工学・農学・商業
つなげてつくる工学入門 理工学への扉を開くワークブック
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「理工系学生」がどのように学ぶか、また学ぶにあたって必要な事項は何かをまとめ
たテキスト。今まで学んできたことや、これからの社会などに「つなげて」考える一
冊。ワークシートつき。

技術、工学
同時アクセス1 5,626円 + 税
同時アクセス3 8,440円 + 税
分類◎500 件名◎工学 ■ツ 118,32p
冊子版 978-4-501-63230-4 2020.03

*1032326679*
23の先端事例がつなぐ計算科学のフロンティア

計算で物事を理解する予測する

技術、工学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
理化学研究所中村特別研究室編 中村振一郎
（なかむら・しんいちろう）
監修
分類◎501.1 件名◎応用数学 ■ニ
近代科学社
318p
連続体計算科学からデータサイエンス、計測技術、圏論まで、計算科学のフロン 冊子版 978-4-7649-0608-2 2020.01

トランナーたちが、新しい計算アプローチと成果を紹介。実践的な計算技術を豊
富に収録する。2018年10月開催の理研シンポジウムを基に書籍化。

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〉

重川秀実
（しげかわ・ひでみ）
編著
近代科学社

吉村雅満
（よしむら・まさみち）
共著

新材料、機能素子開発の共通基盤として必要となる、ナノスケールでの計測・評
価技術の最先端の内容を紹介。将来にわたって重要となる基礎も身につけることが
できるように編集する。

振動工学 基礎編 改訂
安田仁彦
（やすだ・きみひこ）
著
コロナ 社

振動工学の広範な項目を取り上げたテキスト。基礎編では、振動の基本をはじめ、
通常の動的設計で必要となる多自由度系と連続体の振動、解析力学や有限要素
法の基本的な考え方などを解説。演習問題も収録。

*1031439211*
技術、工学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎計測・計測器 シナ 179p
冊子版 978-4-7649-5029-0 2020.08

*1032310352*
技術、工学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎501.24 件名◎振動 ヤシ 219p
冊子版 978-4-339-04624-3 2012.05
DL不可

*1031840294*
例題でわかる工業熱力学 第2版
平田哲夫
（ひらた・てつお）
共著
森北出版

田中誠
（たなか・まこと）
共著

初学者に向けて、イメージしにくい工業熱力学を、直感に訴える2色の図とともに丁
寧に解説。1つ1つの理論に例題を提示し、物理的意味がわかるようその解法をわ
かりやすく解説する。各章末に演習問題も収録。

技術、工学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎501.26 件名◎工業熱力学 ■レ
213p
冊子版 978-4-627-67342-7 2019.10

*1030990086*
いまさら聞けない計算力学の定石
土木学会応用力学委員会計算力学小委員会編
丸善出版

広範な問題が扱われる一方で、それらの専門性が日々高度化している計算力学分
野における常識的な項目をわかりやすく解説。例題を多数取り上げ、その数値解析
結果だけでなく理論解や解析解、実験結果等もあわせて示す。

技術、工学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎501.3 件名◎応用力学 ■イ
342p
冊子版 978-4-621-30498-3 2020.03
DL不可

*1031983459*
工業力学 改訂版 〈機械系教科書シリーズ 17〉
吉村靖夫
（よしむら・やすお）
共著
コロナ 社

米内山誠
（よないやま・まこと）
共著

工業力学を初めて学ぶ学生の教科書。力学の基礎的な考え方、重要事項を、初
歩的な数学の知識だけで理解できるように配慮しながら、多くの図を用いて解説す
る。章末には演習問題を付す。

技術、工学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎501.3 件名◎応用力学 ヨコ
229p
冊子版 978-4-339-04483-6 2016.04
DL不可

*1031840290*
1

構造力学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ B-1〉
野村卓史
（のむら・たかし）
著
コロナ 社

構造力学の基礎的な範囲を解説したテキスト。「はり」を対象に、力の伝わり方か
ら変形の仕方までを求めるための理論と、その具体的な求め方を説明するほか、
立体的な構造の力の伝わり方の解法なども紹介。演習問題付き。

技術、工学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎501.34 件名◎構造力学 ノコ
226p
冊子版 978-4-339-05611-2 2011.09
DL不可

*1031840299*
書き込み式はじめての構造力学
笠井哲郎
（かさい・てつろう）
共著
コロナ 社

島崎洋治
（しまざき・ようじ）
共著

本書は、初学者が消化不良を起こさないよう、厳選した基本項目を詳しく解説した
構造力学の教科書である。高校数学や物理学（力学）の復習を取り込むことで1
冊で完結する内容とし、読者が主体的に学べるよう「書き込み式」を採用。

技術、工学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎501.34 件名◎構造力学 ■カ
191p
冊子版 978-4-339-05266-4 2019.06
DL不可

*1031670382*
図説わかる土木構造力学
玉田和也
（たまだ・かずや）
編著
学芸出版社

三好崇夫
（みよし・たかお）
著

親しみやすいイラストとともに納得しながら土木構造力学を学べる入門書。計算手
順を丁寧に解説する基本問題、柔軟な応用力の基礎固めとなる練習問題、各種
試験対応を想定した多様な応用問題を収録する。

技術、工学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎501.34 件名◎構造力学 タズ
203p
冊子版 978-4-7615-3251-2 2020.01

*1032464469*
ナノワイヤ最新技術の基礎と応用展開 Nanowires：

技術、工学

Fundamentals and Applications 〈新材料・新素材シリーズ〉

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
福井孝志
（ふくい・たかし）
監修
分類◎501.4 件名◎ナノマテリアル ■ナ
シーエムシー出版
241p
ナノエレクトロニクス・ナノフォトニクスの基本構成要素となる新しいナノ材料とし 冊子版 978-4-7813-0760-2 2013.03

て注目を集めているナノワイヤ。その成長および物性から、発光ダイオードや太陽
電池などへのデバイス応用までを解説する。

革新機能材料の開発と応用展開 粘土鉱物 , ナノシート,メソ孔

*1030893644*
技術、工学

シリカと有機系層状材料を利用して 〈新材料・新素材シリーズ〉

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
笹井亮
（ささい・りょう）
監修 高木克彦
（たかぎ・かつひこ）
監修
分類◎501.4 件名◎機能材料 ■カ
シーエムシー出版
235p
粘土鉱物に代表される層状化合物は古くて新しい材料であり、応用範囲は多岐に 冊子版 978-4-7813-0565-3 2012.05

渡っている。「低次元ナノ空間」と「無機－有機複合」をキーワードに、革新機
能材料の開発と応用展開について、最新の研究動向を念頭に置いて解説。

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

*1030893611*
技術、工学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎材料科学－データ処理 フ
ジ 184p
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 冊子版 978-4-7649-0615-0 2020.07
船津公人
（ふなつ・きみと）
著
近代科学社

柴山翔二郎
（しばやま・しょうじろう）
著

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
ら解説する。

プラズモンナノ材料開発の最前線と応用 Frontiers in

*1031983436*
技術、工学

Applications of Plasmonic Nanomaterials 〈新材料・新素材シリーズ〉

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
山田淳
（やまだ・すなお）
監修
分類◎501.41 件名◎金属材料 ■プ
シーエムシー出版
278p
局在表面プラズモン共鳴を示すナノ材料の総称と位置づけられる、プラズモンナ 冊子版 978-4-7813-0693-3 2013.04

ノ材料。プラズモンナノ材料の作製と応用に関する最新の研究成果を踏まえ、産
業応用の可能性を探る。

2

*1030893639*

丸善金属質量表 第3版

技術、工学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ R501.41 件名◎金属材料－便覧
各種金属材料について、
「単位寸法当り質量」のほか「寸法・形状」
「断面二次半径」 ■マ 372p
などの断面性能を記載し、金属材料関係者の使用に供するよう編集。最新の技術 冊子版 978-4-621-30479-2 2020.01
菱田博俊
（ひしだ・ひろとし）
編
丸善出版

直井久
（なおい・ひさし）
編

情報にもとづき金属材料の追加および内容の修正を行った第3版。

DL不可

*1031537722*
グラフェンの機能と応用展望 Graphene：Functions and
Applications

2 〈エレクトロニクスシリーズ〉

斉木幸一朗
（さいき・こういちろう）
監修
シーエムシー出版

光学応答特性、ナノリボン、窒素ドープ 系の電子状態など、グラフェンの理論の
発展を紹介。グラフェンの成長法、グラフェン合成における高品質化のために必
要な成長観察手法等も取り上げる。

X 線 CT 産業・理工学でのトモグラフィー実践活用

技術、工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎501.48 件名◎グラフェン ■グ
271p
冊子版 978-4-7813-0677-3 2012.12

*1030893638*
技術、工学

同時アクセス1 21,120円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎501.57 件名◎工業分析 トエ
産業用・科学研究用に利用する機会が増えてきているX 線トモグラフィー技術を、 449p
応用例や利用法なども盛り込んで体系的に解説。物理から工学、ソフトからハード 冊子版 978-4-320-08222-9 2019.02
戸田裕之
（とだ・ひろゆき）
著
共立出版

までをカバーする。

*1031814517*
エネルギー・リスクマネジメントの数理モデル

〈確率工学シリーズ 2〉

技術、工学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎501.6 件名◎エネルギー産業 ■
エ 164p
エネルギー分野を対象として、数理計画法やリアルオプションにより、不確実性の 冊子版 978-4-254-27572-8 2018.11
田中誠
（たなか・まこと）
著
朝倉書店

高嶋隆太
（たかしま・りゅうた）
著

もとで意思決定を下す方法を解説。確率計画法やロバスト最適化、リアルオプショ
ンなどの手法の基礎と、応用事例を紹介する。演習問題も収録。

エネルギーのはなし 科学の眼で見る日常の疑問

DL不可

*1030990090*
技術、工学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎501.6 件名◎エネルギー イエ
効率良いエネルギーの使い方は ? 原子力発電の仕組みは ? 燃料電池とは ? エネ 195p
ルギーに関するちょっとした疑問や何気なく見過ごしている問題を取り上げ、高校生 冊子版 978-4-7655-4479-5 2016.04
稲場秀明
（いなば・ひであき）
著
技報堂出版

程度の知識でわかるように、なるべく原理にまで遡って解説。

*1031875433*
エネルギー環境経済システム

技術、工学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎501.6 件名◎エネルギー問題 フエ
エネルギー環境に関わる行政・企業のプロジェクト指標である、エネルギー、環境、 249p
経済という3つのキーワードについて、数多くの事例を通して丁寧に解説する。東京 冊子版 978-4-339-06646-3 2018.06

藤井康正
（ふじい・やすまさ）
著
コロナ 社

大学、横浜国立大学の講義をもとに書籍化。

DL不可

*1030990119*
ニューエネルギーの技術と市場展望

Technologies and Prospects of New Energy 〈地球環境シリーズ〉

技術、工学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎501.6 件名◎エネルギー ■ニ
229p
エネルギーの変革のためには、既存のエネルギーの効率化を図り、さらにニュー 冊子版 978-4-7813-0607-0 2012.08

幾島賢治
（いくしま・けんじ）
監修
シーエムシー出版

幾島貞一
（いくしま・さだいち）
監修

エネルギーの供給量、経済性等を見極めて、今後のエネルギーを構築する必要
がある。このような視点からニューエネルギーの技術と市場性を解説する。

*1030893614*
3

資源・エネルギー史事典 トピックス1712-2014

技術、工学

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R501.6 件名◎エネルギー－歴史
蒸気機関から現代までの資源・エネルギー史を一望できる事典。1712年から2014 －年表 ■シ 495p
年まで、資源・エネルギーに関するトピック3930件を年月日順に掲載する。分野別 冊子版 978-4-8169-2553-5 2015.07

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

索引、事項名索引付き。

*1032442114*
水素利用技術集成 Vol.5 水素ステーション・設備の安全性

技術、工学

同時アクセス1 83,600円 + 税
同時アクセス3 125,400円 + 税
分類◎501.6 件名◎水素エネルギー ■
エネルギーとしての利用が期待されている水素の商品化と普及に向けての展望を ス 212,7p
記す。Vol.5では、水素を供給する水素ステーションの安全対策、液化水素運搬 冊子版 978-4-86043-571-4 2018.12

井上雅弘
（いのうえ・まさひろ）
監修
エヌ・ティー・エス

船の開発や水素施設の安全対策などについて述べる。

*1030871161*
CAD 利用技術者試験2次元2級・基礎テキスト＆問題集

CAD 利用技術者試験学習書

第2版 〈CAD 教科書〉

吉野彰一
（よしの・しょういち）
編著
翔泳社

ロングセラーとなっているCAD 利用技術者試験対策書の改訂版。内容は新傾向
に対応して一新し、試験主催者提供による公式「学習用問題」
（過去問題に相当）
を、詳しい解説とともに掲載。定評ある著者が執筆しているので、試験の要点がよ
く分かり、この1冊で合格する力を付けることができます。

キットではじめる3Dプリンタ自作入門
吹田智章
（すいた・としあき）
著
ラトルズ

難しそうに見える3Dプリンタの自作を徹底 サポート! 3Dプリンタの DIYキットを組み
立てながら、3Dプリンタに必要な知識全般から工具、トラブルシューティング、機
能の拡張までを学べる。

技術、工学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,870円 + 税
分類◎ S501.8 件名◎ CAD ヨキ 339p
冊子版 978-4-7981-5790-0 2018.11

*1031210656*
技術、工学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎501.8 件名◎3Dプリンタ スキ
399p
冊子版 978-4-89977-491-4 2019.12

*1031458209*
エモーショナルデザインの実践

感性とものをつなぐプロダクトデザインの考えかた

技術、工学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ 件名◎デザイン
（工業）ハエ
13,222p
エモーショナルデザインの要素解明と、それを活用した魅力的なものづくりを行って 冊子版 978-4-274-22563-5 2020.08

橋田規子
（はしだ・のりこ）
著
オーム社

いる著者が、エモーショナルデ ザインの研究と実施デ ザインについて、学術的な
アプローチを踏まえて解説する。

デザイン科学事典 Encyclopedia of Design Science

DL不可

*1032433739*
技術、工学

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R501.83 件名◎デザイン
（工業）
科学的アプローチによってデザインにおける法則性・規則性を明らかにし、関連す －便覧 ■デ 17,705p
る知識の体系化を目指すデザイン科学。デザインの理論・方法論から分析・評価・ 冊子版 978-4-621-30377-1 2019.10
日本 デザイン学会編
丸善出版

実践例まで重要テーマを取り上げて解説。事項・人名等の索引付き。

*1031537710*
ヒト心身状態の計測技術 人に優しい製品開発のための日常計測
牧川方昭
（まきかわ・まさあき）
共著
コロナ 社

吉田正樹
（よしだ・まさき）
共著

日常生活のさまざまな場面における生体計測を実現するための入門書。各種生体
信号の計測の目的・方法・留意点から、計測に必要な電子回路技術、近未来の
生体計測までを解説する。

技術、工学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎501.84 件名◎人間工学 ■ヒ
226p
冊子版 978-4-339-07226-6 2010.10
DL不可

*1031840304*
4

世界を変えた60人の偉人たち 新しい時代を拓いたテクノロジー

技術、工学

同時アクセス1 5,115円 + 税
同時アクセス3 7,672円 + 税
分類◎502.8 件名◎工学－伝記 ■セ
ピタゴラス、ジェームズ・ワット、ライト兄弟、丹羽保次郎、ユーリイ・ガガーリン…。 141p
社会を大きく変えてきたテクノロジーの歩みとその影響、開発者の思いやメッセージ 冊子版 978-4-501-63190-1 2019.07
東京電機大学編
東京電機大学出版局

などをイラスト入りで紹介する。

*1032326669*
モノ造りでもインターネットでも勝てない日本が、再び世界
を驚かせる方法 センサーネット構想
三品和広
（みしな・かずひろ）
著 センサー研究会著
東洋経済新報社

グーグル、アマゾン以後の世界で、日本企業がもう一度、表舞台に出るために必
要なこととは ? 国際競争の歴史をマクロの視点から俯瞰した上で、日本再浮上の
シナリオを例示する。

技術者倫理 グローバル 社会で活躍するための異文化理解
秋山仁
（あきやま・じん）
特別監修
実教出版

藤本義彦
（ふじもと・よしひこ）
編集

異なる文化的背景をもつ人びとと協働するには、異文化に対応していく姿勢や心が
け、態度を身につける必要がある。コミュニケーションの基本から異文化理解まで、
海外の生産現場で必要な情報をまとめる。

技術、工学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎507 件名◎技術開発 ■モ 234p
冊子版 978-4-492-76224-0 2016.03

*1030884629*
技術、工学
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎507 件名◎科学技術倫理 ■ギ
222p
冊子版 978-4-407-34622-0 2018.11

*1030990125*
技術者倫理の現在
大石敏広
（おおいし・としひろ）
著
勁草書房

技術者倫理の全体像を捉え、考える力を身につけるための入門書。「技術者の倫
理的責任とは何か」「内部告発を考える」などをテーマに、技術者倫理を倫理学
の他の分野における考察と関連付けながら論じる。

技術、工学
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎507 件名◎科学技術倫理 オギ
201p
冊子版 978-4-326-10206-8 2011.04

*1032356290*
スタートアップの知財戦略 事業成長のための知財の活用と戦略法務
山本飛翔
（やまもと・つばさ）
著
勁草書房

事業戦略やスタートアップの特性に着目し、各種知的財産権・契約等に関する法
的知識や EXIT から逆算して成長フェーズごとに求められる対応策を紹介。大企
業とのオープンイノベーション、大学発 ベンチャー成功の秘訣も掲載。

技術、工学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 ヤス
289p
冊子版 978-4-326-40375-2 2020.03

*1031670280*
プレップ知的財産法 〈プレップシリーズ〉

技術、工学

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 コプ
特許法、著作権法をめぐる紛争のパターンがわかる知的財産法の入門書。全体 128p
像が見通せるように、必要な用語、条文だけを、紛争の典型例を描いたCaseに沿っ 冊子版 978-4-335-31330-1 2019.10
小泉直樹
（こいずみ・なおき）
著
弘文堂

て解説する。

DL不可

*1031274397*
知財の理論 A Theory of Intellectual Property
田村善之
（たむら・よしゆき）
著
有斐閣

「知的財産」「知的創作物」とはなにか、法はそれらをどう扱うのか。知的財産法
政策を様々な法分野との関係性や、学際的な視点から論考。特許法や著作権法
の現代的課題の議論を経て、新しい知的財産法学の潮流を展望する。

技術、工学
同時アクセス1 32,340円 + 税
同時アクセス3 43,120円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 タチ
501p
冊子版 978-4-641-24325-5 2019.12

*1031616160*
5

知的財産法 第9版 〈有斐閣アルマ Specialized〉
角田政芳
（すみだ・まさよし）
著
有斐閣

辰巳直彦
（たつみ・なおひこ）
著

知的財産法全体の概要をコンパクトに収めたテキスト。学習者が理解しにくい概
念等を重点的に解説し、関連トピックなどを紹介したコラムも掲載。特許法、意匠
法、著作権法等の法改正に対応し、重要新判例も盛り込んだ第9版。

技術、工学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 スチ
560p
冊子版 978-4-641-22166-6 2020.04
DL不可

*1031983388*
入門知的財産法

An Introduction to Intellectual Property Law

平嶋竜太
（ひらしま・りゅうた）
著
有斐閣

第2版

宮脇正晴
（みやわき・まさはる）
著

知的財産法のエッセンスを一冊に凝縮。メリハリのきいた叙述で、知的財産法の
骨格となる重要事項を制度趣旨から丁寧に解説する。図表やイラスト、具体例も
豊富に掲載。近年の法改正、重要判例を織り込んだ第2版。

年報知的財産法 Intellectual Property Law Annual Report
2018-2019 〈法改正の動き〉= 平成最後の2大知財法改正

高林龍
（たかばやし・りゅう）
編
日本評論社

三村量一
（みむら・りょういち）
編

知的財産法にまつわる2018年の判例、学説、政策・産業界、諸外国の動向を解
説。巻頭のトピックは、2018年に成立した著作権法と不正競争防止法の改正法を
取り上げる。

年報知的財産法 Intellectual Property Law Annual Report
2019-2020 〈特集〉= 令和最初の2大知財法改正

技術、工学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 ■ニ
347p
冊子版 978-4-641-24335-4 2020.03
DL不可

*1031983389*
技術、工学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 ■ネ
239p
冊子版 978-4-535-00525-9 2018.12

*1031927289*
技術、工学

同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎507.2 件名◎知的財産権 ■ネ
243p
知的財産法にまつわる2019年の判例、学説、政策・産業界、諸外国の動向を解説。 冊子版 978-4-535-00526-6 2019.12

高林龍
（たかばやし・りゅう）
編
日本評論社

三村量一
（みむら・りょういち）
編

巻頭のトピックは、令和最初の2大知財法改正（意匠法改正、特許法改正）を取
り上げる。

グローバル 企業の知財戦略

米国特許訴訟・輸出管理法・知財 デュー・デリジェンスがよくわかる

岸本芳也
（きしもと・よしなり）
著
丸善出版

米国で、特許紛争事件に巻き込まれたらどうすればよいのか ? 特許訴訟に関する基
本的な手続から、実践的な対応策・戦略までをわかりやすく解説。輸出管理法・
知財デューデリジェンスについては特に詳述する。

国際特許出願マニュアル 「特許協力条約」活用の実務 第2版
奥田百子
（おくだ・ももこ）
著
中央経済社

知的財産を侵害されないために欠かせない、特許協力条約を利用した国際特許の
出願。その手続を実務的に解説する。PCT 規則改正、米国・欧州・中国・韓国
の特許法改正をフォローした第2版。

*1031927290*
技術、工学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎507.23 件名◎特許 キグ 402p
冊子版 978-4-621-30481-5 2020.02

*1031670288*
技術、工学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎507.23 件名◎特許 オコ 332p
冊子版 978-4-502-06920-8 2013.05

*1032352927*
特許法・著作権法 Patent Law and Copyright Law 第2版
小泉直樹
（こいずみ・なおき）
著
有斐閣

知的財産法の中心分野である特許法と著作権法の基礎を解説するテキスト。条文
の基本的知識を身につけ、重要判例のルールを理解したうえで、問題の道筋を見
極める力を養う。

技術、工学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎507.23 件名◎特許 コト 240p
冊子版 978-4-641-24337-8 2020.04
DL不可

