231410 制御の事典  野波健蔵　水野毅【編者代表】 201507 ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800
KP00017757 9784254229011 機能デバイス工学（電気電子工学シリーズ 6） 松山公秀　圓福敬二 201409 ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400 不可

■農業・畜産・獣医・林業
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017866 9784254400229 農学・バイオ系　英語論文ライティング  池上正人【編著】 201501 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

KP00017867 9784254400236 土のひみつ  食料・環境・生命 日本土壌肥料学会「土のひみつ」
編集グループ【編】 201509 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480

KP00017869 9784254420401 植物ウイルス大事典  日比忠明　大木理【監修】 201511 ¥105,600 ¥158,400 ¥211,200

KP00017868 9784254415087 飼料・緑肥作物の栽培と利用（作物栽培大系 8） 日本作物学会「作物栽培大系」編集委員会【監
修】　大門弘幸　奥村健治【編】 201704 ¥14,850 ¥22,275 ¥29,700

KP00017871 9784254435467 ゴマの機能と科学（食物と健康の科学シリーズ） 並木満夫　福田靖子　田代亨【編】 201501 ¥12,210 ¥18,315 ¥24,420

KP00017870 9784254431209 茶の事典  大森正司　阿南豊正　伊勢村護　
加藤みゆき　滝口明子　中村羊一郎【編】 201709 ¥33,000 ¥49,500 ¥66,000

KP00017918 9784254455069 ウマの科学（シリーズ〈家畜の科学〉 ６） 近藤誠司【編】 201609 ¥12,540 ¥18,810 ¥25,080
KP00017877 9784254455038 ヤギの科学（シリーズ〈家畜の科学〉 ３） 中西良孝【編】 201410 ¥12,540 ¥18,810 ¥25,080
KP00017879 9784254455052 ヒツジの科学（シリーズ〈家畜の科学〉 ５） 田中智夫【編】 201503 ¥12,540 ¥18,810 ¥25,080
KP00017876 9784254455021 ブタの科学（シリーズ〈家畜の科学〉 2） 鈴木啓一【編】 201403 ¥13,200 ¥19,800 ¥26,400
KP00017878 9784254455045 ニワトリの科学（シリーズ〈家畜の科学〉 ４) 古瀬充宏【編】 201407 ¥13,200 ¥19,800 ¥26,400
KP00017873 9784254435535 乳の科学（食物と健康の科学シリーズ） 上野川修一【編】 201511 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017767 9784254435504 肉の機能と科学（食物と健康の科学シリーズ） 松石昌典　西邑隆徳　山本克博【編】 201504 ¥10,450 ¥15,675 ¥20,900
KP00017881 9784254460353 改訂　獣医生化学  横田博　木村和弘　志水泰武【編】 201604 ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800
KP00017882 9784254470512 造林学　（第四版）  丹下健　小池孝良【編】 201608 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
※印刷・DL欄が不可のコンテンツは、出版社の方針により、印刷、部分ダウンロード複製ができません。あらかじめご了承ください。



■理系ライティング・英語
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017691 9784254102659 理科系のための　実戦英語プレゼンテーション 廣岡慶彦【著】 201403 ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400 不可
KP00017692 9784254102666 理系英語で使える　強力動詞６０ 太田真智子　斎藤恭一【著】 201504 ¥6,325 ¥9,487 ¥12,650 不可
KP00017693 9784254102680 書ける！　理系英語　例文７７ 斎藤恭一　ベンソン華子【著】 201510 ¥6,325 ¥9,487 ¥12,650 不可
KP00017698 9784254102710 理科系の日本語表現技法　新装版 栗山次郎【編著】 201507 ¥5,940 ¥8,910 ¥11,880 不可
KP00017700 9784254102765 アブストラクトで学ぶ　理系英語　構造図解５０ 斎藤恭一　梅野太輔 201706 ¥7,590 ¥11,385 ¥15,180 不可

■情報科学・コンピュータ・心理学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017727 9784254122008 情報トレーニング  ─パズルで学ぶ，なっとくの６０題─ 丸岡章【著】 201406 ¥7,425 ¥11,137 ¥14,850
KP00017728 9784254122015 情報科学の基礎知識 宮内ミナミ　森本喜一郎【著】 201409 ¥6,050 ¥9,075 ¥12,100

KP00017913 9784254122350 やってみよう　テキストマイニング  自由回答アンケートの分析に挑戦！ 牛澤賢二 201808 ¥8,910 ¥13,365 ¥17,820 不可

KP00017734 9784254127140 ソフトウェア工学　（第３版）（情報科学こんせぷつ ７） 中所武司 201403 ¥7,150 ¥10,725 ¥14,300 不可
KP00017730 9784254122039 アルゴリズム理論入門 岩間一雄 201409 ¥9,075 ¥13,612 ¥18,150

KP00017731 9784254122060 Ｃ言語による画像処理プログラミング入門  サンプルプログラムから学ぶ 長尾智晴 201409 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500

KP00017794 9784254122107 Ｊａｖａによる　３Ｄ　ＣＧ入門 山口泰 201504 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可

KP00017795 9784254122138 楽しく学べる　ＢＡＳＩＣプログラミング  ｉ９９－ＢＡＳＩＣによる計測・制御システム開発入門 西本澄 201601 ¥8,910 ¥13,365 ¥17,820

KP00017694 9784254105674 博物館の理論と教育（シリーズ現代博物館学 1） 浜田弘明【編】 201411 ¥9,625 ¥14,437 ¥19,250
KP00017773 9784254520194 心理学のための　英語論文の書き方・考え方 羽生和紀【著】 201406 ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400
KP00017695 9784254106916 情動の進化  動物から人間へ（情動学シリーズ 1） 渡辺茂　菊水健史【編】 201505 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600
KP00017696 9784254106923 情動の仕組みとその異常（情動学シリーズ 2） 山脇成人　西条寿夫【編】 201505 ¥10,175 ¥15,262 ¥20,350
KP00017703 9784254106930 情動と発達・教育  子どもの成長環境（情動学シリーズ 3） 伊藤良子　津田正明【編】 201509 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120
KP00017704 9784254106947 情動と意思決定  感情と理性の統合（情動学シリーズ 4） 渡邊正孝　船橋新太郎【編】 201511 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
KP00017705 9784254106954 情動と運動  スポーツとこころ（情動学シリーズ 5） 西野仁雄　中込四郎【編】 201603 ¥12,210 ¥18,315 ¥24,420

■経済・社会とサイエンス
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017814 9784254128581 経済時系列と季節調整法（統計解析スタンダード） 高岡慎 201512 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
KP00017763 9784254290226 リスクマネジメント（ジャフィー・ジャーナル―金融工学と市場計量分析）日本金融・証券計量・工学学会【編】 201404 ¥10,450 ¥15,675 ¥20,900

KP00017818 9784254128949 Ｐｙｔｈｏｎによる　ファイナンス入門（実践Ｐｙｔｈｏｎライブラリー） 中妻照雄 201802 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可

KP00017860 9784254290257 ファイナンスにおける数値計算手法の新展開（ジャフィー・ジャーナル―金融工学と市場計量分析） 日本金融・証券計量・工学学会【編】201603 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440

KP00017861 9784254295436 金融市場の高頻度データ分析  データ処理・モデリング・実証分析（ファイナンス・ライブラリー 13） 林高樹　佐藤彰洋 201607 ¥12,210 ¥18,315 ¥24,420

KP00017859 9784254275810 株式の計量分析入門（ＦｉｎＴｅｃｈ　ライブラリー） 津田博史　吉野貴晶 201611 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可

KP00017766 9784254296020 金融リスクモデリング  理論と重要課題へのアプローチ（シリーズ〈金融工学の新潮流〉 2） 室町幸雄【編著】 201410 ¥10,450 ¥15,675 ¥20,900

KP00017769 9784254500219 社会・政策の統計の見方と活用  データによる問題解決 久保真人【編】 201505 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600
KP00017740 9784254128536 マーケティングの統計モデル（統計解析スタンダード） 佐藤忠彦 201508 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600

KP00017765 9784254295054 ブランド評価手法  マーケティング視点によるアプローチ（シリーズ〈マーケティング・エンジニアリング〉 5） 守口剛　佐藤栄作【編著】 201411 ¥9,350 ¥14,025 ¥18,700 不可

KP00017764 9784254295030 消費者行動のモデル（シリーズ〈マーケティング・エンジニアリング〉 3）小川孔輔【監修】　木戸茂【著】 201407 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600