*1031983387*
6

技術士第一次試験問題集基礎・適性科目パーフェクト

技術士試験学習書

2019年版 〈技術士教科書〉

堀与志男
（ほり・よしお）
著
翔泳社

最近の頻出科目である「基礎科目」「適性科目」に対応しています。本書の巻頭
ではその出題傾向を詳細に分析し、重要項目や試験対策について詳しく述べてい
ます。試験実施年度ごとに、「問題文 + 解答・解説」の順番で掲載しています。

新企業の研究者をめざす皆さんへ Research That Matters

技術、工学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎ S507.3 件名◎技術士 ホギ
371p
冊子版 978-4-7981-5989-8 2019.02

*1031210658*
技術、工学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎507.6 件名◎科学技術研究 マシ
企業の研究者になりたい人へ向けたメッセージ。IBM 東京基礎研究所の所長時代 220p
に研究員に宛てて書いたレターのほか、キヤノン、統計数理研究所、PFN で培っ 冊子版 978-4-7649-0606-8 2019.12
丸山宏
（まるやま・ひろし）
著
近代科学社

た豊富な知見を加える。めざすべき研究者像が見えてくる一冊。

*1031439209*
技術者のためのテクニカルライティング入門講座

生産性が向上し、相手に伝わる論理的な技術文書の書き方

高橋慈子
（たかはし・しげこ）
著
翔泳社

ロジカルライティングやテクニカルライティングの技術を活用し、わかりやすい文章
を書くための方法を紹介。技術者が日常業務で作成する文章を例に、作成と改善
のポイントも説く。演習問題、文書例のダウンロードサービス付き。

工学系卒論の書き方

まちがいだらけの文書から卒業しよう－基本はここだ!－
別府俊幸
（べっぷ・としゆき）
共著
コロナ 社

渡辺賢治
（わたなべ・けんじ）
共著

初めて卒論を書く工学系の学生に向けた「技術的説明文の書き方」マニュアル。
説明文を書くために必要な事柄と技術文書に特有のルールを、悪い例や改善例も
示しながら解説する。

B2B のサービス化戦略 製造業のチャレンジ

技術、工学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎507.7 件名◎技術レポート タギ
219p
冊子版 978-4-7981-5719-1 2018.11
DL不可 EPUB

*1031210714*
技術、工学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎507.7 件名◎技術レポート ベコ
185p
冊子版 978-4-339-07822-0 2020.03
DL不可

*1031670384*
技術、工学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎工業経営 ■ビ 308p
欧米・日本企業の調査と事例から、製造業のサービス化戦略と戦術を体系的にま 冊子版 978-4-492-76253-0 2020.08
C.コワルコウスキー著
東洋経済新報社

W.ウラガ著

とめた実践書。「日本の製造業1000社調査」に基づくB2B 企業の動向を紹介し、
今後、日本の製造業が進むべき道筋を提示する。

*1031983496*
製造業 〈業種別人事制度 1〉

技術、工学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎509.5 件名◎工業経営 イセ
製造業を取り巻く経営環境や組織特性、職種分類などを踏まえ、具体的な事例を 187p
数多く盛り込みながら、製造業における人事制度の構築のポイントやノウハウを解 冊子版 978-4-502-11061-0 2014.09
岩下広文
（いわした・ひろふみ）
著
中央経済社

説する。

*1032352900*
日本は
「パッケージ型事業」でアジア市場で勝利する
顧客価値起点で考えるビジネスモデルへの転換

技術、工学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎509.5 件名◎工業経営 アニ
231p
製品や技術だけではなく、サービスや運用技術を含めた「パッケージ型事業」こそ、 冊子版 978-4-492-55766-2 2016.01
青嶋稔
（あおしま・みのる）
著
東洋経済新報社

日本の製造業復活の処方箋だ。日本企業が元来持っている自らの強みについて語
るとともに、日本らしい「パッケージ型事業」実現の方策を述べる。

*1030884636*
7

システム信頼性の数理 〈シリーズ情報科学における確率モデル 7〉

技術、工学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎509.6 件名◎信頼性
（工学）オシ
安全・リスク解析や信頼性解析の基礎に興味をもつ人を対象に、2状態から多状 254p
態に至るシステムの信頼性に関する順序集合論的および確率論的な議論を概観し、 冊子版 978-4-339-02837-9 2019.12

大鑄史男
（おおい・ふみお）
著
コロナ 社

実際のシステムの信頼性評価にとって有用な手法を解説する。

*1031983455*
確率論的リスク解析の数理と方法 〈リスク工学シリーズ 6〉
金野秀敏
（こんの・ひでとし）
著
コロナ 社

定量的なリスク解析を実行するための数理的な方法を提供するテキスト。非定常
性や記憶効果のある場合の解析法を紹介し、現代的なリスク解析と今後の方向性
を示す。また非線形確率過程との対応関係も盛り込む。

技術、工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎509.6 件名◎リスク コカ 173p
冊子版 978-4-339-07926-5 2010.10

*1031840317*
信頼性の数理モデル 〈確率工学シリーズ 3〉
兼清泰明
（かねきよ・ひろあき）
著
朝倉書店

信頼性工学を主題材に、確率モデルを応用した理論的な研究への活用を説明。
信頼性工学の数学的な原理、また信頼性工学に関する技術の数学的な基礎を解
説することに重点を置いて構成したテキスト。演習問題も収録。

技術、工学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎509.6 件名◎信頼性
（工学）カシ
204p
冊子版 978-4-254-27573-5 2019.02

*1031434065*
生産工学 ものづくりマネジメント工学 〈機械系教科書シリーズ 27〉

技術、工学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎509.6 件名◎生産管理 ホセ
ものづくりの仕組みを大きく生産、設計、計画、管理のプロセスに分け、例題を使っ 165p
てわかりやすく解説。セル生産方式、改善活動、経済性工学の基礎なども取り上 冊子版 978-4-339-04477-5 2012.10
本位田光重
（ほんいでん・てるしげ）
共著
コロナ 社

皆川健多郎
（みながわ・けんたろう）
共著

げる。各章末に演習問題を収録。

DL不可

*1031840292*
儲かるモノづくりのための PLMと原価企画
設計・製造・会計の連携がもたらす新しい経営手法

技術、工学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎509.6 件名◎生産管理 ■モ
264p
品質とコストの二律背反をいかに解くか。「PLM」と「原価企画」というキーワー 冊子版 978-4-492-96161-2 2019.09
北山一真
（きたやま・かずま）
著
東洋経済新報社

尾関将
（おぜき・しょう）
著

ドを中心に、事業管理・業務改革の目指す方向性を示し、テクノロジーによる改
革実践のノウハウを、事例を通じて解説する。

ヒューマンエラー Human Error 第3版
小松原明哲
（こまつばら・あきのり）
著
丸善出版

安全マネジメントの観点から考える、業種を超えたヒューマンエラー防止のための
実務入門書。ヒューマンエラーを体系的に、かつエラーごとにその背後要因や対
策を平易に解説する。最近の知見を盛り込んだ第3版。

*1031507101*
技術、工学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎509.8 件名◎安全管理 コヒ
145p
冊子版 978-4-621-30435-8 2019.10

*1031340549*
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

技術、工学

同時アクセス1 3,432円 + 税
同時アクセス3 6,864円 + 税
分類◎ 件名◎製品計画 ■フ 102p
「不便益 = 不便だからこそ得られる効用」に着目し、バリュー・エンジニアリング（VE： 冊子版 978-4-7649-6011-4 2020.07
澤口学
（さわぐち・まなぶ）
著 川上浩司
（かわかみ・ひろし）
著
近代科学社 Digital 近代科学社
（発売）

価値工学）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いくかについ
て、具体例を多数挙げながら解説する。

*1031983437*
8

土木のずかん 災害に備えるわざ
速水洋志
（はやみ・ひろゆき）
共著
オーム社

水村俊幸
（みずむら・としゆき）
共著

現代土木の「わざ」が一目でわかる、インフォグラフィッカルなピクチャーブック。
日本の自然災害とそれらに備える対策、環境と調和した社会を作るための土木のわ
ざを、豊富な写真や図面でわかりやすく解説する。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ K510 件名◎土木工学 ■ド
101p
冊子版 978-4-274-22464-5 2019.11
DL不可

*1031439213*
マネジメント技術の国際標準化と実践 建設プロジェクトの挑戦
山岡暁
（やまおか・さとし）
著
コロナ 社

「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOKガイド）」をもとに、著者の国
内外の経験を踏まえ、国際標準化が進むマネジメント技術の知識体系や実践方
法を解説する。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,345円 + 税
分類◎510.95 件名◎建設業 ヤマ 221p
冊子版 978-4-339-05262-6 2018.11
DL不可

*1031274452*
建設・不動産業 〈業種別人事制度 5〉

建設工学、土木工学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎510.95 件名◎建設業 モケ 185p
建設業では「技術力」、不動産業では「販売力」を維持・向上しなければならな 冊子版 978-4-502-11091-7 2014.09
森谷克也
（もりたに・かつや）
著
中央経済社

い。専門職人材の活用と評価・処遇について具体的な事例を盛り込みながら、建設・
不動産業における人事制度の構築のポイントやノウハウを解説する。

*1032352904*
老舗企業の存続メカニズム 宮大工企業のビジネスシステム
曽根秀一
（そね・ひでかず）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

金剛組など老舗宮大工企業は、いかにして伝統的技能を継承しつつ、時代の変
化に対応して存続しえたのか。そのメカニズムを経営学と経営史学の融合によって
解き明かす。老舗研究の新たな地平を切り拓いた一冊。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎510.95 件名◎建設業 ソシ 255p
冊子版 978-4-502-29981-0 2019.03

*1030990070*
地盤・土構造物のリスクマネジメント

地盤崩壊・液状化のメカニズムとその解析、監視、防災対策

エヌ・ティー・エス

自然災害やインフラの老朽化に伴う地盤や土構造物の破壊リスクについて、最新
知見に基づきそのメカニズム、解析・分析、モニタリング技術、さらに実際の防
災対策と街づくりの取り組みを体系的に俯瞰する。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 92,400円 + 税
同時アクセス3 138,600円 + 税
分類◎511.2 件名◎土木地質学 ■ジ
290,10p 図版23p
冊子版 978-4-86043-582-0 2019.01

*1030871163*
図説わかる土質力学

建設工学、土木工学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎511.3 件名◎土質力学 ■ズ
奥の深い土質力学の入り口となるテキスト。15週×2学期の講義シリーズで用いら 205p
れることを想定し、全24講に分けて、土の性質から透水、圧密、せん断、土圧理 冊子版 978-4-7615-3221-5 2015.12
菊本統
（きくもと・まもる）
著
学芸出版社

西村聡
（にしむら・さとし）
著

論や斜面安定までを、写真や図を可能な限り取り入れ解説する。

*1032464472*
地盤と地盤震動 観測から数値解析まで
盛川仁
（もりかわ・ひとし）
著
朝倉書店

山中浩明
（やまなか・ひろあき）
著

地震に伴う物理現象の理論的背景を重視しつつ各種の観測・解析を解説した理工
融合のテキスト。地震動に限らず微動も含めて、地盤がどのように揺れるのかにつ
いて数式を用いて丁寧に説明する。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎511.3 件名◎土質力学 モジ
135p
冊子版 978-4-254-26172-1 2019.06
DL不可

*1031983422*
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土質力学 改訂2版 〈大学土木〉

建設工学、土木工学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎511.3 件名◎土質力学 ■ド
土の特性から、地盤内の応力分布、圧密や土圧理論、斜面の安定まで、土質力 175p
学の基本的な内容をわかりやすく解説。大学土木系学科の標準的なカリキュラム 冊子版 978-4-274-21643-5 2014.09

安田進
（やすだ・すすむ）
共著
オーム社

山田恭央
（やまだ・やすお）
共著

にそったセメスタ制に最適のテキスト。演習問題も収録。

DL不可

*1031966363*
図説わかる材料 土木・環境・社会基盤施設をつくる 改訂版

建設工学、土木工学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎511.4 件名◎建設材料 ■ズ
構造材料（コンクリート・鋼）から高分子、アスファルトまで、土木材料の成り立ちを、 153p
身近な事例とイラストでわかりやすく解説する。初学者の定本テキスト。演習問題、 冊子版 978-4-7615-2614-6 2015.12
宮川豊章
（みやがわ・とよあき）
監修
学芸出版社

岡本享久
（おかもと・たかひさ）
編著

カラー口絵も収録。

*1032464471*
コンクリート技士・主任技士合格テキスト＆過去問 2020年版

建設工学、土木工学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ S511.7 件名◎コンクリート ■コ
コンクリート技士・主任技士は、コンクリートの製造、施工、検査など技術者とし 511p
ての必要な知識・能力を認定する資格です。技士は日常の技術的業務に、主任 冊子版 978-4-416-52019-2 2020.04
渡部正
（わたなべ・ただし）
監修
誠文堂新光社

川口直能
（かわぐち・なおたか）
著

技士はそれらに加え、研究、指導に携わります。本書は両方に対応したテキスト&
過去問題集で、最新過去問4年分を収録。

コンクリート構造学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ B-3〉

*1032326695*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎511.7 件名◎鉄筋コンクリート ウ
曲げモーメントならびにせん断力を受ける場合から、ねじりや軸圧縮力を受ける場合 コ 227p
まで、コンクリート構造物に関連する設計上想定される項目を網羅し、例題や図を 冊子版 978-4-339-05613-6 2012.04
宇治公隆
（うじ・きみたか）
著
コロナ 社

交えて解説する。演習問題も掲載。

DL不可

*1031840300*
コンクリート構造学 第5版・補訂版

建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎511.7 件名◎鉄筋コンクリート ■
コンクリート構造学の基礎をよりよく理解することに重点を置いた大学・高専向けの コ 236p
テキスト。例題や演習問題も重要ポイントに的を絞り、その解法も平易に記述する。 冊子版 978-4-627-42566-8 2019.11
小林和夫
（こばやし・かずお）
ほか共著
森北出版

コンクリート標準示方書の2017年の改訂に対応。

*1031137174*
図説わかるメンテナンス 土木・環境・社会基盤施設の維持管理

建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎511.78 件名◎コンクリート ■ズ
コンクリート構造と鋼構造の特徴を理解しながら学ぶ、初学者のための基本テキス 117p
ト。構造物のメンテナンスの基礎と応用について、図表を多用しながら、わかりや 冊子版 978-4-7615-2497-5 2010.11
宮川豊章
（みやがわ・とよあき）
監修
学芸出版社

森川英典
（もりかわ・ひでのり）
編

すく体系的に解説する。

*1032464476*
近代測量の理論と実践 Geoinformatics：Knowledge for
Surveying,Mapping,Remote Sensing ＆ GIS

岩下圭之
（いわした・けいし）
共著
コロナ 社

杉村俊郎
（すぎむら・としろう）
共著

大学ではじめて土木工学や建設・環境工学系等の分野を学ぶ学生に向けたテキス
ト。「測量」を学問体系として学び、またそれを実践的な最新測地技術に展開して
いくプロセスを分かりやすく解説する。演習問題も掲載。
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建設工学、土木工学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎512 件名◎測量 ■キ 175p
冊子版 978-4-339-05259-6 2018.10
DL不可

*1031137166*

図説わかる測量
猪木幹雄
（いのき・みきお）
著
学芸出版社

建設工学、土木工学
中田勝行
（なかた・かつゆき）
著

測量学の初学者が、社会における測量の役割を理解し、実務に合わせた最新計
測技術を用いた測量から地図の作成、さらには測量成果の運用までの基礎を学習
できるテキスト。豊富なイラストや写真、例題でコンパクトに解説する。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎512 件名◎測量 ■ズ 175p
冊子版 978-4-7615-2583-5 2014.12

*1032464474*
リモートセンシングの応用・解析技術

農林水産・環境・防災から建築・土木、高精度マッピングまで

建設工学、土木工学

同時アクセス1 127,600円 + 税
同時アクセス3 191,400円 + 税
中山裕則
（なかやま・やすのり）
監修 杉村俊郎
（すぎむら・としろう）
監修
分類◎512.75 件名◎リモートセンシング
エヌ・ティー・エス
■リ 476,14p
農作物の収穫量予測、アラスカの林野火災とその対策、災害監視、高精度マッ 冊子版 978-4-86043-612-4 2019.08

ピングなど、リモートセンシングの応用事例を紹介。リモートセンシングの基礎や
解析理論、手法も解説する。

1級土木施工管理技士過去問コンプリート

最新過去問8年分を完全収録

2020年版

*1030871173*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ S513.07 件名◎土木施工管理技
士 ■イ 575p
1級土木施工管理技士の過去問題集です。令和元年度（2019）
、平成30（2018）
、 冊子版 978-4-416-52046-8 2020.01
保坂成司
（ほさか・せいじ）
監修
誠文堂新光社

森田興司
（もりた・こうじ）
著

29（2017）、28（2016）、27（2015）、26（2014）、25（2013）、24（2012） 年
度に出題された、学科試験・実地試験の過去問を収録。巻末には、経験記述の
攻略法を掲載。

2級土木施工管理技士過去問コンプリート

最新過去問11回分を完全収録

2020年版

*1032326696*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ S513.07 件名◎土木施工管理技
士 ■ニ 479p
2級土木施工管理技士の過去問題集です。平成31（2019）
、30（2018）
、29（2017）
、 冊子版 978-4-416-52049-9 2020.02
保坂成司
（ほさか・せいじ）
監修
誠文堂新光社

森田興司
（もりた・こうじ）
著

28（2016）
、27（2015）
、26（2014）
、25（2013）
、24（2012）年度に出題された、
学科試験・実地試験の過去問を収録。巻末には、経験記述の攻略法を掲載。

図説わかる土木計画

*1032326697*
建設工学、土木工学

松村暢彦
（まつむら・のぶひこ）
編著
学芸出版社

新田保次
（にった・やすつぐ）
監修

公共事業の調査・計画の実践、検証と評価の手法を扱う、土木工学系学科の必
修科目。数式の多さと難解さで敬遠されがちな内容を、親しみやすいイラストと現
場の写真を多用し、数式も丁寧に導く。演習問題も豊富に収録。

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎513.1 件名◎土木計画 マズ
171p
冊子版 978-4-7615-3208-6 2013.12

*1032464475*
土木計画学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ E-1〉

建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎513.1 件名◎土木計画 オド 189p
日本技術者教育認定機構の認定基準に対応した「土木計画学」のテキスト。イ 冊子版 978-4-339-05634-1 2014.01
奥村誠
（おくむら・まこと）
著
コロナ 社

ンフラストラクチャの供給計画に関わる公共意思決定を行なうためのソフト技術に
ついて解説する。各章末に演習問題つき。

DL不可

*1031840302*
図説わかる交通計画
森田哲夫
（もりた・てつお）
編著
学芸出版社

建設工学、土木工学
湯沢昭
（ゆざわ・あきら）
編著

交通計画のスタンダードな教科書。豊富な図表と実際の交通計画事例を交えたや
さしい解説で、基本を押さえる。大学学部の専門基礎教育や、高等専門学校の
学習範囲をカバー。各章末に調べ学習型の演習問題を付す。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎514 件名◎交通工学 ■ズ 195p
冊子版 978-4-7615-2739-6 2020.04

*1032464468*
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日本の道路政策 経済学と政治学からの分析

建設工学、土木工学

同時アクセス1 9,075円 + 税
同時アクセス3 22,687円 + 税
分類◎〈514.09〉 件名◎道路行政 オニ
日本の道路政策の全体像を経済学と政治学（公共選択論）の視点から論じた書。 415p
国民の生活と経済活動に不可欠ゆえ、激論が交わされ続けた重要課題の核心に 冊子版 978-4-13-040288-0 2020.06
太田和博
（おおた・かずひろ）
著
東京大学出版会

迫り、制度の詳細と今後の展望を提示する。

*1031814463*
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

小林潔司
（こばやし・きよし）
編著
コロナ 社

中谷昌一
（なかたに・しょういち）
共著

アセットマネジメントの本来的な意味を提示し、その国際規格にも準拠して、あらゆ
る実務者・関係者が共通して認識しておくべきアセットマネジメントの全体像を解説。
マネジメント全体の継続的改善を図る方法も提示する。

絵とき水理学 改訂4版

建設工学、土木工学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 19,305円 + 税
分類◎514.8 件名◎道路工学 コジ
251p
冊子版 978-4-339-05265-7 2019.04

*1032310367*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎517.1 件名◎水理学 ■エ 212p
静止または運動中の水の性質を調べ、それが他に及ぼす影響を研究する「水理学」 冊子版 978-4-274-22250-4 2018.07

粟津清蔵
（あわず・せいぞう）
監修
オーム社

國澤正和
（くにざわ・まさかず）
共著

の基本的な考えおよび理論について平易に解説した入門書。内容のより充実を目指
し、全面見直しを行った改訂4版。

DL不可

*1032336424*
書き込み式はじめての水理学
寺田一美
（てらだ・かずみ）
著
コロナ 社

本書では、はじめて水理学を学ぶ人のためにできる限りわかりやすく、シンプルに、
水理学の基本を解説した。必要最低限の公式、内容に絞るとともに、正しく計算で
きるスキルを養うため、書き込み式を採用している。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎517.1 件名◎水理学 テカ 125p
冊子版 978-4-339-05264-0 2019.04
DL不可

*1031670381*
図説わかる水理学 改訂版
井上和也
（いのうえ・かずや）
編
学芸出版社

東良慶
（あずま・りょうけい）
著

水の流れを数理的に学ぶ「水理学」を例題を解きながら学べる入門書。基礎知
識から、静水力学、流れの基礎、管路の流れ、開水路の流れまでを、身近な事
例と図・写真・イラストを用いて解説。理解度チェックテストも掲載。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎517.1 件名◎水理学 ■ズ 158p
冊子版 978-4-7615-2653-5 2017.09

*1032464470*
治水の名言 水災害頻発、先人の知恵に学ぶ
竹林征三
（たけばやし・せいぞう）
著
鹿島出版会

治水の歴史は人類文明の歴史である。古来より、先人は洪水に対し命をかけた労
苦の連続で、その過程で名言が生まれてきた。明治以降の近代日本の治水史と、
先人が遺した治水の名言や知恵を読み物として紹介する。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎ 件名◎治水－歴史 タチ 186p
冊子版 978-4-306-09451-2 2020.07

*1032326690*
沿岸域工学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ D-4〉

建設工学、土木工学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎517.8 件名◎港湾工学 カエ
沿岸域工学を学ぶにあたって、理解しておきたい基本事項を凝縮して取りまとめた 205p
テキスト。沿岸域工学とは何かをはじめ、海の波の基本特性、沿岸海域の流れ、 冊子版 978-4-339-05630-3 2013.05