KP00017768 9784254500202 社会学入門  社会をモデルでよむ 数理社会学会【監修】　小林盾　金井雅之　佐
藤嘉倫　内藤準　浜田宏　武藤正義【編】 201411 ¥6,050 ¥9,075 ¥12,100 不可

KP00017761 9784254266436 これからの住まいとまち  住む力をいかす地域生活空間の創造 堀田祐三子　近藤民代　阪東美智子【編】 201404 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600 不可
KP00017836 9784254160642 災害情報学事典 日本災害情報学会【編】 201603 ¥28,050 ¥42,075 ¥56,100

KP00017854 9784254261677 土砂災害と防災教育  命を守る判断・行動・備え 檜垣大助　緒續英章　井良沢道也
今村隆正　山田孝　丸谷知己【編】 201602 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760 不可

■数学・統計学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017778 9784254111422 事例で学ぶ数学活用法 大熊政明　金子成彦　吉田英生【編】 201502 ¥17,160 ¥25,740 ¥34,320

KP00017779 9784254111439 プリンストン　数学大全 砂田利一　石井仁司　平田典子
二木昭人　森真【監訳】 201511 ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800

KP00017707 9784254111255 朝倉　数学辞典 川又雄二郎　坪井俊　楠岡成雄　新
井仁之【編】 201606 ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800

KP00017717 9784254116069 新版　ルベーグ積分と関数解析（講座　数学の考え方 13） 谷島賢二 201504 ¥14,850 ¥22,275 ¥29,700
KP00017784 9784254117523 コンピュータと数学（現代基礎数学 ２） 高橋正子 201605 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可
KP00017780 9784254111453 電気電子情報のための　線形代数 奥村浩士 201503 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100
KP00017782 9784254111484 経済学のための線形代数 平口良司 201703 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500 不可
KP00017793 9784254118322 線型代数群の基礎（朝倉数学大系 12） 堀田良之 201602 ¥19,140 ¥28,710 ¥38,280
KP00017724 9784254118315 保型形式論  現代整数論講義（朝倉数学大系 11） 吉田敬之 201508 ¥18,700 ¥28,050 ¥37,400
KP00017785 9784254117608 応用微分方程式 （現代基礎数学 10） 小川卓克 201704 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120
KP00017781 9784254111460 常微分方程式の新しい教科書 堀畑和弘　長谷川浩司 201606 ¥7,920 ¥11,880 ¥15,840 不可

KP00017721 9784254118285 楕円型方程式と近平衡力学系 （上） 循環するハミルトニアン（朝倉数学大系 8） 鈴木貴　大塚浩史 201506 ¥15,125 ¥22,687 ¥30,250

KP00017722 9784254118292 楕円型方程式と近平衡力学系 （下） 自己組織化のポテンシャル（朝倉数学大系 9） 鈴木貴　大塚浩史 201506 ¥15,125 ¥22,687 ¥30,250

KP00017723 9784254118308 線形双曲型偏微分方程式  初期値問題の適切性（朝倉数学大系 10）西谷達雄 201509 ¥15,125 ¥22,687 ¥30,250
KP00017720 9784254118278 境界値問題と行列解析（朝倉数学大系 7） 山本哲朗 201411 ¥13,200 ¥19,800 ¥26,400
KP00017786 9784254117684 曲面と可積分系（現代基礎数学 18） 井ノ口順一 201510 ¥10,890 ¥16,335 ¥21,780
KP00017783 9784254116168 多様体のトポロジー（幾何学百科 1） 服部晶夫　佐藤肇　森田茂之 201611 ¥21,120 ¥31,680 ¥42,240
KP00017725 9784254121971 経済・経営系のための　よくわかる統計学 前川功一【編著】　得津康義　河合研一【著】 201403 ¥6,600 ¥9,900 ¥13,200 不可
KP00017726 9784254121995 データ解析のためのＳＡＳ入門  ＳＡＳ９．３／９．４対応版 宮岡悦良　吉澤敦子 201404 ¥13,200 ¥19,800 ¥26,400
KP00017733 9784254122121 基礎からのベイズ統計学  ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的入門 豊田秀樹【編著】 201506 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600
KP00017735 9784254128017 多変量データ解析（シリーズ〈多変量データの統計科学〉 １) 杉山髙一　藤越康祝　小椋透 201411 ¥10,450 ¥15,675 ¥20,900
KP00017736 9784254128314 空間統計学  自然科学から人文・社会科学まで（統計ライブラリー）瀬谷創　堤盛人 201403 ¥9,625 ¥14,437 ¥19,250

KP00017737 9784254128338 高次元データ分析の方法  Ｒによる統計的モデリングとモデル統合（統計ライブラリー） 安道知寛 201407 ¥9,625 ¥14,437 ¥19,250

KP00017738 9784254128369 セミパラメトリック推測と経験過程（統計ライブラリー） 久保木久孝　鈴木武 201506 ¥10,175 ¥15,262 ¥20,350
KP00017739 9784254128512 応用をめざす数理統計学（統計解析スタンダード） 国友直人 201508 ¥9,625 ¥14,437 ¥19,250
KP00017787 9784254117905 確率計画法（応用最適化シリーズ 5） 椎名孝之 201503 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120 不可
KP00017788 9784254117912 非線形計画法（応用最適化シリーズ ６） 山下信雄 201507 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
KP00017796 9784254122145 はじめての統計データ分析  ベイズ的〈ポストｐ値時代〉の統計学 豊田秀樹 201605 ¥8,580 ¥12,870 ¥17,160
KP00017797 9784254122152 市場分析のための　統計学入門 清水千弘 201604 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500 不可

KP00017799 9784254122176 すべての医療系学生・研究者に贈る　独習統計学応用編２４講  ─分割表・回帰分析・ロジスティック回帰─ 鶴田陽和 201610 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100

KP00017800 9784254122206 実践ベイズモデリング  ―解析技法と認知モデル― 豊田秀樹【編著】 201701 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

KP00017801 9784254122213 ビジネスマンがはじめて学ぶ　ベイズ統計学  ―ＥｘｃｅｌからＲへステップアップ― 朝野熙彦【編著】 201702 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

KP00017805 9784254128260 意思決定の処方＿（シリーズ〈行動計量の科学〉 6） 竹村和久　藤井聡 201503 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120
KP00017806 9784254128345 線形回帰分析（統計ライブラリー） 蓑谷千凰彦 201503 ¥18,150 ¥27,225 ¥36,300
KP00017808 9784254128376 頑健回帰推定（統計ライブラリー） 蓑谷千凰彦 201602 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017809 9784254128529 ノンパラメトリック法（統計解析スタンダード） 村上秀俊 201509 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
KP00017811 9784254128550 経時データ解析（統計解析スタンダード） 船渡川伊久子　船渡川隆 201510 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
KP00017812 9784254128567 ベイズ計算統計学（統計解析スタンダード） 古澄英男 201510 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
KP00017815 9784254128598 欠測データの統計解析（統計解析スタンダード） 阿部貴行 201603 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440
KP00017816 9784254128604 一般化線形モデル（統計解析スタンダード） 汪金芳 201608 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017858 9784254275711 待ち行列の数理モデル （確率工学シリーズ 1） 木村俊一 201607 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017917 9784254295443 確率制御の基礎と応用（ファイナンス・ライブラリー 14） 辻村元男　前田章 201609 ¥9,900 ¥14,850 ¥19,800 不可
KP00017803 9784254122268 Ｒで学ぶ多変量解析 長畑秀和 201705 ¥12,540 ¥18,810 ¥25,080
KP00017813 9784254128574 統計的因果推論（統計解析スタンダード） 岩崎学 201511 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017798 9784254122169 Ｒで学ぶ実験計画法 長畑秀和 201608 ¥12,540 ¥18,810 ¥25,080
KP00017810 9784254128543 実験計画法と分散分析（統計解析スタンダード） 三輪哲久 201509 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017715 9784254111446 新解説・和算公式集　算法助術 土倉保【編著】 201411 ¥15,125 ¥22,687 ¥30,250