川崎浩司
（かわさき・こうじ）
著
コロナ 社

沿岸域の水環境と生態系などを解説する。演習問題も収録。

DL不可

*1031840301*
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新しい上下水道事業 再構築と産業化

建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎518.1 件名◎水道－日本 ■ア
良質なサービスの持続可能性が危ぶまれている日本の上下水道。いかにして施設 255p
の再構築を実現して持続可能性を確保していくべきか、官と民の役割分担をどのよ 冊子版 978-4-502-27041-3 2018.07
山本哲三
（やまもと・てつぞう）
編著 佐藤裕弥
（さとう・ゆうや）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

うに図っていくのかといった問いを、社会科学的な側面から考える。

*1032352933*
下水道第3種技術検定試験必携テキスト＆模試

合格に必要な知識をコンパクトに解説確認問題＆模試で実践力が身に
つく 2020-2021年版
菅原勇
（すがわら・いさむ）
著
誠文堂新光社

下水道第3種に合格したい人のための必携テキスト。下水道第3種は、地方共同
法人日本下水道事業団が行う、下水道（処理施設、ポンプ 施設）の維持管理を
行うために必要とされる技術を検定する試験です。本書は、過去10年の本試験で
出題された全問題を分析し、頻出箇所や重要箇所をコンパクトにまとめたテキスト
です。
下水道第3種技術検定試験必携過去問 最新過去問8年分を

完全収録分野別 + 年度別で総仕上げに最適

2020-2021年版

菅原勇
（すがわら・いさむ）
著
誠文堂新光社

下水道第3種に合格したい人のための必携問題集。下水道第3種は、地方共同
法人日本下水道事業団が行う、下水道（処理施設、ポンプ 施設）の維持管理を
行うために必要とされる技術を検定する試験です。本書は、2012年～2019年度の
過去8年に出題された、全問題と解答・解説を収録した過去問題集です。

科学的に見るSDGs 時代のごみ問題

建設工学、土木工学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ S518.2 件名◎下水道 スゲ
413p
冊子版 978-4-416-52017-8 2020.01

*1032326693*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ S518.2 件名◎下水道 スゲ
349p
冊子版 978-4-416-52018-5 2020.01

*1032326694*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎518.52 件名◎廃棄物処理 マカ
リサイクルはごみ処理よりよいのか。ごみの分別はなぜ必要なのか。ごみはどこまで 181p
減らせるのか。適正処理を妨げている構造的な問題や、プラスチックをめぐる様々 冊子版 978-4-621-30471-6 2019.12
松藤敏彦
（まつとう・としひこ）
著
丸善出版

な問題など、持続可能なごみ問題対策に必要な知見を紹介する。

*1031533286*
アーバニズムのいま 〈SD 選書 271〉

建設工学、土木工学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎都市計画 マア 231p
建築家、アーバンデザイナーである槇文彦が待望するニューアーバニズムとは何か。 冊子版 978-4-306-05271-0 2020.05
槇文彦
（まき・ふみひこ）
著
鹿島出版会

その興隆に向け、自身が見、聞き、討論してきたアーバニズムの過去そして現在
を振り返る。

*1032326686*
ダンチを再考する 〈日本建築学会設計競技優秀作品集 2019年度〉

建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
「ダンチを再考する」をテーマにした、2019年度日本建築学会設計競技における 分類◎518.8 件名◎都市計画 ■ダ
全国入選作品・支部入選作品を掲載。各作品の講評、応募要項、入選者・応 103p
募数一覧なども収録。
冊子版 978-4-7655-2614-2 2019.12
技報堂出版

*1031875440*
写真で巡る世界の街並・世界遺産

建設工学、土木工学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎518.8 件名◎都市計画 イシ
1969年の台湾を皮切りに、海外研究旅行で40カ国を巡った著者が、世界の都市・ 181p
村落や世界遺産を、自身が撮影した約900点の写真とともに紹介する。
冊子版 978-4-7655-4473-3 2013.05
伊藤清忠
（いとう・きよただ）
著
技報堂出版

*1031875441*
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住宅に住む、そしてそこで稼ぐ

建設工学、土木工学

〈日本建築学会設計競技優秀作品集 2018年度〉
技報堂出版

「住宅に住む、そしてそこで稼ぐ」をテーマにした、2018年度日本建築学会設計
競技における全国入選作品・支部入選作品を掲載。各作品の講評、応募要項、
入選者・応募数一覧なども収録。

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎518.8 件名◎都市計画 ■ジ
111p
冊子版 978-4-7655-2608-1 2019.01

*1031875439*
生き物から学ぶまちづくり

建設工学、土木工学

バイオミメティクスによる都市の生活習慣病対策

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
谷口守
（たにぐち・まもる）
著
分類◎518.8 件名◎都市計画 タイ
コロナ 社
119p
都市を生き物として見たときに、わが国の都市がどのような病理に侵されているかを 冊子版 978-4-339-05260-2 2018.10

示し、
どう免疫力や再生力を高めて活力を取り戻すかについて「生き物に教えを乞う」
という観点から新たな解決策を模索する。

地域の素材から立ち現れる建築

DL不可

*1031137167*
建設工学、土木工学

〈日本建築学会設計競技優秀作品集 2017年度〉
技報堂出版

「地域の素材から立ち現れる建築」をテーマにした、2017年度日本建築学会設計
競技における全国入選作品・支部入選作品を掲載。各作品の講評、応募要項、
入選者・応募数一覧なども収録。

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎518.8 件名◎都市計画 ■チ
112p
冊子版 978-4-7655-2600-5 2017.12

*1031875438*
不動産再開発の法務

都市再開発・マンション建替え・工場跡地開発の紛争予防

第2版

建設工学、土木工学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎518.8 件名◎都市再開発－法令
イフ 494p
都市再開発、マンション建替え、工場跡地開発等の不動産再開発プロジェクトの 冊子版 978-4-7857-2735-2 2019.08
井上治
（いのうえ・おさむ）
著
商事法務

過程で問題となる論点を、法的リスクの観点から整理し、実例を踏まえて解説。
裁判例を多数収録。2020年4月施行の民法（債権法）改正に対応。

プラスチックの現実と未来へのアイデア みんなで考えたい
高田秀重
（たかだ・ひでしげ）
監修
東京書籍

水に溶けない、腐食しないプラスチックが、生態系に悲惨な影響をもたらしている。
環境汚染などプラスチックの “ 不都合な現実 ”をつまびらかにし、スマートな循環型
社会を実現するためのアイデアを提案する。

*1032290762*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎519 件名◎環境問題 ■プ 143p
冊子版 978-4-487-81260-8 2019.08

*1032267593*
環境政策と一般均衡
鷲田 豊明
勁草書房

環境政策評価の応用一般均衡分析の基礎から実用モデルまでを解説。21世紀
の環境政策の中軸である環境自由主義の理論と実証分析を示す。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-50257-8

2004

*1032356315*
循環型社会入門（※）

建設工学、土木工学

同時アクセス1 5,225円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎
本書は、
この社会概念と関連する分野の科学的知識を、環境学を学ぶ方のみでなく、 冊子版 978-4-274-02450-4

片谷 教孝
オーム社

専門外の人にも理解できるよう解説している。 ●このような方におすすめ…環境問
題、循環型社会に関心のある一般の方、学生／環境保全およびその関連業務に
携わっている初級実務者

14

DL不可

*1032418946*

2001

図説わかる環境工学
渡辺 信久
学芸出版社

「水処理」「排ガス処理」「廃棄物処理」 等、従来どおりの項目に加え、「環境
化学物質」「リスク」「エネルギーと資源」といった今日的な論点を新たに解説・
整理した。巻末には各内容を定量的に取扱う為の単位系・データベース等、近年
統一された基礎事項を掲載。図版と例題を通して基礎知識と最新事項を学ぶ大学
テキスト。

地球をめぐる不都合な物質 拡散する化学物質がもたらすもの

〈ブルーバックス B-2097〉
日本環境化学会編著
講談社

地球規模で進行する深刻な環境汚染の実態を伝える一冊。POPs（残留性有機
汚染物質）、マイクロプラスチック、PM2.5、水銀など、“ 地球をめぐる不都合な物
質 ”について、第一線で活躍する環境化学者たちが解説する。

哲学は環境問題に使えるのか 環境プラグマティズムの挑戦

建設工学、土木工学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7615-2444-9

2008

*1032464477*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎519 件名◎環境汚染 ■チ 270p
冊子版 978-4-06-516393-1 2019.06
DL不可 EPUB

*1031408659*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 16,720円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎519 件名◎環境倫理 ■テ 451p
実際の環境政策に応用できない、実行不能な「環境倫理学」を批判し、プラグマティ 冊子版 978-4-7664-2612-0 2019.09

アンドリュー・ライト編著 エリック・カッツ編著
慶應義塾大学出版会

ズムの哲学を融合させた論文集。環境哲学と環境問題へのプラグマティズム的な
アプローチの多様性を示す、哲学者たちの論考を収録する。

*1030988240*
入門テキスト環境とエネルギーの経済学

建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎519 件名◎環境経済学 オニ
環境とエネルギーの課題を解決するためには、科学技術のみならず「仕組み」と「イ 260p
ンセンティブ」の問題に関連した経済学が重要な役割を果たす。実例を多く盛り込 冊子版 978-4-492-31487-6 2016.12
大守隆
（おおもり・たかし）
著
東洋経済新報社

み、問題と解決へのアプローチを考える。章末に復習問題も収録。

*1030884585*
環境政策の変遷 環境リスクと環境マネジメント

建設工学、土木工学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎519.1 件名◎環境行政 カカ
地球環境の変化と環境政策を振り返るとともに、環境学が社会科学と科学技術の 181p
境界領域にあることを考慮しつつ、バイオマスの適切な利用、人間の活動と自然と 冊子版 978-4-502-32111-5 2019.10
勝田悟
（かつだ・さとる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

のあるべき関係、社会的秩序の整備に関する今後のあり方を考察する。

*1031434013*
恐怖の法則 予防原則を超えて

建設工学、土木工学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎519.1 件名◎環境行政 サキ
病原菌、有毒化学物質、テロリズム…。政府はいかにして民衆の恐怖や不安に 326,50p
応じるべきか。熟議民主主義の立場に立ち、近年環境問題・環境法に関する議 冊子版 978-4-326-15435-7 2015.02

キャス・サンスティーン著
勁草書房

角松生史
（かどまつ・なるふみ）
監訳

論において重要性が高まっている予防原則に対して、根底的批判を試みる。

*1032356305*
環境条約交渉の政治学 なぜ水俣条約は合意に至ったのか

建設工学、土木工学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎519.12 件名◎水俣条約 ウカ
2013年に国際会議で採択された水俣条約の交渉過程を分析。条約交渉において、 248p
問題の解決に有効な制度と各国が政治的に合意可能な制度とを一致させるには、 冊子版 978-4-641-14932-8 2019.09
宇治梓紗
（うじ・あずさ）
著
有斐閣

どのような要因が重要なのかを明らかにする。

*1031274425*
15

環境保護制度の基礎 第4版

建設工学、土木工学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎519.12 件名◎環境問題－法令 カ
環境保護のための制度について、資源利用の効率化、有害物質の拡散防止、お カ 213p
よび情報整備の面から考察を試みる。パリ協定、海洋プラスティック汚染、食品 冊子版 978-4-589-04052-7 2020.01
勝田悟
（かつだ・さとる）
著
法律文化社

に含まれる放射線物質の基準値など近時の動向を踏まえた第4版。

*1031959581*
環境法入門 第4版 〈有斐閣アルマ Basic〉
交告尚史
（こうけつ・ひさし）
著
有斐閣

臼杵知史
（うすき・ともひと）
著

環境を保護する意義から、環境保護のための条約・法律・諸制度のしくみまで、わ
かりやすくコンパクトに解説。環境法の全体像がつかめるテキスト。法改正・制度
変更等をフォローした第4版。環境年表付き。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎519.12 件名◎環境問題－法令
■カ 302p
冊子版 978-4-641-22162-8 2020.03
DL不可

*1031983381*
環境マネジメント・コントロール 善行の内省と環境コスト・マネジメント

建設工学、土木工学

同時アクセス1 12,925円 + 税
同時アクセス3 15,510円 + 税
分類◎519.13 件名◎環境管理 アカ
企業は「なぜ」「どのように」 社会環境問題に取り組むのか。この2つの問題に対 241p
して、企業システムの設計と活用の両面から詳述する。キヤノン、大阪ガス、ソニー 冊子版 978-4-502-33151-0 2020.02
安藤崇
（あんどう・たかし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

など先進企業の事例も収録。

*1031873797*
気候変動リスクへの実務対応

不確実性をインテグレートする経営改革

建設工学、土木工学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎519.13 件名◎環境管理 ゴキ
360p
企業経営にいかに気候変動を取り込むか。国際論議の動向や関連する規制・コード・ 冊子版 978-4-502-33531-0 2020.03
後藤茂之
（ごとう・しげゆき）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ガイダンスを整理し、リスク管理を行う上でのガバナンスや経営管理等を中心に、
変化する環境に対して企業がどのように対応すべきかを詳解する。

環境計量士〈濃度関係〉化学分析概論及び濃度の計量解
説と対策 第3版
住吉孝一
（すみよし・こういち）
著 日本計量振興協会編
コロナ 社

環境計量士国家試験の試験科目のひとつ「化学分析概論及び濃度の計量」の
重要なポイントをまとめたテキスト。日本工業規格 JIS の新設や改正、環境関係法
規の改正に対応した第3版。

環境計量士〈濃度関係〉国家試験問題解答と解説

環化・環濃

平成24年～26年

*1031983408*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 26,730円 + 税
分類◎519.15 件名◎環境計量士 スカ
439p
冊子版 978-4-339-03221-5 2017.07

*1031840284*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎ S519.15 件名◎環境計量士 ■
カ 213p
環境計量士の専門科目「環境計量に関する基礎知識」「化学分析概論及び濃度 冊子版 978-4-339-03216-1 2015.01

日本計量振興協会編
コロナ 社

の計量」の平成24年～26年の全問題、解答と解説を掲載。

*1031840279*
環境計量士〈濃度関係〉国家試験問題解答と解説

環化・環濃

平成27年～29年

建設工学、土木工学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎ S519.15 件名◎環境計量士 ■
カ 230p
「環境計量士（濃度関係）国家試験」の専門科目である「環境計量に関する基 冊子版 978-4-339-03224-6 2017.12
日本計量振興協会編
コロナ 社

礎知識」「化学分析概論及び濃度の計量」について，平成27年～29年の全問題
およびそれに対する解答，ならびに懇切丁寧な解説を掲載。受験者必読の書。
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*1031840282*

環境計量士〈濃度関係〉新環境計量に関する基礎知識解
説と対策 化学 新版
住吉孝一
（すみよし・こういち）
著 日本計量振興協会編
コロナ 社

環境計量士（濃度関係）国家試験の専門科目「環境計量に関する基礎知識（化
学に関する基礎知識）」の内容を分野別に分類してコンパクトにまとめ、出題率の
高い事項に絞って解説する。

初心者のための環境評価入門

建設工学、土木工学
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎519.15 件名◎環境計量士 スカ
391p
冊子版 978-4-339-03201-7 2011.11

*1031840276*
建設工学、土木工学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎519.15 件名◎環境アセスメント
環境評価手法をわかりやすく解説する入門書。調査設計からデータ分析までの環 ■シ 287p
境評価の手順を、サンプルデータと統計分析用の Excelシートを使って具体的に 冊子版 978-4-326-50372-8 2013.02
栗山浩一
（くりやま・こういち）
著
勁草書房

柘植隆宏
（つげ・たかひろ）
著

説明する。章末に練習問題も収録。

*1032356296*
戦後日本公害史論

建設工学、土木工学

宮本憲一
（みやもと・けんいち）
著
岩波書店

公害問題の歴史的教訓とは何か。深刻な社会問題はいかに解決に導かれたか。
1945年敗戦の時期から1990年代半ばまでを対象に、公害問題を学際的に解明し、
日本独自の公害対策の全体像を克明に描き出す。

同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 87,120円 + 税
分類◎519.21 件名◎公害－日本 ミセ
780p
冊子版 978-4-00-025984-2 2014.07

*1031004520*
大気環境の事典

ENCYCLOPEDIA OF THE ATMOSPHERIC ENVIRONMENT

大気環境学会編集
朝倉書店

大気環境問題の実態を把握し、現象を理解し、有効な対策を考える上で必要な科
学知を総合的に解説した事典。総論と、大気環境分野の重要な170項目を各2頁
で解説した各論、主要な化学物質の特性をまとめた物質編で構成。

最新の土壌・地下水汚染原位置浄化技術

Latest In‐situ Remediation Technologies of Contaminated Soil
and Groundwater 〈地球環境シリーズ〉

平田健正
（ひらた・たてまさ）
監修
シーエムシー出版

中島誠
（なかしま・まこと）
監修

土壌・地下水汚染の特徴や原位置浄化技術、数値解析手法、リスク評価手法に
ついて、それぞれの要素技術や考え方など、科学として共通する原理を踏まえ、実
際の汚染現地への適用と得られた結果をまとめる。

図解明解廃棄物処理の正しいルールと実務がわかる本
排出事業者責任に問われないためのリスクマネジメント

高橋利行
（たかはし・としゆき）
著
翔泳社

石下貴大
（いしげ・たかひろ）
著

あなたの会社のゴミが事件を起こす ! 廃棄物処理法の基本、廃棄物の種類と適正
な処理方法を、事例を挙げながら解説。収集運搬業者、処分業者を選ぶ時のポ
イントも説明する。現地確認用チェックシートのダウンロード特典付き。

建設技術者を目指す人のための防災工学
安田進
（やすだ・すすむ）
共著
コロナ 社

石川敬祐
（いしかわ・けいすけ）
共著

建設技術者を目指す人が防災工学を学ぶにあたって必要な災害に関する基礎知識
から、災害の予測・対策方法まで順を追って解説する。過去の代表的な災害事例
と、それに対する復旧事例も多数掲載。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 42,900円 + 税
同時アクセス3 85,800円 + 税
分類◎ R519.3 件名◎大気汚染－便覧
■タ 444p
冊子版 978-4-254-18054-1 2019.09

*1031137143*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎519.5 件名◎土壌浄化 ■サ
292p
冊子版 978-4-7813-0576-9 2012.06

*1030893616*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎519.7 件名◎廃棄物処理 タズ
219p
冊子版 978-4-7981-4737-6 2016.06
DL不可 EPUB

*1031579538*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎519.9 件名◎防災科学 ヤケ
133p
冊子版 978-4-339-05263-3 2019.01
DL不可

*1031340544*
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建設業法の課題と実務対応電子契約化への法的アプローチ
匠総合法律事務所
新日本法規出版

民法（債権法）改正により抜本的な改訂が必要とされる請負契約書等について、
業務効率化に資する電子化の方法を分かりやすく解説しています。電子契約化に
ついての様々なメリッ
トや、実施に際して必要となる建設業法について言及しています。

建設工学、土木工学
同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8614-6

2019

*1030988261*
図説やさしい建築数学
今村仁美
（いまむら・さとみ）
著
学芸出版社

大谷一翔
（おおたに・いっしょう）
著

三角関数、ベクトル、微分・積分など、「建築」で必要となる数学を取り上げてや
さしく解説。建築と関連させた演習問題や、一部書き込み式の練習問題なども収録。

建築学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎520.7 件名◎建築 イズ 175p
冊子版 978-4-7615-2514-9 2011.07

*1032464458*
図説やさしい建築法規 2019改訂版

建築学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎520.91 件名◎建築－法令 イズ
年々複雑になる建築基準法や関連法規の要点を、2色刷の明解な文章と豊富なイ 231p
ラスト図解で説明する。建築士受験対策にも最適な一冊。2019年6月施行の最新 冊子版 978-4-7615-3254-3 2019.12
今村仁美
（いまむら・さとみ）
著
学芸出版社

田中美都
（たなか・みさと）
著

法規に対応し、関連法規としてあらたに省 エネ法も収録した改訂版。

*1032464453*
図説建築法規

建築学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎520.91 件名◎建築－法令 コズ
建築を仕事にするうえで欠かせない建築基準法と関連法令を学ぶ、初学者のため 207p
の入門書。主に建築基準法の条項の順に項目を並べ、関連する法令の条番号を 冊子版 978-4-7615-2612-2 2015.11
小嶋和平
（こじま・かずひら）
著
学芸出版社

示し、わかりやすく図解する。一級建築士試験対応の練習問題付き。

*1032464466*
建築修復学 論より実践 〈造形ライブラリー 08〉

建築学

同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 19,305円 + 税
分類◎521.8 件名◎日本建築 ゴケ
歴史的建造物の保存修復を、その実務の手順（調査、計画・設計、施工、記録） 187p
に沿って解説した入門書。実務にかかわる理論と法制度についてもあわせて紹介 冊子版 978-4-320-07683-9 2019.04
後藤治
（ごとう・おさむ）
著
共立出版

する。

*1031983450*
安藤忠雄建築を生きる

建築学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎523.1 件名◎安藤忠雄 ミア
安藤忠雄の生い立ちから現在までを同時代的背景とともにたどりつつ、住宅、商業 320p
施設、教会・寺院、学校・図書館、ミュージアム・劇場ほか種々の建築作品と環境・ 冊子版 978-4-622-08869-1 2019.12

三宅理一
（みやけ・りいち）
著
みすず書房

文化プロジェクトを精緻に読みとく。

*1031670267*
建築の東京

建築学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎523.1361 件名◎建築－日本 イ
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 ? 近過去に登場した ケ 228p
建築 = 景観、丹下健三・岡本太郎以後の建築家・アーティスト双方による東京計画・ 冊子版 978-4-622-08895-0 2020.04

五十嵐太郎
（いがらし・たろう）
著
みすず書房

未来都市の系譜、メディアのなかの東京について検証する。

*1032310316*
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ジョージアの歴史建築 カフカースのキリスト教建築美術

建築学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎523.2991 件名◎建築－ジョージ
壮麗な教会堂と風光明媚な場所に建つ城塞からなる中世建築は、ジョージアの人々 ア ベジ 191p
の意識と矜持の表れ。ジョージアの豊かな建築文化を、その歴史の中心を占める 冊子版 978-4-7791-2536-2 2018.11

ヴァフタング・ベリゼ著
彩流社

藤田康仁
（ふじた・やすひと）
編

キリスト教建築を軸に、通史としてまとめる。写真100点余も掲載。

*1031980197*
アルメニア巡礼 12の賑やかな迷宮
篠野志郎
（ささの・しろう）
著
彩流社

辺境のキリスト教とは? デヴィルズ・ドーズンと呼びうる12枚の写真から、20年の歳
月をかけた現地調査の姿を復元する異色の紀行。東アナトリアの知られざる風土
と建築物、そしてそこに住む人びとを活写する。

建築学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎523.2992 件名◎建築－アルメニ
ア サア 302p
冊子版 978-4-7791-2609-3 2019.07

*1030945572*
建築構造概論 〈First Stageシリーズ 建築・土木〉

建築学

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎524 件名◎建築構造 ■ケ 271p
建築構造のあらましや、木構造・鉄筋コンクリート構造・鋼構造の構造形式や基礎、 冊子版 978-4-407-33539-2 2014.09
桑村仁
（くわむら・ひとし）
監修
実教出版

仕上げなどを、イラストや図を用いてわかりやすく解説する。章末問題、巻末問題
も掲載。見返しに構成例の記載あり。

*1031408582*
図説やさしい構造設計 改訂版
浅野清昭
（あさの・きよあき）
著
学芸出版社

構造力学、基礎物理学からアプローチした、建築の構造設計の「しくみ」がわか
る入門書。豊富なイラストと丁寧な解説で、複雑な内容を理解しやすくするほか、
示された手順に沿って解けば答えが得られる例題も収録。

建築学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎524 件名◎建築構造 アズ 199p
冊子版 978-4-7615-2662-7 2017.11

*1032464455*
図説建築構造設計

建築学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎524 件名◎建築構造 ■ズ 211p
建築構造設計の基礎や、鉄筋コンクリート構造と鉄骨構造の構造設計が身につく 冊子版 978-4-7615-2607-8 2015.10
植村典人
（うえむら・ふみと）
著
学芸出版社

藤田光男
（ふじた・みつお）
著

入門書。鉄筋コンクリート構造の構造計算書を例示し、具体的な設計手順も図表
をもとにわかりやすく解説する。一級建築士試験対応の練習問題付き。

*1032464467*
造形力学 〈造形ライブラリー 07〉

建築学

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎524.1 件名◎構造力学 モゾ
機械工学や建築、土木工学や材料工学などの工学の広範な分野の基礎となって 239p
いる構造力学を学ぶためのテキスト。力、引張・圧縮・せん断から、曲げ、ねじり、 冊子版 978-4-320-07682-2 2018.09
森迫清貴
（もりさこ・きよたか）
著
共立出版

梁、座屈までを、図や式とともに解説する。国際単位系も掲載。

DL不可

*1031274447*
漆喰復活 ―天然建材5000年の底力―【スマホ・読上】
（※）
船瀬 , 俊介
彩流社

漆喰。近年見直されるこの建築材の底力、魅力を船瀬俊介が語り尽くす、かつて
ない「漆喰読本」。漆喰タイル“ライミックス”を開発し、日本ものづくり大賞を受賞
した田川産業社長の行平信義氏のインタビュー掲載。かつての生命が漆喰となり、
建材として人々の生命を養い、そして石灰石に戻る。

建築学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1358-1

2008

DL不可 EPUB

*1030945588*
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図説やさしい建築材料 改訂版
松本進
（まつもと・すすむ）
著
学芸出版社

木材、コンクリート、鋼材から、焼成品、ガラスと石、接着剤まで、建築材料の成
り立ちと特徴を、イラスト、写真、表でわかりやすく解説する。演習問題も収録。

建築学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎524.2 件名◎建設材料 マズ
171p
冊子版 978-4-7615-2727-3 2019.11

*1032464454*
図説建築材料
武田雄二
（たけだ・ゆうじ）
著
学芸出版社

建築学
西脇進
（にしわき・すすむ）
著

建築を仕事にするうえで欠かせない建築材料を学ぶ、初学者のための入門書。基
本の建築材料から最近のエコ材料まで、図・表・写真を多用して網羅的に解説す
る。一級建築士試験対応の演習問題付き。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎524.2 件名◎建設材料 ■ズ
165p
冊子版 978-4-7615-2684-9 2018.08

*1032464463*
図説わかるコンクリート構造

建築学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎524.7 件名◎鉄筋コンクリート構
初学者に必要なコンクリート構造の知識を、豊富なイラストと丁寧な説明でまとめた 造 ■ズ 167p
入門書。力学の基礎知識から、コンクリートと鋼材の力学的性質、曲げ・軸力・ 冊子版 978-4-7615-2595-8 2015.05
井上晋
（いのうえ・すすむ）
監修
学芸出版社

上田尚史
（うえだ・なおし）
著

せん断力の特徴まで主要な内容に絞って解説する。演習問題も収録。

*1032464473*
2級建築施工管理技士合格ガイド 施工管理技術検定学習書

建築学

第2版 〈建築土木教科書〉

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
中島良明
（なかしま・よしあき）
著
分類◎ S525.07 件名◎建築施工管理技
翔泳社
士 ナニ 351p
本書は、著者が専門学校等で長年教鞭を執ってきた「2級建築施工管理技士試験」 冊子版 978-4-7981-5712-2 2019.02

合格のノウハウを結集した合格対策テキストです。短時間で効率よく学習できるよう、
「よく出るところだけ」にポイントを絞って解説しています。

〈新〉建築設計資料 01 地域交流・市民交流施設
建築資料研究社

これからの地域交流拠点の新たな方向性を指し示す論考2本を収録。さらに、地
域連携・地域力向上のための多機能複合型施設12を写真とともに紹介し、平面図
や詳細なデータも掲載する。

*1031210659*
建築学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎525.1 件名◎建築設計 ■シ
142p
冊子版 978-4-86358-655-0 2019.12

*1031576912*
基礎講座建築環境工学
朴賛弼
（ぱく・ちゃんぴる）
著
学芸出版社

伏見建
（ふしみ・けん）
著

空気・熱・光・音のほか建築・都市環境について、身近な自然現象から建築計画
への応用まで、環境工学の基本が学べるテキスト。建築士試験のキーワードを網
羅し、章末に練習問題も掲載。

建築学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ 件名◎建築環境工学 パキ 199p
冊子版 978-4-7615-2746-4 2020.07

*1032464461*
図説やさしい建築計画 改訂版
深水浩
（ふかみず・ひろし）
著
学芸出版社

建築計画の重要ポイントがひと目でわかる、ノートのようなテキスト。建築設計演習
において最低限必要となる計画上の知識、および建築士学科試験に対応できる知
識を網羅。事例、演習課題を増強した改訂版。

建築学
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎525.1 件名◎建築計画 フズ
191p
冊子版 978-4-7615-2722-8 2019.12

*1032464452*
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図説建築環境

建築学

松原斎樹
（まつばら・なおき）
編著
学芸出版社

長野和雄
（ながの・かずお）
編著

大学・高専・専門学校の建築学生向けのスタンダードな教科書。建築環境の知
識を効率よく学べるとともに、建築設計とのつながりを重視した構成。図表も多数掲
載する。一級建築士試験にも対応した演習問題付き。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎525.1 件名◎建築環境工学 ■ズ
172p
冊子版 978-4-7615-2663-4 2017.12

*1032464464*
コンピュテーショナル・モデリング入門から応用

Grasshopper×スクリプトで極めるアルゴリズミック・デザイン

中島淳雄
（なかじま・あつお）
共著
ラトルズ

高木秀太
（たかぎ・しゅうた）
共著

Grasshopper（GH）を使った3次元デザイン・モデリング手法が身につく書。GH
の概要、主要コンポーネント、アルゴリズムの組み立て方、インタープリター言語
であるスクリプトなどについて解説する。

図説やさしい建築積算
渡邉浩文
（わたなべ・ひろふみ）
編著
学芸出版社

建築学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎525.18 件名◎建築製図－データ
処理 ナコ 319p
冊子版 978-4-89977-492-1 2019.09

*1031458205*
建築学

生島宣幸
（いくしま・のぶゆき）
編著

建築の初学者に、積算の基本を図面やイラストでわかりやすく伝えるテキスト。鉄
筋コンクリート造の各種工事の数量積算を中心に、鉄骨造・木造・改修工事の積
算のポイントも解説する。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎525.3 件名◎建築積算 ■ズ
149p
冊子版 978-4-7615-2659-7 2017.11

*1032464456*
図説やさしい建築施工
松本進
（まつもと・すすむ）
著
学芸出版社

臼井博史
（うすい・ひろふみ）
著

建築ができるまでの流れや注意すべき項目、工法や安全性など、建築施工の現場
や工事の実際を、イラストや図・写真などでわかりやすく解説。二級建築士の学科
試験に出題された箇所は、太字で表記する。

建築学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎525.5 件名◎建築施工法 マズ
191p
冊子版 978-4-7615-3217-8 2014.12

*1032464457*
図説建築施工

建築学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎525.5 件名◎建築施工法 エズ
施工管理の要点から各種工事、維持管理・改修・解体まで、工程順に施工の方法、 191p
工事の流れをまとめる。現場の様子や細部がわかるイラスト・写真を多数掲載し、 冊子版 978-4-7615-2724-2 2019.12
江口清
（えぐち・きよし）
編著
学芸出版社

稲垣秀雄
（いながき・ひでお）
著

現場管理のポイントを解説。一級建築士試験対応の演習問題付き。

*1032464462*
五十八さんの数寄屋
藤森照信
（ふじもり・てるのぶ）
著
鹿島出版会

建築学
田野倉徹也
（たのくら・てつや）
著

伝統的数寄屋を近代化し、近代数寄屋を生み出した吉田五十八の設計作法を、
最晩年の住宅作品・岸信介邸を中心にひもとく。吉田による「近代数寄屋住宅と
明朗性」も再録。

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎ 件名◎住宅建築 フイ 193p
冊子版 978-4-306-04677-1 2020.06

*1032326687*
理想の注文住宅を建てたい ! 価格の見える家づくりの教科書
本間貴史
（ほんま・たかふみ）
著
東洋経済新報社

住宅を「買う」から、自分の家を「建てる」へ。家づくりに妥協はしたくないのに、
希望と予算が折り合わない。一体どうすれば…? そんな疑問に応える方法を、マン
ガでわかりやすく紹介し、解説文を付す。

建築学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎ 件名◎住宅建築 ホリ 157p
冊子版 978-4-492-04665-4 2020.05

*1031670371*
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図解建築設備の知識 改訂3版
建築設備の知識編集委員会編
オーム社

設備計画の立て方や各種設備の基本的な原理と構成・しくみなどを実務的な立場
から、「絵とき」「図解化」でわかりやすく解説する。高機能化・多様化・環境問
題解決へ向けて発展する、技術の変化に対応した改訂3版。

建築学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎528 件名◎建築設備 ■ズ 214p
冊子版 978-4-274-22283-2 2018.10
DL不可

*1032336420*
図説建築設備

建築学

村川三郎
（むらかわ・さぶろう）
監修
学芸出版社

芳村惠司
（よしむら・けいじ）
編著

建築学を学ぶ初学者が建築設備を容易に理解できるよう、図表を多用し平易に解
説。省 エネルギー・省資源化の動向、考慮すべき計画設計、電気設備、搬送
設備なども盛り込む。演習問題も収録。一級建築士受験に対応。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎528 件名◎建築設備 ■ズ 199p
冊子版 978-4-7615-2628-3 2016.09

*1032464465*
絵とき電気設備の設計・施工実務早わかり 改訂2版
田尻陸夫
（たじり・くがお）
編
オーム社

建築・電気設備の設計・施工・維持管理の実務ポイントをまとめた入門書。電気
設備の設計段階で必要な図表や設計図面の作り方、電気設備設計の実務計算に
ついて、実例を示して解説。設計・施工詳細図も設備ごとに収録する。

建築学
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ 件名◎電気設備 ■エ 205p
冊子版 978-4-274-22569-7 2020.07
DL不可

*1032433732*
昇降機工学 Elevator and Escalator Engineering

建築学

同時アクセス1 13,299円 + 税
同時アクセス3 19,948円 + 税
分類◎528.5 件名◎エレベータ ■シ
昇降機の基礎的な事項をまとめた専門書。昇降機に欠かせない機械や電気、制御、 358p
情報といった基盤工学や、耐震設計などの建築に関する知識を体系的に解説する。 冊子版 978-4-501-42030-7 2019.11
藤田聡
（ふじた・さとし）
著
東京電機大学出版局

釜池宏
（かまいけ・ひろし）
著

諸問題の解決や新たな開発に役立つ。

*1032326662*
原子力損害賠償制度の研究 東京電力福島原発事故からの考察

機械工学

同時アクセス1 20,460円 + 税
同時アクセス3 61,380円 + 税
分類◎369.36 件名◎福島第一原子力発
なぜ東京電力は破綻せず「国有化」されたのか ? 3.11以前の原子力損害賠償制 電所事故（2011）エゲ 356p
度を検証するとともに、現行の損害賠償スキームが短時間にどのように構築された 冊子版 978-4-00-022794-0 2013.09
遠藤典子
（えんどう・のりこ）
著
岩波書店

のかを、政策担当者等への綿密な聞き取りに基づき明らかにする。

*1031004512*
「技術系公務員・技術士試験」解答力を高める機械4力学
基礎演習 材料力学 , 機械力学・振動・制御 , 熱力学 , 流体力学
土井正好
（どい・まさよし）
著
コロナ 社

機械工学における大卒技術系公務員や技術士資格の合格対策本。機械4力学の
過去問をまとめ、機械工学全般の基礎知識が学べるように構成。また、機械工学
の未学習者にも理解できるよう、章冒頭に公式集を掲載する。

生活の中にみる機械工学

機械工学
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎530 件名◎機械工学 ドギ 153p
冊子版 978-4-339-04659-5 2019.01

*1031340545*
機械工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎530 件名◎機械工学 モセ 159p
機械工学を通して、世界が生き生きと見えてくる! 車からエネルギー、水、食事、スポー 冊子版 978-4-339-04657-1 2018.10

望月修
（もちずき・おさむ）
著
コロナ 社

ツまで、身の回りの道具や仕組みを解き明かすことで、機械工学の考え方を学ぶ書。
例題も豊富に掲載。

DL不可

*1031137169*
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臨床工学技士のための機械工学
西村生哉
（にしむら・いくや）
著
コロナ 社

臨床工学技士国家試験と第2種 ME 技術実力検定試験に出る機械工学分野の問
題を解けるよう、質点の運動、材料力学、熱力学、流体力学などを説明する。試
験の過去問題と解答・解説も収録。

機械工学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎530 件名◎機械工学 ニリ 214p
冊子版 978-4-339-07232-7 2013.01
DL不可

*1031840309*
材料力学 改訂版 〈機械系教科書シリーズ 19〉

機械工学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎531.1 件名◎材料力学 ナザ
材料力学を初めて学ぶ学生を対象としたテキスト。基礎的な事項を精選し、図・ 205p
表などを多用して、できるかぎり平易に解説。自習も可能なように、演習問題には詳 冊子版 978-4-339-04482-9 2014.04

中島正貴
（なかじま・まさき）
著
コロナ 社

しい解答を付す。「トラス」についての内容を加えた改訂版。

DL不可

*1031840291*
はじめての振動工学
藤田聡
（ふじた・さとし）
著
東京電機大学出版局

機械工学

古屋治
（ふるや・おさむ）
著

振動工学の内容において、一自由度系の振動に特化して解説。「どのぐらい揺れ
る?」といった基本的な物理現象を理解することで、振動とうまく共存していくための
知識や方法を学ぶ。演習問題も豊富に掲載。

同時アクセス1 6,393円 + 税
同時アクセス3 9,589円 + 税
分類◎531.18 件名◎振動 ■ ハ 169p
冊子版 978-4-501-42020-8 2019.04

*1032326661*
機械力学 第2版

機械工学

末岡淳男
（すえおか・あつお）
共著
森北出版

綾部隆
（あやべ・たかし）
共著

機械力学を学ぶ上での力学の基礎的事項を重点的に解説。実際的な機械力学の
問題を題材にして、基礎知識を適用して応用力を身につけ、機械力学分野の重要
事項の知識を高める。演習問題も掲載。

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎531.3 件名◎機械力学 スキ
198p
冊子版 978-4-627-60552-7 2019.10

*1030990087*
現代設計工学
石川晴雄
（いしかわ・はるお）
編著
コロナ 社

機械工学
中山良一
（なかやま・りょういち）
共著

設計のプロセスを中心に、設計プロセスの各段階に関係する材料の選択・機械
要素・3次元 CAD モデリング・解析・機械加工について解説。メカトロニクスも取
り上げる。設計に関する話題を紹介した「コーヒーブレイク」も掲載。

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎531.9 件名◎機械設計 イゲ
197p
冊子版 978-4-339-04625-0 2012.04
DL不可

*1031840295*
実例で学ぶ機械設計製図 〈専門基礎ライブラリー〉
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
実教出版

基礎物理学、工業力学を履修した機械工学分野の初学者向けに、機械設計製図
の基本を平易に解説したテキスト。機械設計の式または規格を引用しながら、基
本的な機械要素の設計例題を通して学べるよう構成する。折り込み図付き。

機械工学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎531.9 件名◎機械設計 ■ジ
128p
冊子版 978-4-407-34768-5 2019.06

*1032310371*
JIS 機械製図の基礎と演習 第5版
熊谷信男
（くまがい・のぶお）
著
共立出版

阿波屋義照
（あわや・よしてる）
著

機械製図を初めて学ぶ人を対象に、機械製図に関するJIS 規格を中心として、独
自に作成した図例をあげてわかりやすく解説する。演習問題及び製図例も多数掲
載。JIS の製図に関する規格の改正に対応した第5版。

機械工学
同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 21,285円 + 税
分類◎531.98 件名◎機械製図 ■ジ 1
冊
冊子版 978-4-320-08219-9 2018.09

*1031340541*
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工作機械工学 新版 〈機械系大学講義シリーズ 25〉

機械工学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎532 件名◎工作機械 イコ 242p
工作機械を設計する側と、利用する側の双方に配慮した書。工作機械工学の概要、 冊子版 978-4-339-04103-3 2019.07

伊東誼
（いとう・よしみ）
共著
コロナ 社

森脇俊道
（もりわき・としみち）
共著

汎用 NC 工作機械の基本的な構造構成、工作機械と数値制御、工作機械の特性
解析および試験・検査などについて解説する。演習問題も掲載。

DL不可

*1032310370*
最新研磨技術 The Newest Polishing Technology

〈新材料・新素材シリーズ〉
谷泰弘
（たに・やすひろ）
監修
シーエムシー出版

研磨技術を研磨機械、研磨工具、加工技術の3つの観点から説明。研磨後の表
面から汚れを除去するために必須となる洗浄技術や、加工面の評価技術について
も解説する。

サーマルデバイス 新素材・新技術による熱の高度制御と高効率利用

機械工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎532.5 件名◎研削法 ■サ 227p
冊子版 978-4-7813-0644-5 2012.10

*1030893628*
機械工学

同時アクセス1 105,600円 + 税
同時アクセス3 158,400円 + 税
分類◎533 件名◎熱工学 ■サ
おもに電気機器の小型化・高性能化に向けたサーマルマネージメント技術を概説。 403,10p 図版14p
進歩するサーマルマネージメント材料開発や、潜熱蓄熱システムの最適化、高 冊子版 978-4-86043-602-5 2019.04
舟橋良次
（ふなはし・りょうじ）
監修
エヌ・ティー・エス

小原春彦
（おばら・はるひこ）
監修

性能化へ向けた原子構造レベルの材料背景などについて解説する。

*1030871169*
流体機械 基礎理論から応用まで
山本誠
（やまもと・まこと）
著
共立出版

太田有
（おおた・ゆたか）
著

社会のインフラを支える基盤技術であり、最先端工学の研究対象でもある「流体
機械」のテキスト。エネルギー変換などの基礎から、ポンプ、送風機・圧縮機、
蒸気タービンといった応用までを解説。演習問題、SI 単位等も掲載。

機械工学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎534 件名◎流体機械 ■リ 295p
冊子版 978-4-320-08220-5 2018.10

*1031533281*
回転機械の振動 続 実機の振動問題と振動診断
松下修己
（まつした・おさみ）
共著
コロナ 社

田中正人
（たなか・まさと）
共著

ロータ振動トラブルシューティングに対するアプローチの基本的な考え方を解説。
具体的な振動問題の発生に対し、測定や解析を通じて解決へと導いた振動診断
の事例を挙げ、問題解決へのキーポイント知識を提供する。

機械工学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎534.1 件名◎流体力学 ■カ
403p
冊子版 978-4-339-04608-3 2012.12

*1031840293*
アフリカで超人気の日本企業

アフリカビジネスで急成長 !ビィ・フォアードの成功哲学

機械工学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎537.067 件名◎ビィ・フォアード ヤ
ア 174p
日本で上場もしていない会社が、どうやってアフリカ市場を開拓し、誰もが知ってい 冊子版 978-4-492-55774-7 2016.12
山川博功
（やまかわ・ひろのり）
著
東洋経済新報社

る会社になっていったのか。アフリカを中心に日本の中古車を輸出するビジネスを
展開するビィ・フォアードの代表取締役が、その成功哲学を語る。

イノベーションを生む“ 改善 ”

自動車工場の改善活動と全社の組織設計

岩尾俊兵
（いわお・しゅんぺい）
著
有斐閣

品質、コスト、納期、フレキシビリティ向上を目指す現場の取り組みは、競争力の
源泉か、変革の阻害要因か。自動車工場の改善活動の多様な実態を明らかにし、
大規模イノベーションにつながる可能性とそのための組織を探究する。
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*1030884606*
機械工学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎537.09 件名◎自動車工業 イイ
284p
冊子版 978-4-641-16557-1 2019.12

*1031616163*

基礎からわかる自動車エンジンのモデルベースト制御

機械工学

Model Based Control for Automotive Engines

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
山崎由大
（やまさき・ゆうだい）
編著 金子成彦
（かねこ・しげひこ）
監修
分類◎537.2 件名◎自動車エンジン ヤキ
コロナ 社
211p
自動車用エンジンのモデルを用いた制御系の設計手法を体系的にまとめたテキスト。 冊子版 978-4-339-04661-8 2019.02

具体的な燃焼や吸排気系の制御モデルの構築手法、各種制御理論、およびそれ
らを利用した制御器の設計手法を解説する。

電気自動車のモーションコントロールと走行中ワイヤレス給
電 Motion Control and Dynamic Wireless Power Transfer for
Electric Vehicles