■物理学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
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同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017745 9784254131185 やさしく物理  力・熱・電気・光・波 夏目雄平 201505 ¥6,875 ¥10,312 ¥13,750 不可
KP00017820 9784254131161 人物でよむ　物理法則の事典 米沢富美子【総編集】　辻和彦【編集幹事】 201511 ¥29,040 ¥43,560 ¥58,080
KP00017718 9784254118254 シュレーディンガー方程式 Ｉ（朝倉数学大系 5） 谷島賢二 201410 ¥17,325 ¥25,987 ¥34,650
KP00017719 9784254118261 シュレーディンガー方程式 ＩＩ（朝倉数学大系 6） 谷島賢二 201410 ¥14,575 ¥21,862 ¥29,150
KP00017823 9784254131239 個別量子系の物理  ─イオントラップと量子情報処理─ 占部伸二 201710 ¥13,200 ¥19,800 ¥26,400
KP00017825 9784254136456 納得しながら　物理数学（納得しながら学べる物理シリーズ ５）岸野正剛 201606 ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120
KP00017743 9784254131154 基礎解説　力学 守田治 201503 ¥6,600 ¥9,900 ¥13,200 不可
KP00017741 9784254131116 流体解析の基礎 河村哲也 201403 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100
KP00017851 9784254231434 流れのすじがよくわかる　流体力学 小森悟 201607 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760
KP00017742 9784254131130 イラストレイテッド　光の科学 大津元一【監修】　田所利康　石川謙【著】 201410 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500 不可
KP00017824 9784254131246 これからの光学  古典論・量子論・物質との相互作用・新しい光 大津元一 201710 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可
KP00017822 9784254131215 光学 谷田貝豊彦 201705 ¥21,120 ¥31,680 ¥42,240
KP00017914 9784254131208 イラストレイテッド　光の実験 大津元一【監修】　田所利康【著】 201610 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可
KP00017697 9784254102628 発光の事典  基礎からイメージングまで 木下修一　太田信廣　永井健治　南不二雄【編】 201509 ¥66,000 ¥99,000 ¥132,000
KP00017746 9784254136432 納得しながら電磁気学（納得しながら学べる物理シリーズ 3）岸野正剛 201407 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600
KP00017755 9784254210439 エッセンシャル応用物性論 荻野俊郎 201510 ¥8,800 ¥13,200 ¥17,600
KP00017819 9784254131123 物性科学ハンドブック  概念・現象・物質 東京大学物性研究所【編】 201605 ¥85,800 ¥128,700 ¥171,600
KP00017821 9784254131192 分子性物質の物理  物性物理の新潮流 鹿野田一司　宇治進也【編著】 201510 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100
KP00017747 9784254136449 納得しながら電子物性（納得しながら学べる物理シリーズ 4）岸野正剛 201511 ¥9,350 ¥14,025 ¥18,700
KP00017826 9784254137859 半導体量子構造の物理（現代物理学［展開シリーズ］ ５） 平山祥郎　山口浩司　佐々木智 201606 ¥11,220 ¥16,830 ¥22,440 不可

■化学
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KP00017748 9784254141009 化学英語［精選］文例辞典 松永義夫【編著】 201508 ¥38,500 ¥57,750 ¥77,000

KP00017834 9784254146752 化学英語３０講  リーディング・文法・リスニング（やさしい化学３０講シリーズ ５） 宮本惠子 201710 ¥7,920 ¥11,880 ¥15,840 不可

KP00017749 9784254146738 酸と塩基３０講（やさしい化学３０講シリーズ 3） 山崎昶 201403 ¥6,875 ¥10,312 ¥13,750 不可
KP00017831 9784254146318 物性量子化学（朝倉化学大系 １） 山口兆 201608 ¥25,080 ¥37,620 ¥50,160
KP00017827 9784254140989 放射化学の事典 日本放射化学会【編】 201509 ¥30,360 ¥45,540 ¥60,720
KP00017828 9784254141023 基礎分析化学 小熊幸一　酒井忠雄【編著】 201503 ¥9,900 ¥14,850 ¥19,800

KP00017829 9784254141030 蛍光Ｘ線分析の実際　（第２版） 中井泉【編】　日本分析化学会Ｘ
線分析研究懇談会【監修】 201607 ¥19,470 ¥29,205 ¥38,940