堀洋一
（ほり・よういち）
監修
エヌ・ティー・エス

横井行雄
（よこい・ゆきお）
監修

内燃機関にはない優れた走りである電気自動車の「モーションコントロール」につ
いて解説。さらに重い電池を大量に搭載する必要のない画期的な技術である「走
行中ワイヤレス給電」について、国内外のエキスパートが詳解する。

ドローンビジネス調査報告書 Drone Business Research

Report 2020インフラ・設備点検編 本格化するドローンの現場実装
と今後の展望 〈インプレス総合研究所〈新産業調査レポートシリーズ〉〉

青山祐介
（あおやま・ゆうすけ）
著
インプレス

野々下裕子
（ののした・ゆうこ）
著

インフラ・設備点検におけるドローンの役割とビジネスモデルをまとめ、14の産業
分野別にドローンビジネスの現状と課題を明らかにする。調査報告書をPDF 形式
で収めたCD-ROM（館外貸出不可）付き。

ドローンビジネス調査報告書

Drone Business Research Report 2020
〈インプレス総合研究所〈新産業調査レポートシリーズ〉〉
春原久徳
（すのはら・ひさのり）
著
インプレス

青山祐介
（あおやま・ゆうすけ）
著

ドローン市場を知る上で必要な情報を網羅的にまとめ、ドローンを活用したビジネス
の現状とロードマップ、今後の展望や、各省庁の動向、企業動向等を解説。調
査報告書をPDF 形式で収めたCD-ROM（館外貸出不可）付き。

マンガでわかるドローン

*1031670315*
機械工学
同時アクセス1 110,000円 + 税
同時アクセス3 165,000円 + 税
分類◎537.25 件名◎電気自動車 ■デ
433,12p 図版30p
冊子版 978-4-86043-606-3 2019.05

*1030871168*
機械工学
同時アクセス1 280,500円 + 税
同時アクセス3 561,000円 + 税
分類◎538.6 件名◎無人航空機 ■ド
156p
冊子版 978-4-295-00757-9 2019.09

*1031338966*
機械工学
同時アクセス1 330,000円 + 税
同時アクセス3 660,000円 + 税
分類◎538.6 件名◎無人航空機 ■ド
481p
冊子版 978-4-295-00869-9 2020.04

*1032464485*
機械工学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎538.6 件名◎無人航空機 ナマ
ドローンは可能性の宝庫 ! ドローンを飛ばすための基礎知識からビジネスへの展開 200p
までを、マンガで一からわかりやすく説明する。2019年「航空法」
「航空法施行規則」 冊子版 978-4-274-22478-2 2019.12
名倉真悟
（なくら・しんご）
著 ドローン大学校編
オーム社

大改正のポイント解説も掲載。

DL不可

*1031873823*
無人航空機入門 ドローンと安全な空社会

機械工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎538.6 件名◎無人航空機 タム
ドローンを安全に活用するために必要な法規や気象に関する知識、運用するため 100p
の安全対策、仕組みやメンテナンス方法について、マルチコプターの開発に関す 冊子版 978-4-320-08221-2 2019.01
滝本隆
（たきもと・たかし）
著
共立出版

米子自動車学校監修

る経験も盛り込んで解説。気になるワード等をまとめたコラムも収録。

*1031670314*
原子力の環境責任 サイエンスとエネルギー政策の展開
勝田悟
（かつだ・さとる）
著
中央経済社

原子力発電のリスクと役割、関連する法規制、原子力エネルギーの特徴、社会
的な受容と拒絶を取り上げ、原子力利用のメリットとリスクを冷静に分析し、今後
のあるべき姿を考える。

機械工学
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎539.091 件名◎原子力政策 カゲ
173p
冊子版 978-4-502-47890-1 2013.04

*1032352924*
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空気と水と放射線 切ろうにも切れない放射線との関係
下道國
（しも・みちくに）
著
医療科学社

放射線の基礎的な重要事項をはじめ、放射線の線量の算定手法と線量の意味、
福島原発事故による線量、放射線の健康影響、放射線や自然放射線のリスクな
どについて記す。人々が持つ放射線に対する懸念への自身の考えも述べる。

機械工学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎539.6 件名◎放射線 シク 111p
冊子版 978-4-86003-113-8 2019.10

*1031115484*
Zoom 基本 + 活用ワザ 最新完全版 〈できるfit〉

電気工学

同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎〈547.4833〉 件名◎遠隔会議 ■
Zoom のはじめ方、使い方を、無料版の機能を中心に、大きな文字と操作画面で ズ 174p
丁寧に解説。ウェビナーの開催方法やノウハウ、有料プランやアップデート、セキュ 冊子版 978-4-295-01010-4 2020.10

田口和裕
（たぐち・かずひろ）
著
インプレス

森嶋良子
（もりしま・りょうこ）
著

リティ設定、注意点や豆知識なども詳しく紹介する。

*1032433790*
いちばんやさしいスマートフォンSEO の教本
人気講師が教える検索に強いスマホサイトの作り方

江沢真紀
（えざわ・まき）
著 コガン・ポリーナ 著
インプレス

検索に強いスマートフォンサイトを作るには ? スマートフォンを前提とした画面の最
適化や、スマートフォンの SEO で重要な技術について解説し、簡単にモバイル版
サイトが構築できるCMS、WordPressも紹介する。

異種機能 デバイス集積化技術の基礎と応用

電気工学
同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎〈547.4833〉 件名◎検索エンジン
最適化 ■イ 286p
冊子版 978-4-295-01006-7 2020.09

*1032433785*
電気工学

MEMS,NEMS,センサ,CMOSLSI の融合 〈新材料・新素材シリーズ〉

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
益一哉
（ます・かずや）
監修 年吉洋
（としよし・ひろし）
監修
分類◎530 件名◎マイクロマシン ■イ
シーエムシー出版
279p
微細化技術の追求とともに、新たな技術開発軸として期待される「異種機能集積」。 冊子版 978-4-7813-0586-8 2012.11

基礎から応用技術まで、異種機能集積化技術を体系的に解説。種々な機能発現
のためのデバイス、プロセス技術を紹介する。

臨床工学技士のための電気工学
西村生哉
（にしむら・いくや）
著
コロナ 社

三田村好矩
（みたむら・よしのり）
監修

臨床工学技士国家試験と第2種 ME 技術実力検定試験に出る電気工学分野の問
題を解けるよう、直流回路、交流回路、電磁気学などを説明する。試験の過去問
題と解答・解説も収録。

*1030893622*
電気工学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎540 件名◎電気工学 ニリ 212p
冊子版 978-4-339-07236-5 2014.03
DL不可

*1031840310*
シャープ再建の軌跡

電気工学

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎540.67 件名◎シャープ キシ
鴻海に買収されたシャープ。その経営再建は成功と言えるか ? 買収前後の重要な 240p
出来事を整理し、シャープ 再建の成否、その要因、今後の課題などについて経営 冊子版 978-4-502-32161-0 2019.11
喬晋建
（きょう・しんけん）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

戦略論の見地から分析、検討する。

*1031533239*
神さまとぼく 山下俊彦伝

電気工学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎540.67 件名◎松下電器産業 ウ
バブルで狂乱状態にあった家電市場、創業家を交えた人事抗争、グローバル化 カ 489p
の進展と経営危機…。知られざる名経営者・山下俊彦を通して、パナソニックの 冊子版 978-4-492-50315-7 2020.03
梅沢正邦
（うめざわ・まさくに）
著
東洋経済新報社

絶頂からどん底までを描く。

*1031579411*
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電験三種合格ガイド 電気主任技術者試験学習書 第3版

〈電気教科書〉

早川義晴
（はやかわ・よしはる）
著
翔泳社

大人気試験対策講座をギュギュッと1冊にまとめました！本書は、電験三種 ( 電気主
任技術者第三種 ) の試験対策テキストです。試験対策の指導者として高い人気と
実績を誇る著者が試験内容を徹底的に分析し、「合格するための知識とテクニック
の習得」にこだわって解説しました。

電験三種出るとこだけ! 専門用語・公式・法規の要点整理
電気主任技術者試験学習書

電気工学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎ S540.79 件名◎電気主任技術者
ハデ 579p
冊子版 978-4-7981-5558-6 2018.12

*1031210680*
電気工学

第3版 〈電気教科書〉

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
早川義晴
（はやかわ・よしはる）
著
分類◎ S540.79 件名◎電気主任技術者
翔泳社
ハデ 301p
短時間で合格ラインを突破するために作られた「電験三種」のポケットブックです。 冊子版 978-4-7981-5559-3 2019.01

「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目すべてに対応し、合格に必要なポイン
トのみを解説しているので、広範な試験範囲を効率よく学べます。難解な項目も「○
○といえば○○」という形式で解説していますので、大変覚えやすくなっています。

商用化が進む電力・エネルギー分野のブロックチェーン技
術 電力トレーサビリティ/P2P 取引から法規制・標準化、ビジネスモ

デルまで

2020-2021 〈スマートグリッドシリーズ〉

大串康彦
（おおぐし・やすひこ）
著
インプレス

SmartGrid ニューズレター編集部編

ブロックチェーン技術の最低限押さえておくべき特徴や課題を説明し、電力・エネ
ルギー分野における応用、起こり得る変化や創出され得る価値について解説する。
本文 PDFを収録したCD-ROM（館外貸出不可）付き。

電気法規と電気施設管理 令和2年度版

*1031210679*
電気工学
同時アクセス1 280,500円 + 税
同時アクセス3 561,000円 + 税
分類◎ 件名◎電気事業 オシ 156p
冊子版 978-4-295-01020-3 2020.09

*1032433780*
電気工学

同時アクセス1 6,904円 + 税
同時アクセス3 10,357円 + 税
分類◎540.91 件名◎電気－法令 タデ
電気関係の法令を大学生はもとより高校生でも理解できるよう平易に解説するほか、 4,13,307p
電気施設管理の基本的な内容も紹介。巻頭の「最近の電気関係法規の動き」で 冊子版 978-4-501-11830-3 2020.02
竹野正二
（たけの・しょうじ）
著
東京電機大学出版局

は、法令の改正された点について要点をまとめる。

*1032326675*
アメリカのブラックアウト変遷史
David E.Nye 著
オーム社

松本栄寿
（まつもと・えいじゅ）
共訳

停電は社会的な混乱、軍事的戦略、ネットワーク都市の危機、経済といったさまざ
まな角度から理解すべき問題。アメリカの停電の歴史を時系列で示しつつ、人文
科学や社会科学の観点から、人々の動向や原因、背景などを考察する。

電気工学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎540.93 件名◎停電 ナア 263p
冊子版 978-4-274-50743-4 2020.02
DL不可

*1031616202*
医・生物学系のための電気・電子回路 新版
堀川宗之
（ほりかわ・むねゆき）
著
コロナ 社

医・生物学系の読者を対象とし、生体計測に必要な電気・電子回路について解説
する。電気回路図の部品図記号を新 JISに準拠して修正するなどした新版。副読
本「電磁気の基礎」がダウンロードできるパスワード付き。

電気工学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎541.1 件名◎電気回路 ホイ
240p
冊子版 978-4-339-00887-6 2016.11
DL不可

*1031840261*
基礎からの電気回路論
清水教之
（しみず・のりゆき）
共著
コロナ 社

村本裕二
（むらもと・ゆうじ）
共著

電気回路理論、特に交流回路理論を効果的に学べるよう、回路の基礎から、電
力と力率、回路方程式、回路と諸定理、ひずみ波交流、過渡現象、三相交流、
分布定数回路までをわかりやすく解説する。演習問題付き。

電気工学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎541.1 件名◎電気回路 ■キ
246p
冊子版 978-4-339-00827-2 2012.02
DL不可

*1031840255*
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文系でもわかる電気回路 “ 中学校の知識 ”ですいすい読める
第2版 〈大人のコソ練〉

山下明
（やました・あきら）
著
翔泳社

中学校の知識で読める、電気回路の入門書。初学者や本格的に勉強する前段階
の人を対象に、「電気ってなに?」から、直流・交流回路、電磁気学、電気計測、
過渡現象・非正弦波交流までを解説。三相交流を加筆した第2版。

算数からはじめる入門電気数学

電気工学
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎541.1 件名◎電気回路 ヤブ
215p
冊子版 978-4-7981-5076-5 2017.01

*1031579473*
電気工学

平出治久
（ひらいで・はるひさ）
著
翔泳社

本 書は小 学 校の算 数でつまずいてしまい、 電 気の演 習 問 題 が 解けないとい
う人 向けの、 電 気 数 学 の 入 門 書 です。 四 則 演 算 のおさらいからはじめ、 小
数、分 数、三 角関 数の計 算、ベクトルの基 礎まで丁 寧に解 説していきます。

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎541.2 件名◎電気数学 ヒサ
171p
冊子版 978-4-7981-5990-4 2019.06

*1031579500*
文系でもわかる電気数学 “ 高校 +αの知識 ”ですいすい読める

〈大人のコソ練〉

山下明
（やました・あきら）
著
翔泳社

有効数字、三角比、フーリエ 級数の出し方…。電気回路をはじめとする電気工学
を学ぶために必要な数学を解説する。中学校で学ぶ知識があれば無理なく読み進
められるよう工夫した入門書。高いレベル（高校 +α）の内容も掲載。

パルスパワーの基礎と産業応用

環境浄化、殺菌、材料合成、医療、農業、食品、生体、エネルギー

電気工学
同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎541.2 件名◎電気数学 ヤブ
327p
冊子版 978-4-7981-4218-0 2016.10

*1031579472*
電気工学

同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
分類◎541.33 件名◎高電圧 ■パ
212,8p 図版20p
パルスパワーについて、図解を中心に説明した入門書。専門家らが、パルスパワー 冊子版 978-4-86043-556-1 2019.08

堀越智
（ほりこし・さとし）
監修
エヌ・ティー・エス

の基礎と、環境浄化、殺菌、材料合成、医療、農業、食品、生体、エネルギー、
工学などの産業応用をわかりやすく解説する。

ディジタル 時代の電気電子計測基礎 新 SI 対応 改訂版

*1030871172*
電気工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎541.5 件名◎電気磁気測定 マデ
現在の電気電子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 157p
でを解説したテキスト。章末に演習問題を掲載し、理解度の確認・計算力向上が 冊子版 978-4-339-00930-9 2020.02

松本佳宣
（まつもと・よしのり）
著
コロナ 社

できるように工夫する。新 SIにも対応した改訂版。

DL不可

*1032310368*
電気・電子計測 第4版

電気工学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,075円 + 税
分類◎541.5 件名◎電気磁気測定 アデ
電気・電子計測の基礎をわかりやすく解説するテキスト。直流・低周波、抵抗・インピー 148p
ダンス、磁界・時間の測定などを取り上げる。各章末に演習問題を収録。2019年 冊子版 978-4-627-70544-9 2019.11
阿部武雄
（あべ・たけお）
共著
森北出版

村山実
（むらやま・みのる）
共著

5月に施行された国際単位系の新定義に対応した第4版。

*1031137175*
電気・電子計測工学 新 SI 対応
〈電気・電子系教科書シリーズ 5〉

改訂版

電気工学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎541.5 件名◎電気磁気測定 ヨデ
206p
計測の基礎知識から測定原理、不確かさに基づく測定値の質の保証、さらにディ 冊子版 978-4-339-01215-6 2020.03

吉澤昌純
（よしざわ・まさすみ）
編著
コロナ 社

降矢典雄
（ふるや・のりお）
共著

ジタル計測に必要な信号処理技術までわかりやすく解説。各章末に演習問題を掲
載する。新 SIに対応した改訂版。
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DL不可

*1032310369*

次世代永久磁石の開発最前線

磁性の解明から構造解析、省・脱レアアース磁石、モータ応用まで

尾崎公洋
（おざき・きみひろ）
監修
エヌ・ティー・エス

杉本諭
（すぎもと・さとし）
監修

磁気特性もさることながら優れた焼結性を有する奇跡の材料、ネオジム磁石。その
性能を超える次世代磁石開発の最新研究を概観。レアアースに依存しない次世代
永久磁石とそれらを利用した高効率モータ開発の最新動向を紹介する。

電気機器工学（電気・電子系教科書シリーズ 19）
（※）

電気工学
同時アクセス1 99,000円 + 税
同時アクセス3 148,500円 + 税
分類◎541.66 件名◎磁石 ■ジ 322,9p
図版10p
冊子版 978-4-86043-586-8 2019.02

*1030871164*
電気工学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎
電気機器を理解するために必要な基礎的事項を解説し，
基本である直流機，
変圧器， 冊子版 978-4-339-01199-9

前田 勉
コロナ 社

誘導機，同期機の構造，動作，特性などをわかりやすく説明している。また，多くの
最新の機器についても紹介している。

2001

DL不可

*1031840265*
電気技術発展の秘話 技術を陰で支えた人々

電気工学

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎542.02 件名◎電気機器－歴史
電気技術が19世紀に勃興し、発展した事績の陰に隠れて表に出なかった人達や、 ヤデ 168p
その人達を支えた人々の業績を紹介する。生物電気技術の発展のウラ話なども収 冊子版 978-4-274-22524-6 2020.03

矢田恒二
（やだ・つねじ）
著
オーム社

録。『OHM』連載を書籍化。

DL不可

*1031670307*
詳解同期モータの ベクトル 制御技術

Advanced Vector Control of Synchronous Motors

新中新二
（しんなか・しんじ）
著
東京電機大学出版局

企業の技術者や電気系大学院の学生に向けて、永久磁石同期モータ（PMSM）
を中核とする種々の同期モータを対象に、最新かつ最高レベルのベクトル制御技
術を体系的に解説する。

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
玉井輝雄
（たまい・てるたか）
著
コロナ 社

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。表面科学と接触抵抗を柱に据えて、
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解説する。

電気工学
同時アクセス1 21,483円 + 税
同時アクセス3 32,224円 + 税
分類◎542.33 件名◎電動機 シシ 591p
冊子版 978-4-501-11820-4 2019.06

*1032326667*
電気工学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎542.9 件名◎電気接点 タデ
256p
冊子版 978-4-339-00920-0 2019.05

*1032310363*
今こそ問う水力発電の価値 その恵みを未来に生かすために
角哲也
（すみ・てつや）
監修
技報堂出版

井上素行
（いのうえ・もとゆき）
監修

日本国内での水力発電の位置づけや可能性、既存のダムの有効利用を含めた今
後の推進方策について、「再生可能 エネルギーにおける水力発電の価値評価と開
発推進に向けた研究会」の研究成果をベースにとりまとめる。

電気工学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎543.3 件名◎水力発電 ■イ
153p
冊子版 978-4-7655-1866-6 2019.11

*1031875437*
水力発電が日本を救う 今あるダムで年間2兆円超の電力を増やせる
竹村公太郎
（たけむら・こうたろう）
著
東洋経済新報社

既存のダムにちょっと手を加えるだけで、現在の水力発電の何倍もの潜在力を簡単
に引き出せる! 世界でもまれな地形と気象で、日本はエネルギー大国になれる! 「水
力のプロ」が持続可能な日本のための秘策を語る。

電気工学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎543.3 件名◎水力発電 タス
190p
冊子版 978-4-492-76228-8 2016.09

*1030884614*
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市民が明らかにした福島原発事故の真実

東電と国は何を隠ぺいしたか 〈彩流社ブックレット 1〉
海渡雄一
（かいど・ゆういち）
著
彩流社

福島原発告訴団監修

東電元幹部3人を強制起訴に追い込み、全国の原発再稼働差し止め訴訟を担当
する著者が、東電が隠蔽してきた数々の不都合な真実をわかりやすく解説。検察庁
と政府事故調の暗躍を明らかにし、市民の正義を実現する意義を説く。

社会システム・デザイン組み立て思考のアプローチ

「原発システム」の検証から考える

電気工学
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 4,070円 + 税
分類◎543.5 件名◎福島第一原子力発
電所事故
（2011）カシ 93p
冊子版 978-4-7791-2197-5 2016.02

*1031210643*
電気工学

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 12,012円 + 税
横山禎徳
（よこやま・よしのり）
著
分類◎543.5 件名◎原子力発電 ヨシ
東京大学出版会
262,5p
社会システムは具体的にデ ザインできる。社会システムとしての原発システムを 冊子版 978-4-13-043042-5 2019.02

デ ザインし、マネジメントする新たな方法論と高度なスキルを追求。苛烈な事故
を二度と発生させないためのシステムをいかに構築するかを考える。

はじめての人でも受かる! 第二種電気工事士〈筆記試験〉テキ
スト＆問題集 電気工事士試験学習書 2019年版 〈電気教科書〉

*1031224181*
電気工学

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
早川義晴
（はやかわ・よしはる）
著
分類◎ S544.07 件名◎電気工事士 ハ
翔泳社
ハ 331p
本書は「第二種電気工事士試験」の［筆記試験］で効率よく合格点を取るため 冊子版 978-4-7981-5887-7 2018.12

の教科書です。全 ページカラーで、おぼえやすい・点を取りやすい分野から学べる
よう構成されています。

LED 照明のアプリケーションと技術

光学設計・評価・光学部品 〈エレクトロニクスシリーズ〉

関英夫
（せき・ひでお）
監修
シーエムシー出版

LED の光をどのようにコントロールするか、LED 照明器具の製造者側に立ち、光
学的な理解を提供する書。LED 照明機器のアプリケーション、LED 照明の光学
設計・評価、LED 照明用光学部品について解説する。

走れ! 北斗星銀河 新幹線に復帰させたい名列車たち

*1031210678*
電気工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎545 件名◎照明 ■エ 255p
冊子版 978-4-7813-0567-7 2012.09

*1030893636*
電気工学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎546.5 件名◎新幹線 マハ 219p
東京駅21：00→札幌駅8：30の北斗星5号、東京駅21：24→大阪駅8：05の銀河・ 冊子版 978-4-7791-2602-4 2019.07
松尾定行
（まつお・さだゆき）
著
彩流社

銀河リレー号…。東北新幹線・北海道新幹線の現行ダイヤと過去のダイヤを洗い、
夜行列車の再登場プランを紹介する。想定時刻表付き。

*1030945573*
通信工学 〈電気・電子系教科書シリーズ 23〉
竹下鉄夫
（たけした・てつお）
共著
コロナ 社

吉川英機
（よしかわ・ひでき）
共著

アナログ信号とディジタル信号について、基本的な符号化を扱う。信号解析につ
いては、フーリエ 解析を丁寧に説明し予備知識を必要としないように工夫し、各種
変調方式、周波数分割多重通信方式などについても解説する。

電気工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎547 件名◎電気通信 タツ 185p
冊子版 978-4-339-01203-3 2010.12
DL不可

*1031840266*
Q＆Aで読み解く情報通信技術の進化

電気工学

同時アクセス1 6,864円 + 税
同時アクセス3 13,728円 + 税
分類◎547.02 件名◎電気通信－歴史 ミ
進化を続ける情報通信技術の全体像を点描する概説書。技術の主要なポイントを キ 226p
一問一答形式で記述する。数式に頼る説明を極力避けて、数式は文章による説明 冊子版 978-4-7649-6005-3 2019.11

三宅真
（みやけ・まこと）
著
近代科学社 Digital 近代科学社
（発売）

を補うために使用する。

*1031340570*
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Excelで学ぶディジタル 信号処理の基礎
深山幸穂
（ふかやま・ゆきお）
共著
コロナ 社

深山理
（ふかやま・おさむ）
共著

Excelを用いた演習を豊富に用意し、ディジタル信号処理の具体的なイメージを獲
得できるように工夫したテキスト。章末問題も収録。見返しに「時間領域の信号の
解析ツール」等あり。

電気工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎547.1 件名◎信号処理 ■エ
177p
冊子版 978-4-339-00855-5 2013.10
DL不可

*1031840260*
Pythonで学ぶフーリエ解析と信号処理
神永正博
（かみなが・まさひろ）
著
コロナ 社

フーリエ 解析と信号処理の入門書。フーリエ 解析の数学的基礎、信号処理の原
理と使い方、Pythonによる科学技術計算の基礎の知識が得られる。各章末に練
習問題も掲載。

電気工学
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎ 件名◎信号処理－データ処理 カ
パ 154p
冊子版 978-4-339-00937-8 2020.09
DL不可

*1032433756*
アナログ / デジタル 変換入門 原理と回路実装

電気工学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎547.1 件名◎ AD・DAコンバータ
アナログ/デジタル変換およびデジタル/アナログ変換を初めて学ぶ人を対象として、 ワア 275p
変換技術の基礎に焦点を当て、信号処理、変換方式、回路実装、基本回路ブロッ 冊子版 978-4-339-00918-7 2019.03

和保孝夫
（わほ・たかお）
著
コロナ 社

クについて解説する。

DL不可

*1031983451*
デジタル 信号処理の基礎 例題とPythonによる図で説く
岡留剛
（おかどめ・たけし）
著
共立出版

デジタル信号処理の基礎を、例題とPythonによる図で説いた入門的教科書。デ
ジタルフィルタの原理を理解し、その簡単な設計法と実現法を把握できる。演習問
題と解答例も掲載。

電気工学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎547.1 件名◎信号処理 オデ
213p
冊子版 978-4-320-08648-7 2018.09
DL不可

*1031274448*
信号・データ処理のための行列とベクトル

複素数 , 線形代数 , 統計学の基礎 〈次世代信号情報処理シリーズ 1〉
田中聡久
（たなか・としひさ）
著
コロナ 社

機械学習や最適化と密接につながっている現代の信号処理を理解するために必要
な基礎数学を網羅したテキスト。プログラミング言語の Python や MATLABを意
識した表記や構成。章末問題も掲載。

OFDM 技術とその適用
生岩量久
（はえいわ・かずひさ）
共著
コロナ 社

電気工学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎547.1 件名◎信号処理 タシ
208p
冊子版 978-4-339-01401-3 2019.08
DL不可

*1032433749*
電気工学

安昌俊
（あん・ちゃんじゅん）
共著

今後のディジタル通信・放送システムの根幹を成すと考えられるOFDM（直交周
波数分割多重）技術について、基礎から応用・実際の適用例までを紹介。変調
信号の発生・特性解析に関するMATLABプログラムも掲載する。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎547.16 件名◎変調・変調機 ハオ
217p
冊子版 978-4-339-00815-9 2010.09

*1031840251*
その常識は本当かこれだけは知っておきたい実用オーディオ学
岡野邦彦
（おかの・くにひこ）
著
コロナ 社

アースと電源配線や SACD の科学と高音質の秘密、音響調整が必要なわけ、接
続ケーブルの役割など、効率よくオーディオを改善するための「科学の作法」を伝
授する。あると役立つ測定機材も紹介。

電気工学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎547.33 件名◎再生装置 オソ
135p
冊子版 978-4-339-00919-4 2019.01

*1031616175*
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デジタル・オーディオの基本と応用

アマチュアからプロまで、21世紀のデジタル・オーディオ技術を網羅

電気工学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
河合一
（かわい・はじめ）
著
分類◎547.33 件名◎再生装置 カデ
誠文堂新光社
255p
デジタル・オーディオの基本、特性、キーデバイス、キーワード、D-A 変換でのクロッ 冊子版 978-4-416-11113-0 2011.12

クジッター、デジタル・オーディオ機器、自作派のための Audio DAC 応用テクニッ
クなどを詳細に解説。

オーディオ電子部品図鑑

真空管から抵抗器まで高品位音響 パーツを網羅

*1031629292*
電気工学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
MJ 無線と実験編集部編
分類◎547.337 件名◎再生装置 ■オ
誠文堂新光社
224p
オーディオ製作のポイントとなるパーツ選びのガイドブック。真空管から抵抗器までオー 冊子版 978-4-416-11460-5 2014.09

ディオ用の電子部品を、できるだけ音楽を鳴らして音を確かめ紹介。パーツごとの
詳細なデータ、部品の細部がよく見える高精細な写真も掲載。

オーディオ用オペアンプ IC デバイスのすべて 最新版

*1032326713*
電気工学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎ 件名◎再生装置 カオ 222p
オーディオ用オペアンプ ICの開発歴史、基本動作と基本応用回路、各種特性スペッ 冊子版 978-4-416-62029-8 2020.07
河合一
（かわい・はじめ）
著
誠文堂新光社

クの詳細解説などを収録。各社代表的オペアンプ IC の特徴についてさまざまな回
路条件で実測し、それらの生データを説明する。

*1032326714*
OAuth 徹底入門

セキュアな認可システムを適用するための原則と実践

電気工学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,470円 + 税
分類◎547.482 件名◎通信プロトコル リ
オ 441p
OAuthを実 サービスに適用するための技術がわかる一冊。OAuth 2.0のプロトコ 冊子版 978-4-7981-5929-4 2019.01
Justin Richer 著
翔泳社

Antonio Sanso 著

ルの概要をはじめ、エコシステム全体の構築、脆弱性とそれを回避する方法など
について解説する。

マスタリング TCP/IP 入門編 第6版
井上直也
（いのうえ・なおや）
共著
オーム社

村山公保
（むらやま・ゆきお）
共著

インターネットのプロトコル、TCP/IP 入門書の決定版。ネットワークとTCP/IP の
基礎知識からセキュリティまでを解説。インターネットとそれに伴う社会状況の変化
に対応した第6版。見返しに表あり。

DL不可 EPUB

*1031210698*
電気工学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎547.482 件名◎通信プロトコル
■マ 384p
冊子版 978-4-274-22447-8 2019.11
DL不可 EPUB

*1032433728*
Advancedコンピュータネットワーク
Advanced Computer Networks

電気工学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎547.483 件名◎コンピュータネット
ワーク ハア 241p
秀逸な仕組みやアイデアにあふれているコンピュータ通信技術。なぜそのようになっ 冊子版 978-4-320-12440-0 2018.10
原山美知子
（はらやま・みちこ）
著
共立出版

ているのか、仕様の本質を理解しやすいように、多くの図とわかりやすい文章で解
説する。課題も掲載。「インターネット工学」の続編。

ネットワーク化制御 Networked Control

*1031533279*
電気工学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎547.483 件名◎コンピュータネット
制御対象と制御器を通信ネットワークが結ぶネットワーク制御は、サイバーフィジカ ワーク ナネ 176p
ルシステムや IoT の基幹をなす技術。その制御理論の初歩から最先端の話題まで 冊子版 978-4-339-03227-7 2019.08

永原正章
（ながはら・まさあき）
編著
コロナ 社

岡野訓尚
（おかの・くにひさ）
共著

を、初学者にもわかりやすく解説する。

*1032433755*
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図解まるわかりサーバーのしくみ

電気工学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎547.483 件名◎クライアントサー
システムの要であり司令塔である「サーバー」。その全体像から構築や導入、最 バシステム ニズ 239p
新技術までを図解する。役割や処理の仕方などが点ではなく線として理解でき、イ 冊子版 978-4-7981-6005-4 2019.04
西村泰洋
（にしむら・やすひろ）
著
翔泳社

チからサーバーの知識が身につく。用語集も収録。

DL不可 EPUB

*1031579533*
通信ネットワーク技術の基礎と応用

物理ネットワークからアプリケーションまでの ICT の基本を学ぶ

山中直明
（やまなか・なおあき）
共著
コロナ 社

馬場健一
（ばば・けんいち）
共著

「通信ネットワーク基本技術の背景にあるものの考え方」に焦点を当てた入門書。
情報ネットワークの基本事項から、マルチアクセスとLAN の技術、IPアドレス、
UDP、NGNまで、最新の技術を解説する。

入社1年目からの「ネットインフラ」
がわかる本

電気工学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎547.483 件名◎データ通信 ■ツ
234p
冊子版 978-4-339-00915-6 2018.10
DL不可

*1031274449*
電気工学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,270円 + 税
分類◎547.483 件名◎コンピュータネット
情報社会を支えるシステム構築に欠かせないネットワークの基礎を学ぶ本。IT エ ワーク ムニ 353p
ンジニアのために、送信受信端末、回線、ネットワーク機器、プロトコルなど、さ 冊子版 978-4-7981-4609-6 2016.06
村上建夫
（むらかみ・たてお）
著
翔泳社

まざまなネットインフラについてわかりやすく解説する。

DL不可 EPUB

*1031579521*
「明日からSlack 使って」
と言われたら読む本
向井領治
（むかい・りょうじ）
著
ラトルズ

テレワークに最適なビジネス用コミュニケーションツール「Slack」の入門書。基
本的な機能から、チームメンバーとのやりとり、ファイルや文書の共有まで解説。
Windows/Mac、iPhone/Android 対応。

電気工学
同時アクセス1 5,249円 + 税
同時アクセス3 7,874円 + 税
分類◎547.4833 件名◎チャット ムア
335p
冊子版 978-4-89977-502-7 2020.03

*1032019491*
30時間でマスターWeb デザイン HTML5＆CSS3 改訂版

電気工学

同時アクセス1 3,575円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ウェブデザイン
HTML5、CSS3によるWeb ページ作成を、例題を通して基礎から学べるテキスト。 ■サ 207p
JavaScriptによるプログラミング入門も収録。Windows 10対応。
冊子版 978-4-407-34781-4 2019.10
実教出版企画開発部編
実教出版

*1031814518*
6ステップでマスターするHTML+CSS デザイン 最新標準

電気工学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
1段組みをベースとしたマルチデバイス対応のWeb サイトの作成方法を、ステップ・ ロ 319p
バイ・ステップで解説。作成を通して、最新標準の HTML+CSSをマスターできる。 冊子版 978-4-8399-6022-3 2016.08

エビスコム著
マイナビ出版

HTML/CSSリファレンス付き。

*1031115558*
Google Search Console の教科書

マーケティング / 検索エンジンに強くなる

電気工学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 15,675円 + 税
分類◎547.4833 件名◎検索エンジン最
適化 オグ 255p
「Google Search Console」の検索の仕組みからアルゴリズム、基本的な操作方法、 冊子版 978-4-8399-5702-5 2015.09
大本あかね
（おおもと・あかね）
著
マイナビ

菊池崇
（きくち・たかし）
著

正しく表示させるためのHTMLの基礎知識、スマートフォンサイトの上位表示まで、
わかりやすく解説する。

*1031115549*
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HTML5＆CSS3デザイン 現場の新標準ガイド

フロントエンドエンジニアのための必須知識と実践

電気工学

同時アクセス1 8,222円 + 税
同時アクセス3 20,556円 + 税
エビスコム著
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
マイナビ出版
エ 367p
コンテンツのマークアップから、フレキシブルボックスレイアウトやグリッドレイアウトまで。 冊子版 978-4-8399-6369-9 2017.08

モダンWeb 開発に必須の HTML＆CSS の最新仕様と使い方を解説。思い通りの
デザインの実現と高品質なコーディングに役立つ本。

HTML5＆CSS3標準 デザイン講座

30 LESSONS LECTURES＆EXERCISES
〈Standard DESIGN LESSON〉

第2版

草野あけみ
（くさの・あけみ）
著
翔泳社

基本文法から最新のCSSレイアウト、
レスポンシブ対応の画面設計とコーディングまで、
講義＆実習でステップアップしながら学べるWebデザインの入門書。サンプルファ
イルはWeb からダウンロードが可能。

HTML5プロフェッショナル認定試験レベル2スピードマスター
問題集 Ver2.0対応 〈HTML 教科書〉
抜山雄一
（ぬきやま・ゆういち）
著
翔泳社

七條怜子
（しちじょう・れいこ）
著

本書は、「HTML5プロフェッショナル認定試験」の最新試験 バージョン2.0の出題
範囲を完全網羅し、厳正な審査に合格した「HTML5認定教材」です。充実し
た練習問題に加え、合計2回分の模擬試験があるので、問題を解いていくうちに実
力がぐんぐんあがり、合格する力をつけることができます。

JavaScript 入門 〈30時間アカデミック〉

*1031115569*
電気工学
同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ク
エ 399p
冊子版 978-4-7981-5813-6 2019.05

*1031579496*
電気工学
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎ S547.4833 件名◎ホームページ
■エ 319p
冊子版 978-4-7981-5462-6 2018.12
DL不可 EPUB

*1031210693*
電気工学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ウェブアプリケー
JavaScript の基本を実習を通して学べる書。HTML5、CSS3の基礎、開発環境 ション オジ 207p
の構築方法も解説し、1冊を通して1つの Webアプリケーションが完成するよう構成 冊子版 978-4-407-34778-4 2019.10
大川晃一
（おおかわ・こういち）
著
実教出版

小澤慎太郎
（おざわ・しんたろう）
著

する。Windows 対応。

*1031670287*
noteではじめる新しいアウトプットの教室

楽しく続けるクリエイター生活 〈できるビジネス〉

電気工学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ソーシャルネット
ワーキングサービス コノ 223p
熱量の高い人が集まるWeb サービス「note」で、アウトプットを習慣化するための「書 冊子版 978-4-295-00710-4 2019.09

コグレマサト著 まつゆう＊
（まつゆう）
著
インプレス

き方」「伝え方」「続け方」を伝授。「note」の基本や、先輩クリエイター6人に
聞くアウトプットの極意も収録する。

RancherによるKubernetes 活用完全ガイド

〈THINK IT BOOKS〉

*1031338959*
電気工学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎547.4833 件名◎クラウドコン
ピューティング ■ラ 435p
コンテナ管理のプラットフォームを提供するアプリケーション「Rancher」を徹底解説。 冊子版 978-4-295-00725-8 2019.07
市川豊
（いちかわ・ゆたか）
著
インプレス

藤原涼馬
（ふじわら・りょうま）
著

機能・操作、アーキテクチャなど実用の観点から全貌を紐解く。インプレスWebメディ
ア『Think IT』連載を加筆し書籍化。

Webセキュリティ担当者のための脆弱性診断スタートガイド

上野宣が教える新しい情報漏えいを防ぐ技術

*1031338960*
電気工学

第2版

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
上野宣
（うえの・せん）
著
分類◎547.4833 件名◎ウェブアプリケー
翔泳社
ション ウウ 331p
Webアプリケーションの脆弱性を発見するための「脆弱性診断」を始めたい人へ 冊子版 978-4-7981-5916-4 2019.02

向けて、そのための基礎知識と技術を丁寧に解説。診断に必要なツール、脆弱性
を効率的に発見するための診断手法、報告書の書き方などが身につく。
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DL不可 EPUB

*1031210701*

Web 制作・運用現場のための「課題解決」の教科書

円滑に制作・運用し、成果を出していくための現場の「見える化」、
「改善」、
「チーム運営」、
「ルール 作成」テクニック!
雨宮秀仁
（あめみや・ひでひと）
著
マイナビ

神尾武志
（かみお・たけし）
著

1人も辞めさせないチーム運営って? 英語ができればグローバルサイトも運用できる?
Web 制作・運用現場の抱える悩みや問題、課題を解決するためのノウハウやヒン
トを解説する。Web 運用簡易テストあり。

WordPress 標準 デザイン講座 20 LESSONS LECTURES

＆EXERCISES

電気工学
同時アクセス1 6,545円 + 税
同時アクセス3 16,362円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
ウ 231p
冊子版 978-4-8399-5350-8 2015.01

*1031115542*
電気工学

第2版 〈Standard DESIGN LESSON〉

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
野村圭
（のむら・けい）
著 石原隆志
（いしはら・たかし）
著
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ノ
翔泳社
ワ 303p
WordPress5によるWeb サイト制作が学べる入門書。サイト設計の基本から、最 冊子版 978-4-7981-5651-4 2019.06

新のエディタ「Gutenberg」の基本操作、実践的なスキルまで解説する。サン
プルファイルのダウンロードサービス付き。

インターネット Internet 〈コンピュータサイエンス教科書シリーズ 10〉

*1031579495*
電気工学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎547.4833 件名◎インターネット カ
無線 LAN や DHCP、IP バージョン6、インターネット電話で用いられるSIP、TLS イ 226p
や無線 LANセキュリティなど、インターネットにおけるさまざまなプロトコルの概念と 冊子版 978-4-339-02710-5 2012.12

加藤聰彦
（かとう・としひこ）
著
コロナ 社

技術的内容を詳細に解説。演習問題も収録。

DL不可

*1031840272*
インターネットの光と影

被害者・加害者にならないための情報倫理入門

Ver.6

電気工学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎547.4833 件名◎インターネット ■
イ 198p
個人情報、知的財産権、生活、ビジネス、教育、コミュニケーション、犯罪、セ 冊子版 978-4-7628-3006-8 2018.02
情報教育学研究会・情報倫理教育研究グループ編
北大路書房

キュリティのそれぞれの分野にわたり、インターネットの「光」や「影」に関して、
最低限必要な事項や事例を解説する。練習問題や参考 URLも収載。

インターネット動画メディア論

映像コミュニケーション革命の現状分析

*1031031540*
電気工学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎547.4833 件名◎インターネット放
送 ツイ 146p
新たな映像メディアとして台頭している、YouTubeやSNS 動画アプリなどインターネッ 冊子版 978-4-86692-046-7 2019.10
辻泰明
（つじ・やすあき）
著
大学教育出版

ト上で配信される動画。動画配信や共有の特性を分析し、映像によるコミュニケー
ション革命の現状を解説する。

インターネット白書 Internet White Paper 2020
5G の先にある世界

*1031272480*
電気工学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎547.4833 件名◎インターネット ■
イ 251p
インターネット関連のビジネス動向、テクノロジーとプラットフォーム動向、インターネッ 冊子版 978-4-8443-7850-1 2020.02
インターネット白書編集委員会編
インプレスR＆D インプレス
（発売）

ト基盤と通信動向などをまとめたインターネット白書。10大キーワードで読む2020年
のインターネットも収録。

インターネット白書 Internet White Paper 2020
5G の先にある世界

*1031889376*
電気工学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎547.4833 件名◎インターネット ■
イ 251p
インターネット関連のビジネス動向、テクノロジーとプラットフォーム動向、インターネッ 冊子版 978-4-8443-7850-1 2020.02
インターネット白書編集委員会編
インプレスR＆D インプレス
（発売）

ト基盤と通信動向などをまとめたインターネット白書。10大キーワードで読む2020年
のインターネットも収録。

DL不可 EPUB

*1031889377*
35

クラウドネイティブ・アーキテクチャ 可用性と費用対効果を極め

電気工学

る次世代設計の原則 〈impress top gear〉

同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
Tom Laszewski 著 Kamal Arora 著
分類◎547.4833 件名◎クラウドコン
インプレス
ピューティング ■ク 322p
3つの成熟度モデル、移行 パターン、マイクロサービス、サーバーレス…。クラウ 冊子版 978-4-295-00775-3 2019.11

ドネイティブなアプリケーションの設計に取り組むソフトウェアアーキテクトに向けて、
クラウドの潜在能力を存分に引き出す方法論を解説する。

これからWebをはじめる人の HTML＆CSS,JavaScript の
きほんのきほん

*1031137145*
電気工学

同時アクセス1 7,095円 + 税
同時アクセス3 17,737円 + 税
たにぐちまこと著
分類◎547.4833 件名◎ホームページ タ
マイナビ出版
コ 319p
サンプルを作りながら学べるからわかりやすい ! サイト/アプリを制作したい Web エ 冊子版 978-4-8399-5971-5 2017.03

ンジニアの必須スキル、HTML、CSS、JavaScript の基本を解説。「現場での
実際」がわかるTIPSも満載。

これからの「標準」
を学ぶマルチデバイス対応サイト構築

*1031115564*
電気工学

〈Web Designing BOOKS〉

同時アクセス1 8,195円 + 税
同時アクセス3 20,487円 + 税
エ・ビスコム・テック・ラボ著
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
マイナビ
コ 319p
マルチデバイスに対応したWeb サイトを作るのに必要な情報、設定、ポイントを、 冊子版 978-4-8399-5487-1 2015.04

図やサンプルでわかりやすく解説。取り上げたサンプルや画像素材などをダウンロー
ドできるURL 付き。

ホームページ辞典 HTML・CSS・JavaScript 第6版

*1031115543*
電気工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ■
Web ページの構造（HTML）、デ ザイン（CSS）、動き（JavaScript）という基 ホ 591p
本3要素を解説。モダンブラウザ、HTML5/CSS3、iPhone/Android 対応。サ 冊子版 978-4-7981-5321-6 2017.12

アンク著
翔泳社

ンプルデータはダウンロード可能。

*1031579491*
よくわかるHTML5+CSS3の教科書 第3版

電気工学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ オ
楽しみながら学べるHTML5とCSS3の入門書。初心者がしっかりと理解できるように、 ヨ 339p
使用するプロパティとその機能や書式を厳選し、一般的な制作で必要となる主要 冊子版 978-4-8399-6547-1 2018.11

大藤幹
（おおふじ・みき）
著
マイナビ出版

な機能にしぼって解説する。HTML5.2対応。

*1031115579*
一歩先にいくWordPress のカスタマイズがわかる本
仕組みや考え方からちゃんとわかりたい人のために

電気工学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ア
イ 319p
WordPressの仕組みや考え方を理解することで、どんなカスタマイズにも応えられる! 冊子版 978-4-7981-3093-4 2016.04
相原知栄子
（あいはら・ちえこ）
著
翔泳社

大曲仁
（おおまがり・ひとし）
著

サイトの設計方法といった基礎知識から、カスタマイズ方法、効率的な運用方法
まで解説する。ダウンロードデータの URL 付き。

現場で使えるRuby on Rails 5速習実践ガイド 5.2対応

*1031579469*
電気工学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ウェブアプリケー
Ruby on Railsを使ってWebアプリケーションを開発するための手引書。Rails の ション ■ゲ 463p
機能や使い方を説明するのではなく、「Railsをどう使うのが良いか」についての実 冊子版 978-4-8399-6222-7 2018.10

大場寧子
（おおば・やすこ）
著
マイナビ出版

松本拓也
（まつもと・たくや）
著

践的な知見を紹介。5.2対応。

*1031115587*
36

現場のプロから学ぶ SEO 技術 バイブル

実務で効く内部施策、外部施策、コンテンツSEOからモニタリングまで

西山悠太朗
（にしやま・ゆうたろう）
著
マイナビ出版

小林睦
（こばやし・むつみ）
著

SEO（検索 エンジン最適化）にはどういった施策があるのか、どういった手順で取
り組むべきなのか、そして、どのように実装していけば効果的なのか。背景から実
際の考え方、そして技術まで踏み込んだ実装方法をまとめる。

世界一やさしい LINE 友だちや家族、グループでトークを始めよう

改訂最新版 〈impress mook〉

電気工学
同時アクセス1 8,195円 + 税
同時アクセス3 20,487円 + 税
分類◎547.4833 件名◎検索エンジン最
適化 ニゲ 420p
冊子版 978-4-8399-6600-3 2018.07

*1031115588*
電気工学

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
インプレス
分類◎547.4833 件名◎ソーシャルネット
無料で通話やメッセージを送れるコミュニケーションアプリ、LINE の使い方を画面 ワーキングサービス ■セ 79p
写真でわかりやすく解説。
トラブルを解決するQ＆Aも収録する。格安 SIMにも対応。 冊子版 978-4-295-00618-3 2019.06

*1031338947*
大きな字だからスグ分かる!LINEかんたん入門 よくわかる!