KP00017833 9784254146745 赤外分光３０講（やさしい化学３０講シリーズ ４） 山崎昶 201603 ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500 不可
KP00017830 9784254141047 リンの事典 大竹久夫【編集委員長】 201711 ¥28,050 ¥42,075 ¥56,100
KP00017832 9784254146349 構造有機化学（朝倉化学大系 ４） 戸部義人　豊田真司 201609 ¥18,810 ¥28,215 ¥37,620
KP00017760 9784254256048 システム解析（シリーズ〈新しい化学工学〉 4） 黒田千秋【編】 201403 ¥7,700 ¥11,550 ¥15,400 不可

KP00017853 9784254250381 新版　化学工学の基礎 上ノ山周　相原雅彦　岡野泰則
馬越大　佐藤智司【著】 201610 ¥9,900 ¥14,850 ¥19,800

■天文学・宇宙科学・地球科学・地学・地理
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
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本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017744 9784254131178 新版　宇宙物理学  星・銀河・宇宙論 高原文郎 201505 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100

KP00017915 9784254150216 系外惑星の事典 井田茂【編】　田村元秀【編】　生
駒大洋【編】　関根康人【編】 201609 ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800

KP00017837 9784254161281 低温環境の科学事典 河村公隆【他編】 201607 ¥36,300 ¥54,450 ¥72,600
KP00017838 9784254163537 自然地理学事典 小池一之　山下脩二【他編】 201701 ¥59,400 ¥89,100 ¥118,800
KP00017841 9784254167733 大気と雨の衛星観測（気象学の新潮流　３） 中澤哲夫【編】　中島孝　中村健治【著】 201606 ¥9,570 ¥14,355 ¥19,140 不可
KP00017842 9784254167757 「異常気象」の考え方（気象学の新潮流　５） 木本昌秀 201710 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100
KP00017750 9784254160703 はじめて学ぶ海洋学 横瀬久芳 201509 ¥4,950 ¥7,425 ¥9,900 不可

KP00017752 9784254180473 身近な水の環境科学［実習・測定編］  自然のしくみを調べるために 日本陸水学会東海支部会【編】 201406 ¥7,425 ¥11,137 ¥14,850

KP00017875 9784254445015 地域環境水文学（シリーズ〈地域環境工学〉） 田中丸治哉　大槻恭一　近森秀高　諸泉利嗣 201603 ¥12,210 ¥18,315 ¥24,420

KP00017835 9784254160635 地形の辞典 日本地形学連合【編】　鈴木隆介
砂村継夫　松倉公憲【責任編集】 201702 ¥85,800 ¥128,700 ¥171,600

KP00017839 9784254163544 地理を学ぼう　地理エクスカーション 伊藤徹哉　鈴木重雄　立正大学地理学教室【編】 201505 ¥7,260 ¥10,890 ¥14,520 不可
KP00017843 9784254168198 地理学概論　（第２版）（地理学基礎シリーズ１） 上野和彦　椿真智子　中村康子【編】 201510 ¥10,890 ¥16,335 ¥21,780 不可

■生物学・植物学・動物学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　者　名 プリント版
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本体価格（税別）
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同時アクセス数３
本体価格（税別） 印刷・DL

KP00017775 9784254600223 基礎をかためる　生物・生化学  栄養学を理解するための第一歩 川端輝江　山田和彦　福島亜紀子　菱沼宏哉 201404 ¥6,325 ¥9,487 ¥12,650 不可
KP00017865 9784254340211 生命科学における分析化学 中村洋【編】 201503 ¥21,120 ¥31,680 ¥42,240

KP00017802 9784254122237 生物・農学系のための統計学  ─大学での基礎学修から研究論文まで─
平田昌彦【編著】　宇田津徹朗　
河原聡　榊原啓之【著】 201704 ¥11,880 ¥17,820 ¥23,760

KP00017845 9784254171624 分子細胞生物学　（第２版） 多賀谷光男 201603 ¥12,540 ¥18,810 ¥25,080

KP00017844 9784254171617 光と生命の事典 日本光生物学協会　光と生命の事
典 編集委員会【編】 201602 ¥36,300 ¥54,450 ¥72,600

KP00017908 9784254640434 ダニのはなし  人間との関わり 島野智之　高久元【編】 201601 ¥9,900 ¥14,850 ¥19,800
KP00017751 9784254171563 日本産アリ類図鑑 寺山守　久保田敏　江口克之 201407 ¥25,300 ¥37,950 ¥50,600
KP00017910 9784254640465 蚊のはなし  病気との関わり 上村清【編】 201708 ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480 不可