大人のための LINE 解説書 ! 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉
東弘子
（あずま・ひろこ）
著
マイナビ出版

友達を追加・管理しよう! トークを使って文字で会話しよう! スタンプを送ろう! LINE
を快適かつ安全に利用するための入門書。操作手順を、画面写真や指のイラスト
でわかりやすく解説する。

動かして学ぶ !Vue.js 開発入門 新定番の技術をしっかり学べる

電気工学
同時アクセス1 3,712円 + 税
同時アクセス3 9,281円 + 税
分類◎547.4833 件名◎インターネット電
話 アオ 127p
冊子版 978-4-8399-5974-6 2016.06

*1031115536*
電気工学

〈NEXT ONE〉

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
森巧尚
（もり・よしなお）
著
分類◎547.4833 件名◎ウェブアプリケー
翔泳社
ション モウ 259p
データの表示、ユーザー入力から、シングルページアプリケーションの作成に役立 冊子版 978-4-7981-5892-1 2019.01

つ開発ポイントまで、「Vue.js」を利用したWebアプリケーションの開発手法を解
説する。サンプルコードのダウンロードサービス付き。

入門 JavaScriptプログラミング

開発の現場に強くなる基礎力をたしかなものに

DL不可 EPUB

*1031210721*
電気工学

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ウェブアプリケー
ション アニ 384p
「自身で思考し応用できる」「効果的な開発テクニックを体得できる」ことを目ざす 冊子版 978-4-7981-5864-8 2019.02
JD Isaacks 著 クイープ監訳
翔泳社

JavaScriptプログラマにむけた、ちょっとハードな入門書。ES2015以降に導入さ
れた機能が学べる。練習問題も収録。

C 言語によるディジタル 無線通信技術

DL不可 EPUB

*1031210722*
電気工学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎547.5 件名◎無線通信 カシ
近年のディジタル無線通信技術で重要となっている諸技術およびその理解に必要 179p
な諸現象を説明し、その実現をC 言語で行う方法を示す。C 言語の文法の原理・ 冊子版 978-4-339-00817-3 2010.11

神谷幸宏
（かみや・ゆきひろ）
著
コロナ 社

流れについても解説する。

DL不可

*1031840253*
決定版5G 2030年への活用戦略

電気工学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎無線通信 カケ 350p
5G の定義や性能、周波数の割当てとネットワークの展開、さまざまな分野における 冊子版 978-4-492-58116-2 2020.06
片桐広逸
（かたぎり・こういち）
著
東洋経済新報社

利活用への取り組み、地方創生と産業振興…。第5世代移動通信システム「5G」
について、政策担当者が具体例を交えてわかりやすく解説する。

*1031814556*
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電磁波工学 〈電波工学基礎シリーズ 1〉
広川二郎
（ひろかわ・じろう）
著
朝倉書店

木村雄一
（きむら・ゆういち）
著

電波工学を基礎から学ぶシリーズ。電磁波工学に関して、電磁界の基本的な法
則から、平面波の性質、アンテナの特性、電磁界の解析手法までを解説する。
各章末に演習問題を掲載。

電気工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎547.5 件名◎電磁波 ■デ 158p
冊子版 978-4-254-22214-2 2018.12
DL不可

*1031137141*
一陸特 第一級陸上特殊無線技士問題・解答集 2020-2021年版
QCQ 企画編
誠文堂新光社

携帯電話の基地局や衛星通信、マイクロウェーブ回線の事業者にとって必要不可
欠な無線従事者の資格が第一級陸上特殊無線技士で、受験者の一番多い資格
です。2019年2月期、6月期、10月期までの最新国家試験を完全収録しています。

電気工学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎ S547.5079 件名◎無線従事者
■イ 463p
冊子版 978-4-416-52094-9 2020.03

*1032326692*
第一級陸上無線技術士試験問題集 合格精選360題 第4集

電気工学

同時アクセス1 7,416円 + 税
同時アクセス3 11,124円 + 税
分類◎ S547.5079 件名◎無線従事者
最新の出題傾向を分析し、掲載問題を全面的に見直し。著名な先生による解説を ヨダ 346p
充実させ、試験合格への実力を養成。計算問題には詳細な計算過程を示し、間 冊子版 978-4-501-33370-6 2020.02
吉川忠久
（よしかわ・ただひさ）
著
東京電機大学出版局

違いやすい問題には詳しい解説に加え、解法のポイントやテクニックを記載。本書
の重要項目を集中的に学習することで効率的に受験対策が可能。

電波法規 第3版 〈1・2陸技受験教室 4〉

*1032326676*
電気工学

同時アクセス1 6,138円 + 税
同時アクセス3 9,207円 + 税
分類◎ S547.5079 件名◎無線従事者
「陸上無線技術士」 試験の定番書として高い評価を受ける本書を全面的に見直し ヨデ 205p
改訂！近年の試験問題動向に準拠した内容に修正。
また、過去問題の解説を記載し、 冊子版 978-4-501-33360-7 2019.12
吉川忠久
（よしかわ・ただひさ）
著
東京電機大学出版局

試験対策の充実を図った。

*1032326674*
電波伝搬 〈電波工学基礎シリーズ 2〉

電気工学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎547.51 件名◎電波伝搬 ■デ
電波工学を基礎から学ぶシリーズ。電波伝搬に関して、その定義や基礎理論から、 119p
具体的な伝搬現象、伝搬に根差した無線通信の技術までを解説する。各章末に 冊子版 978-4-254-22215-9 2018.12
岩井誠人
（いわい・ひさと）
著
朝倉書店

前川泰之
（まえかわ・やすゆき）
著

演習問題を掲載。

DL不可

*1031340556*
マイクロ波化学プロセス技術 Microwave‐assisted
Chemical Process Technology

竹内和彦
（たけうち・かずひこ）
監修
シーエムシー出版

2 〈ファインケミカルシリーズ〉

和田雄二
（わだ・ゆうじ）
監修

主に2006年以降のマイクロ波化学技術の進展状況を中心に編集。加熱原理や
理論、物性評価、加熱装置などの進歩に加え、有機・高分子合成、無機・金属
合成、プラズマ化学、環境・エネルギー分野の進展について論述する。

アンテナ 基本測定法

電気工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎547.516 件名◎マイクロ波 ■マ
300p
冊子版 978-4-7813-0706-0 2013.01

*1030893640*
電気工学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎547.53 件名◎アンテナ イア
VHF/UHF 帯からマイクロ波帯を中心とする周波数帯における小形アンテナもしく 230p
は中規模アンテナのうち、鋭いビームを持たないアンテナを主なターゲットに、アン 冊子版 978-4-339-00822-7 2011.03

石井望
（いしい・のぞむ）
著
コロナ 社

テナ測定に関する基本技術を概説する。

*1031840254*
38

円偏波アンテナの基礎

電気工学

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,345円 + 税
分類◎547.53 件名◎アンテナ フエ
円偏波アンテナに関する基本技術や概念が学べるテキスト。アンテナや円偏波 209p
に関する基礎的事項から、円偏波アンテナの基本的構成およびその性能向上技術、 冊子版 978-4-339-00914-9 2018.10

福迫武
（ふくさこ・たけし）
著
コロナ 社

円偏波アンテナの測定方法までを解説する。

DL不可

*1031137165*
レーダの基礎 探査レーダから合成開口レーダまで
大内和夫
（おおうち・かずお）
編著
コロナ 社

平木直哉
（ひらき・なおや）
共著

専門性の高いレーダについて、初学者を対象に学部レベルの数学を使って解説。
電磁波からレーダの原理と種類、探査・追尾レーダ、気象レーダ、車載レーダ、
SAR 等の画像レーダ、地中レーダまでを取り上げる。

電気工学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎547.65 件名◎レーダー オレ
273p
冊子版 978-4-339-00894-4 2017.03

*1031840262*
通信技術者のためのレーダの基礎

Principles of Radar for Communication Engineers

高橋徹
（たかはし・とおる）
著
コロナ 社

レーダの歴史や機器構成、用途などを説明したうえで、無線通信とレーダとの類似
性の視点を取り入れ、両者に共通的なテーマであるレンジ方程式、変復調方式、
信号検出について解説する。

入門画像工学

電気工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎547.65 件名◎レーダー タツ
167p
冊子版 978-4-339-00923-1 2019.07

*1032433745*
電気工学

大関和夫
（おおぜき・かずお）
著
コロナ 社

画像メディアのディジタル処理を行うために必要な基礎知識を得るための入門書。
汎用的で利用度の高いものを選択し、必要事項を漏れなく解説する。規格などの
数値的なデータも豊富に掲載。各章末に演習問題を収録する。

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎547.8 件名◎画像処理 オニ
166p
冊子版 978-4-339-00816-6 2010.11
DL不可

*1031840252*
micro：bitで学ぶプログラミング

ブロック型からJavaScriptそしてPython へ

電気工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎548.2 件名◎マイクロコンピュータ
■マ 120p
初めてのプログラミングを想定し、ブロックを利用したプログラム作成手順を詳述。 冊子版 978-4-339-02898-0 2019.09

高橋参吉
（たかはし・さんきち）
共著
コロナ 社

喜家村奨
（きやむら・すすむ）
共著

JavaScript のプログラムを併記し、言語にも慣れることを意識して解説する。演習
問題も掲載。

アイデアふくらむ探検ウォッチ micro：bitでプログラミング

センサーの実験・宝探しゲーム・友だちとの通信…使い方はキミしだい !
〈子供の科学★ミライクリエイティブ〉
倉本大資
（くらもと・だいすけ）
著
誠文堂新光社

小さなコンピューター「micro：bit」を使って、腕時計型のデバイス「探検ウォッチ」
で楽しめるプログラミングを体験できる本。micro：bit のしくみやプログラミングの
手順を写真や図を交えて解説する。

RFIDタグ用アンテナの設計

DL不可

*1032433754*
電気工学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ K548.2 件名◎マイクロコンピュー
タ クア 157p
冊子版 978-4-416-71918-3 2020.03

*1032326716*
電気工学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎548.232 件名◎ ICタグ タア
近年急速に普及したRFIDシステムに欠かせない RFIDタグ用アンテナの設計に 147p
ついて、電磁誘導方式アンテナとUHF 帯アンテナに分けて解説。RFID 用アン 冊子版 978-4-339-00844-9 2012.11

高橋応明
（たかはし・まさはる）
著
コロナ 社

テナを理解するうえで必要な基礎知識なども説明する。

*1031840257*
39

iMac マスターブック 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,895円 + 税
同時アクセス3 12,237円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
iMac の使い方がイチからわかる解説書。操作の基本、便利なテクニック、カスタ ピュータ マア 319p
マイズの方法、アプリケーションの活用などについて説明する。トラブルシューティ 冊子版 978-4-8399-5427-7 2015.02
松山茂
（まつやま・しげる）
著
マイナビ

矢橋司
（やはし・つかさ）
著

ングも収録。OS Ⅹ Yosemite 対応。

*1031115526*
iPad mini マスターブック 2015 〈iPad Fan Books〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
コントロールセンターを使いこなす、書籍＆マンガを楽しむ、メールを送受信する…。 ピュータ ■ア 287p
基本操作から便利なテクニックまで、iPad mini の使い方を丁寧に解説する。iPad 冊子版 978-4-8399-5424-6 2015.01
小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ

飯塚直
（いいずか・なお）
著

mini 3～ iPad mini 対応。

*1031115521*
iPad マスターブック 2016 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
iPadを楽しく便利に使えるように、基本操作から便利なテクニックまでをやさしく解説 ピュータ ■ア 287p
する。Pro・Air 2・mini 4対応。巻末に、写真に撮って使える書道のお手本・ぬ 冊子版 978-4-8399-5833-6 2016.02

小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ出版

丸山陽子
（まるやま・ようこ）
著

りえ付き。サイトからダウンロードもできる。

*1031115522*
iPad マスターブック 2018 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎タブレット型端末
iPadを楽しく便利に使えるように、基本操作から便利なテクニックまでをやさしく解説 ■ア 287p
する。巻末に、写真に撮って使えるぬりえ・書道のお手本付き。サイトからダウンロー 冊子版 978-4-8399-6503-7 2017.12

小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ出版

ドもできる。iPad・Pro・mini 4対応。

*1031115523*
iPad マスターブック 2019 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
分類◎548.29 件名◎タブレット型端末
iPadを楽しく便利に使えるように、基本操作から便利なテクニックまでをやさしく解説 ■ア 287p
する。巻末に、写真に撮って使えるぬりえ・書道のお手本付き。サイトからダウンロー 冊子版 978-4-8399-6785-7 2019.01

小山香織
（こやま・かおり）
著
マイナビ出版

ドもできる。iPad・Pro・mini 4対応。

*1031115524*
MacBook Air ＆ Pro マスターブック 〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,895円 + 税
同時アクセス3 12,237円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
MacBook Air ＆ Proをスミズミまで使いこなそう! 操作の基本からトラブルシューティ ピュータ ママ 319p
ングまで、知りたい情報をやさしく解説する。OS Ⅹ El Capitan 対応。
冊子版 978-4-8399-5806-0 2015.12
松山茂
（まつやま・しげる）
著
マイナビ出版

矢橋司
（やはし・つかさ）
著

*1031115525*
MacBook マスターブック macOS Sierra 対応版

〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,895円 + 税
同時アクセス3 12,237円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ ママ 319p
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の操作の基本からインターネッ 冊子版 978-4-8399-6125-1 2016.12
松山茂
（まつやま・しげる）
著
マイナビ出版

矢橋司
（やはし・つかさ）
著

ト、写真・動画・音楽の楽しみ方、新機能まで解説。イチ押しテクニックが満載。
macOS Sierra 対応。
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*1031115527*

MacBook マスターブック macOS Mojave 対応版

〈MacFan BOOKS〉

電気工学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
松山茂
（まつやま・しげる）
著 矢橋司
（やはし・つかさ）
著
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
マイナビ出版
ピュータ ママ 319p
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の操作の基本からインターネッ 冊子版 978-4-8399-6759-8 2018.11

ト、写真・動画・音楽の楽しみ方、仕事術まで解説。お得ワザ が満載。macOS
Mojave 対応。

Macはじめよう

*1031115528*
電気工学

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
セットアップから、基本操作、インターネットの活用、トラブル対策と解決方法まで ピュータ ■マ 271p
をわかりやすく紹介したMac 入門書。MacBook Air ＆ Pro・iMac 対応。OS Ⅹ 冊子版 978-4-8399-5502-1 2015.03
Mac 書籍編集部編
マイナビ

Yosemite 版。

*1031115531*
Macはじめよう

MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応 macOS Sierra 対応版

電気工学

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ ■マ 271p
セットアップから、基本操作、インターネットの活用、トラブル対策と解決方法までを 冊子版 978-4-8399-6142-8 2016.11
Macビギナーズ 研究会著
マイナビ出版

東弘子
（あずま・ひろこ）
編

わかりやすく紹介したMac 入門書。MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応。macOS
Sierra 対応版。

Macはじめよう MacBook、MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応
macOS High Sierra 対応版

*1031115532*
電気工学

同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 9,625円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ ■マ 271p
セットアップから、基本操作、インターネットの活用、トラブル対策と解決方法までを 冊子版 978-4-8399-6502-0 2017.11
Macビギナーズ 研究会著
マイナビ出版

紹介したMac 入門書。MacBook、MacBook Pro ＆ Air、iMac 対応。macOS
High Sierra 対応版。

PC自作・チューンナップ虎の巻 2020 〈impress mook〉

*1031115533*
電気工学

同時アクセス1 5,544円 + 税
同時アクセス3 11,088円 + 税
最新 PC自作テクニックを伝授するほか、注目の最新世代 CPU 比較、PC パーツ 分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
最新事情などを収録。電子版（PDF）無料ダウンロード 特典付き。『DOS/V ピュータ ■ピ 512p
POWER REPORT』連載を再編集。
冊子版 978-4-295-00820-0 2019.12

インプレス

*1031338976*
Raspberry Pi 電子工作レシピ

初めてでも大丈夫 ! 作りながら電気・電子工作の基礎が学べる

電気工学

同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 21,560円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ カラ 293p
PCとしても使いやすいRaspberry Piを電子工作に応用するための知識を、デジタ 冊子版 978-4-7981-3731-5 2014.10
河野悦昌
（かわの・よしまさ）
著
翔泳社

ルサイネージ、ラジコンなどの作例を通して解説。電気や電子工作の基礎知識も
説明します。Model B+ 対応の特製基板付き。

アイデア実現のための Raspberry Pi デザインパターン
電子回路からMathematicaによるArduinoコラボまで

*1031579470*
電気工学

同時アクセス1 7,975円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
ピュータ コア 276p
Raspberry Piを使ってアイデアを自由自在に実現するためのデ ザインパターンを 冊子版 978-4-274-22411-9 2019.10

小林博和
（こばやし・ひろかず）
著
オーム社

整理した一冊。アイデア実現に必要なソフトウェア、ハードウェア、部品の集め方、
配線などのノウハウをわかりやすく紹介する。

DL不可

*1032336431*
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ここまで作れる!Raspberry Pi 実践サンプル 集

電気工学

同時アクセス1 8,222円 + 税
同時アクセス3 20,556円 + 税
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
音楽プレイヤー、水温センサー、監視カメラ、出退勤記録、簡易地震計、テレ ピュータ ■コ 275p
ビ録画、携帯ゲームマシン…。Raspberry Pi で作る面白いガジェットを紹介。難 冊子版 978-4-8399-6192-3 2017.07
太田一穂
（おおた・かずほ）
著
マイナビ出版

岡嶋和弘
（おかじま・かずひろ）
著

易度は5段階で表示する。

*1031115568*
大きな字だからスグ分かる!iPadかんたん入門

知りたいことランキング 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

電気工学

同時アクセス1 3,712円 + 税
同時アクセス3 9,281円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎548.29 件名◎パーソナルコン
マイナビ出版
ピュータ コオ 127p
ホームページを見るには ? 子供とテレビ電話したい ! iPad の操作や知識を、iPad 冊子版 978-4-8399-5848-0 2016.03

の使い方を学ぶ教室に通っている人たちが知りたい順にランキングして解説。iPad
Air/mini/Pro 対応。

IoT 時代のサイバーセキュリティ

制御システムの脆弱性検知と安全性・堅牢性確保

技術研究組合制御システムセキュリティセンター編
エヌ・ティー・エス

重要インフラや制御システムへのサイバー攻撃の特徴、防御方法を詳しく解説。
制御システム分野における評価認証と標準化に関する技術動向や、関連機関の
取組状況についても紹介する。

はじめてのロボット工学 製作を通じて学ぶ基礎と応用 第2版

*1031115534*
電気工学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎548.3 件名◎自動制御 ■ア
223p
冊子版 978-4-86043-539-4 2018.11

*1030871174*
電気工学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット ■ ハ 200p
ヒューマノイドロボッ
トをベースとしたロボッ
ト工学の入門書。ロボッ
トの歴史や構造から、 冊子版 978-4-274-22340-2 2019.03
石黒浩
（いしぐろ・ひろし）
共著
オーム社

浅田稔
（あさだ・みのる）
共著

モータやセンサ、機構や制御までを体系的にまとめ、パーツの作成から組み立て、
モーション作成までのロボットの作り方を解説する。

DL不可

*1032336437*
やさしくわかるシーケンス制御
南裕樹
（みなみ・ゆうき）
共著
オーム社

石川一平
（いしかわ・いっぺい）
共著

機械の状態を決まった順番で自動的に変えていく「シーケンス制御」。自動制御の
基礎から制御に用いる機器、基本回路、PLCまで、その基礎を、マンガをまじえ
ながらわかりやすく解説。例題や練習問題も多数収録する。

電気工学
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎シーケンス制御 ミヤ 157p
冊子版 978-4-274-22529-1 2020.06
DL不可

*1032433734*
ラリルレロボットの未来 5分類からみえてくる人間とのかかわり
斎藤成也
（さいとう・なるや）
著
勁草書房

太田聡史
（おおた・さとし）
著

あまりに多様なロボットという概念を、動かない「ラボット」からヒト型の「ロボット」
まで5段階に分類・定義。現実での使用例やアニメ・マンガなどの事例を通して、
それぞれの特徴と可能性を論じる。

電気工学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット サラ
228,29p
冊子版 978-4-326-05018-5 2020.01

*1031616133*
ロボットの人類学 二〇世紀日本の機械と人間

電気工学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット クロ 256p
マンガやアニメのなかで活躍する一方、人間の生活を支える新技術として研究さ 冊子版 978-4-7907-1649-5 2015.03
久保明教
（くぼ・あきのり）
著
世界思想社

れるロボット。ロボットをめぐる文化 / 科学的実践を分析し、機械と生命、欧米と日本、
過去と未来をつなぐ機械人間と日本人の密やかな関係を描く。

DL不可 EPUB

*1030871155*
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ロボット法 AIとヒトの共生にむけて 増補版

電気工学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット ヒロ 339p
ロボットが事故を起こしたら? 人を傷つけたら? 感情を持ったら? AI 技術の進展がも 冊子版 978-4-335-35787-9 2019.10
平野晋
（ひらの・すすむ）
著
弘文堂

たらしうる数々の難問について、
〈制御不可能性〉と〈不透明性〉を軸に解説する。
新章「ロボット法のゆくえ」を追加した増補版。

DL不可

*1031274398*
わかりやすいロボットシステム入門

メカニズムから制御 ,システムまで
松日楽信人
（まつひら・のぶと）
共著
オーム社

改訂3版

大明準治
（おおあき・じゅんじ）
共著

メカニズムからセンサ、アクチュエータ、運動制御、知能化、課題と将来までを
具体的に解説したロボットシステムの入門書。市場変化、普及した測域センサ、
IoT、AIなどについて追記した改訂3版。

実践ロボット制御 基礎から動力学まで

電気工学
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット マワ 212p
冊子版 978-4-274-22497-3 2020.02
DL不可

*1032336447*
電気工学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット ホジ 168p
ロボッ
トアームの制御を解説。多自由度化するロボッ
トの制御を実践することを念頭に、 冊子版 978-4-274-22430-0 2019.11
細田耕
（ほそだ・こう）
著 アールティ協力
オーム社

解析的計算の詳述や数値計算の工夫を踏まえながら、ロボット制御技術を整理して、
実装レベルを踏まえて解説する。

DL不可

*1032336433*
詳解確率ロボティクス Pythonによる基礎アルゴリズムの実装
上田隆一
（うえだ・りゅういち）
著
講談社

確率をロボットの認識機能や制御に用いることを考える分野「確率ロボティクス」
の入門書。Jupyter Notebook の上にシミュレータを作り、シミュレータの中のロボッ
トのためにPython でコードを書く。

電気工学
同時アクセス1 7,800円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット ウシ 388p
冊子版 978-4-06-517006-9 2019.10
DL不可 EPUB

*1031866369*
身体運動とロボティクス 〈ロボティクスシリーズ 18〉

電気工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット カシ 132p
ロボットと身体で関連する運動の計測と解析法について解説。さらに、スポーツ科学・ 冊子版 978-4-339-04529-1 2019.05
川村貞夫
（かわむら・さだお）
編著
コロナ 社

小澤隆太
（おざわ・りゅうた）
ほか共著

運動科学からのアプローチによる運動の巧みさ研究や、ロボティクスからのアプロー
チによる運動の巧みさ研究を紹介する。

DL不可

*1032310366*
図解シーケンス制御の考え方・読み方 初歩から実際まで 第5版
大浜庄司
（おおはま・しょうじ）
著
東京電機大学出版局

シーケンス制御の実務入門書。シーケンス制御に関する基礎的な知識から実際の
設備、装置における具体的な制御に至るまでを系統立てて詳細に解説する。電気
用図記号を細部にわたり見直した第5版。

電気工学
同時アクセス1 7,672円 + 税
同時アクセス3 11,509円 + 税
分類◎548.3 件名◎シーケンス制御 オズ
238p
冊子版 978-4-501-11840-2 2020.03

*1032326666*
クルマとヒコーキで学ぶ制御工学の基礎
綱島均
（つなしま・ひとし）
共著
コロナ 社

中代重幸
（なかだい・しげゆき）
共著

自動車や航空機を取り上げ、制御工学に必要な項目を、具体的にイメージしやすい
ように解説する。制御工学を学習するのに必要な基礎数学も掲載。章末問題付き。

電気工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎548.31 件名◎制御理論 ■ク
189p
冊子版 978-4-339-03200-0 2011.03
DL不可

*1031840275*
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システム制御工学演習 〈システム制御工学シリーズ 6〉

電気工学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎548.31 件名◎制御理論 スシ
古典制御および現代制御の演習書。古典制御の部分では、ほぼすべての演習に 261p
おいて計算結果のグラフを掲載し、現代制御の部分では、計算結果の再現に必 冊子版 978-4-339-03306-9 2014.09

杉江俊治
（すぎえ・としはる）
共著
コロナ 社

梶原宏之
（かじわら・ひろゆき）
共著

要なプログラムを明示する。演習問題も掲載。

DL不可

*1031840285*
ハイブリッドシステムの制御 〈システム制御工学シリーズ 20〉
井村順一
（いむら・じゅんいち）
共著
コロナ 社

東俊一
（あずま・しゅんいち）
共著

ハイブリッドシステムの制御に関する基礎理論を体系的に講述した入門書。連続
値と離散値の信号が混在したハイブリッドシステムのモデリング、解析、制御、
応用について解説する。章末に演習問題つき。

電気工学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎548.31 件名◎制御理論 ■ ハ
225p
冊子版 978-4-339-03320-5 2014.01
DL不可

*1031840288*
フィードバック制御の基礎と応用

電気工学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎548.31 件名◎フィードバック制御
光 サーボ 機構によるコンパクトディスク（CD）、磁気浮上によるリニアガイド、変 セフ 182p
位振動計などに対するフィードバック制御の著者らが手掛けた応用例を紹介しながら、 冊子版 978-4-339-03207-9 2013.10

背戸一登
（せと・かずと）
共著
コロナ 社

渡辺亨
（わたなべ・とおる）
共著

フィードバック制御の基礎知識と応用を解説する。

DL不可

*1031840277*
自動制御理論 新装版

電気工学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 10,725円 + 税
分類◎548.31 件名◎制御理論 ヒジ
自動制御理論の中で最も基本となるフィードバック制御を主題としたテキスト。数学 215p
的な基礎から制御系設計までをわかりやすく解説する。例題・演習問題も豊富に掲載。 冊子版 978-4-627-72642-0 2019.10
樋口龍雄
（ひぐち・たつお）
著
森北出版

*1030990084*
線形システム解析 〈システム制御工学シリーズ 19〉
汐月哲夫
（しおつき・てつお）
著
コロナ 社

制御理論の基本的ツールである状態空間表現について、その作り方、解き方、読
み方、使い方の基礎となる概念と手法を解説したテキスト。演習問題も収録。

電気工学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎548.31 件名◎制御理論 シセ
226p
冊子版 978-4-339-03319-9 2011.04
DL不可

*1031840287*
多変数システム制御 〈システム制御工学シリーズ 9〉

電気工学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎548.31 件名◎制御理論 イタ
多変数システム制御の基本として、制御対象の状態方程式表現に基づく制御系 176p
設計法の概要を、哲学から理論的成果および制御系設計例までという形でまとめる。 冊子版 978-4-339-03309-0 2010.05

池田雅夫
（いけだ・まさお）
共著
コロナ 社

藤崎泰正
（ふじさき・やすまさ）
共著

DL不可

*1031840286*
シミュレーションと数値計算の基礎 〈シリーズ知能機械工学 8〉
山田宏尚
（やまだ・ひろなお）
著
共立出版

大坪克俊
（おおつぼ・かつとし）
著

シミュレーションの概 要と数 値 計 算の基 礎 事 項 が 学 べるテキスト。C 言 語、
MATLAB、EXCELによるプログラム例を示しながら、アルゴリズムの理解に重
点を置いて解説。各章末に演習問題も掲載。

電気工学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎548.7 件名◎シミュレーション ヤシ
209p
冊子版 978-4-320-08226-7 2018.09

*1031340542*
44

スピントロニクス SPINTRONICS 〈シリーズ21世紀の物性〉

電気工学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎549 件名◎スピントロニクス マス
今世紀初めから急速に発展し、物理学の広い分野にすそ野を広げているスピント 154p
ロニクス。スピントロニクスの基礎から最先端の研究までを予備知識なしでも理解 冊子版 978-4-535-78825-1 2019.09
前川禎通
（まえかわ・さだみち）
著
日本評論社

堤康雅
（つつみ・やすまさ）
著

できるようわかりやすく解説する。

*1031927297*
アナログ電子回路 集積回路化時代の 第2版

電気工学

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎549.3 件名◎電子回路 フア
アナログ電子回路のテキスト。具体的数値を含んだ多数の例を交えて解説し、ト 256p
ランジスタ回路、集積回路の解析設計へとつながることを目標とする。各章末に演 冊子版 978-4-274-22432-4 2019.10
藤井信生
（ふじい・のぶお）
著
オーム社

習問題も収録。全体を見直した第2版。

DL不可

*1032336432*
ディジタル 電子回路 集積回路化時代の 第2版

電気工学

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎549.3 件名◎電子回路 フデ
MOSトランジスタを主体に、デ バイスからの論理回路の組み立てについて述べる 208p
と共に、論理回路の解析、設計を解説。各章末に演習問題も収録。ディジタル 冊子版 978-4-274-22496-6 2020.02
藤井信生
（ふじい・のぶお）
著
オーム社

集積回路の設計、製造に有用なFPGAに関する記述を追加した第2版。

DL不可

*1032336448*
共振形スイッチングコンバータの基礎
落合政司
（おちあい・まさし）
著
オーム社

矩形波コンバータに比較して、効率が良くノイズが少ないため、近年使用する機
器が増えてきた共振形コンバータ。その基礎知識と、電流共振形コンバータに展
開するために必要な技術を解説する。

電気工学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎549.3 件名◎電源装置 オキ
212p
冊子版 978-4-274-22409-6 2019.08
DL不可

*1032336444*
論理回路講義ノート

電気工学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎549.3 件名◎論理回路 クロ
アナログ信号からディジタル信号への変換に関する記述を最小限にとどめ、グレイ 131p
符号などの符号に関する記述を充実。書き込み式。
冊子版 978-4-339-00913-2 2018.09

工藤栄亮
（くどう・えいすけ）
著
コロナ 社

DL不可

*1030990123*
太陽電池のエネルギー変換効率
喜多隆
（きた・たかし）
編著
コロナ 社

太陽電池と化学電池の発電原理をはじめ、完全理想モデルの太陽電池変換効率
や太陽電池効率の実際の計算、理想条件の限界などを解説。半導体の基礎も説
明する。

電気工学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎549.51 件名◎太陽電池 キタ
177p
冊子版 978-4-339-00842-5 2012.10
DL不可

*1031840256*
有機薄膜太陽電池の研究最前線 Cutting‐edge Research

電気工学

in Organic Thin‐film Solar Cells 〈エレクトロニクスシリーズ〉

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
松尾豊
（まつお・ゆたか）
監修
分類◎549.51 件名◎有機薄膜太陽電
シーエムシー出版
池 ■ユ 257p
有機薄膜太陽電池の研究について最新の情報をまとめる。最近の材料開発のトレ 冊子版 978-4-7813-0600-1 2012.07

ンド、有機薄膜中の構造制御へ向けた挑戦、それをサポートする解析・評価手法
の進展、新しいデバイス構造の創出へ向けた取り組みなどを取り上げる。

*1030893621*
45

量子ドット太陽電池の最前線

Frontiers of Quantum Dot Solar Cells 〈エレクトロニクスシリーズ〉
豊田太郎
（とよだ・たろう）
監修
シーエムシー出版

化学 サイドを中心とした、量子ドット太陽電池・材料の解説書。量子ドット増感太
陽電池の現状、量子ドットの作製、太陽電池への応用、海外の研究動向など、
最先端の話題に絞って論じる。

FPGAによるPLL モーション制御

電気工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎549.51 件名◎太陽電池 ■リ
215p
冊子版 978-4-7813-0628-5 2012.10

*1030893629*
電気工学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎549.7 件名◎集積回路 マエ
ソフトウェアのように回路構成を書き換えることができるFPGAを用いて、PLL モータ 179p
制御回路の設計と実現を解説。ディジタル回路の基本から、FPGAによる応用回 冊子版 978-4-274-22370-9 2019.06
町田秀和
（まちだ・ひでかず）
著
オーム社

路の設計、PLL モーション制御までを取り上げる。

DL不可

*1032336440*
FPGA 時代に学ぶ集積回路のしくみ

電気工学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎549.7 件名◎集積回路 ウエ
FPGA の広がりにより広い分野で学ばれているディジタル集積回路の初学者に向け 196p
たテキスト。集積回路の中身が動作するしくみから設計の仕方まで基本的な内容を 冊子版 978-4-339-00924-8 2019.06

宇佐美公良
（うさみ・きみよし）
著
コロナ 社

解説。章末問題も掲載。

DL不可

*1032433746*
ALD〈原子層堆積〉によるエネルギー変換 デバイス

電気工学

同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
分類◎549.8 件名◎薄膜 ■エ 264,7p
太陽光、電気、熱などのエネルギーの相互変換に携わる研究者・技術者に向けて、 図版46p
著しい発展を見せているALD 法（原子層堆積法）によってなし得る事柄を紹介。 冊子版 978-4-86043-565-3 2018.11

Julien Bachmann 原著編
エヌ・ティー・エス

鈴木雄二
（すずき・ゆうじ）
監訳

ALD 法の詳細と具体的適用例を解説する。

*1030871159*
ゼロからわかる回路シミュレータPSIM 入門

電気工学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎549.8 件名◎パワーエレクトロニク
パワーエレクトロニクス技術の研究開発現場で広く普及している回路シミュレータ ス ■ゼ 183p
「PSIM」の使い方と、パワーエレクトロニクス技術の基礎を、初心者にもわかる 冊子版 978-4-339-00921-7 2019.06
日本 パワーエレクトロニクス協会編
コロナ 社

よう解説する。

*1032310364*
絵ときでわかるパワーエレクトロニクス 改訂2版

電気工学

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎549.8 件名◎パワーエレクトロニク
パワーエレクトロニクス入門用のテキスト。電力用半導体素子、電子回路と制御 ス コエ 180p
の基礎、パワーエレクトロニクスの基本回路や活躍場所などについて、具体的な 冊子版 978-4-274-22431-7 2019.10

粉川昌巳
（こがわ・まさみ）
著
オーム社

方法や回路構成を、2色刷りの図解も加えて、わかりやすく説明する。

DL不可

*1032336429*
基礎から学ぶ半導体電子 デバイス

電気工学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 10,312円 + 税
分類◎549.8 件名◎半導体 オキ 177p
半導体の概念からデバイスの基本動作までを丁寧に解説。物理現象を順を追って 冊子版 978-4-627-77621-0 2019.10
大谷直毅
（おおたに・なおき）
著
森北出版

平易に説明しているので、ミクロな現象の本質を定性的に理解できる。数式の展開
を丁寧にするとともに、省略されがちな内容を付録にまとめる。

*1030990085*
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フォトニクスの基礎 Basics of Photonics

電気工学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎549.95 件名◎オプトエレクトロニク
光波を用いた幅広い技術分野を含む「フォトニクス」のテキスト。基本的な光学 ス エフ 189p
や受動素子から、半導体レーザを中心とした発光・受動素子、光通信などの先端 冊子版 978-4-339-00922-4 2019.06

榎原晃
（えのきはら・あきら）
共著
コロナ 社

川西哲也
（かわにし・てつや）
共著

的な応用技術までを解説する。演習問題も収録。

DL不可

*1032310365*
光エレクトロニクス入門 新版
（光エレクトロニクス教科書シ
リーズ 1）
（※）
西原 浩
コロナ 社

レーザ 光の基礎について物理的意味が理解できるよう配慮し，重要なレーザ 応用技
術についても工夫した図を用いて平易に解説した。新版に際して，光メモリに関す
るブルーレイや光通信に関するFTTH や光配線など内容を一新した。

走査透過電子顕微鏡の物理

Physics of Scanning Transmission Electron Microscopes
〈基本法則から読み解く物理学最前線 20〉
田中信夫
（たなか・のぶお）
著
共立出版

著しい発展を遂げる走査透過電子顕微鏡（STEM）の基礎と応用を、19世紀末
から始まった原始物理学の進歩や光学の進展と共に記述し、最新の成果を紹介す
る。用語・人名索引付き。

" 巧みさ"とロボットの力学 プレミアムブックス版

電気工学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-339-01151-7

2013

DL不可

*1031840263*
電気工学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎549.97 件名◎電子顕微鏡 タソ
161p
冊子版 978-4-320-03540-9 2018.08

*1030990118*
電気工学

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
分類◎
目標物に向けて手を伸ばしたり、物を掴んだりするような動作を多関節・多自由度な 冊子版 978-4-8399-5677-6
有本 , 卓
マイナビ出版

ロボットで実現するには、動作を生み出す「プログラム( 計算式 )」が必要です。
そして、そのプログラムを記述する時、逆運動学の不良設定性が問題となります。
本書では、ロボットが自然にこの問題を解消するための数学的道筋に言及し、「巧
みさ」の源泉を探ります。

コンピュータ概論 改訂（※）

2016

*1031115561*
電気工学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
コンピュータの仕組みを理解する上で必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワー 冊子版 978-4-339-02891-1
半谷 , 精一郎
コロナ 社

クに関する知識を最新の技術を交えながら解説する。改訂にあたり、AI や仮想化
技術、SNS やクラウド等、新しい基盤技術に関する章を設けた。

2019

DL不可

*1031873833*
自律ロボット概論 プレミアムブックス版
ジョージ A. ベーキー
マイナビ出版

自 律 ロ ボ ット の 総 合 的 入 門 書『Autonomous Robots, From Biological
Inspiration to Implementation and Control』の日本語版。自律ロボットの過去
から現代におけるおよそ20年間の研究の軌跡と将来的な展望を、実際のロボットを
紹介しながら説明します。

海洋・海事史事典 トピックス古代 -2014

電気工学
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 46,750円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5671-4

2016

*1031115590*
海洋工学、船舶工学

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R550.32 件名◎海事－歴史－年
海洋・海事に関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。古代から2014年まで、 表 ■カ 524p
造船、海運、航海、海難事故、潮汐、海底資源など、海洋・海事史に関する重 冊子版 978-4-8169-2519-1 2015.01

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

要なトピックとなる出来事を幅広く収録。

*1032442106*
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世界が隠蔽した日本の核実験成功

核保有こそ安価で確実な抑止力

海洋工学、船舶工学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
矢野義昭
（やの・よしあき）
著
分類◎559.7 件名◎原子爆弾 ヤセ
勉誠出版
257p
インド太平洋の安全と秩序を守るために、日本の核保有容認が必要になっている－。 冊子版 978-4-585-22258-3 2019.10

ロバート・ウィルコックス著「成功していた日本の原爆実験」の記述内容を分野別
に時系列に従い再整理する。

成功していた日本の原爆実験 隠蔽された核開発史
ロバート・ウィルコックス著
勉誠出版

矢野義昭
（やの・よしあき）
訳

日本の核爆弾の開発は、これまで言われてきた水準よりもはるかに前進しており、大
戦終結直前の8月12日に、北朝鮮の興南で核実験にも成功していた－。長らく最高
機密として封印されてきた日本の原爆実験の真実に迫る。

*1031137134*
海洋工学、船舶工学
同時アクセス1 12,430円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎559.7 件名◎原子爆弾 ウセ
33,410p
冊子版 978-4-585-22246-0 2019.08

*1030831383*
スマートマテリアル 産業利用技術

形状記憶材料の変態・塑性挙動のシミュレーション

金属工学、鉱山工学

同時アクセス1 79,200円 + 税
同時アクセス3 118,800円 + 税
分類◎563.8 件名◎形状記憶合金 ■ス
173,4p
スマートマテリアルの代表的な材料の1つ、形状記憶合金を用いたアクチュエータ 冊子版 978-4-86043-533-2 2018.11
佐久間俊雄
（さくま・としお）
著
エヌ・ティー・エス

鈴木章彦
（すずき・あきひこ）
著

やセンサ 機器等の開発に役立つ知識を提供。塑性変形を考慮した単軸構成式に
よるアクチュエータのシミュレーション、一次元相変態モデル等を収録。

レアメタルの最新動向 The Latest Technological Trend of
Rare Metals 〈新材料・新素材シリーズ〉

*1030871160*
金属工学、鉱山工学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎565.8 件名◎レアメタル ■レ
316p
日本の産業にとって重要性が高いレアメタル、あるいは、供給障害や価格高騰によ 冊子版 978-4-7813-0621-6 2012.10
岡部徹
（おかべ・とおる）
監修
シーエムシー出版

野瀬勝弘
（のせ・かつひろ）
監修

り日本の産業がダメージを受ける可能性が高いいくつかのレアメタルを拾い上げて、
その動向をとりまとめる。

ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の応用

*1030893625*
金属工学、鉱山工学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎566.7 件名◎金属表面処理 ■ド
「ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の基礎」の応用編。真空技術からプ 305p
ロセスモニター、炭素系薄膜まで、研究現場や製造現場で基礎技術をベースに 冊子版 978-4-339-04650-2 2016.12
表面技術協会編
コロナ 社

的確にドライプロセスが実施できるよう、工夫して解説する。

*1031840297*
ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の基礎
表面技術協会編
コロナ 社

ドライプロセスの基礎を学ぼうとする初学者のための入門書。ドライプロセスとプ
ラズマに関する概要と歴史的発展過程から、真空とプラズマの基礎、代表的なド
ライプロセスの原理・原則、薄膜・表面評価分析技術までを解説する。

金属工学、鉱山工学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎566.78 件名◎めっき ■ド 198p
冊子版 978-4-339-04631-1 2013.05
DL不可

*1031840296*
北炭夕張炭鉱の悲劇 ―昭和小史―
増谷 , 栄一
彩流社

昭和56年、多くの犠牲者を出した北炭夕張炭鉱事故。閉山の危機に立つ同鉱救
済のため、日本炭鉱労働組合は最後の闘いに臨んだ。エネルギー革命下で起こっ
た事故の底流にあったものは。元北海タイムス記者が悲劇の内側を検証する。

金属工学、鉱山工学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-380-7

*1030945527*
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1996

現代有機工業化学
神戸宣明
（かんべ・のぶあき）
編著
化学同人

化学工業
安田誠
（やすだ・まこと）
編著

生産技術を支える化学反応や触媒技術、分子設計、技術的および社会的関連分
野ならびにその背景などにも言及しながら、工業技術を化学的な視点から解説。演
習問題、コラムも収録。

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 13,310円 + 税
分類◎ 件名◎有機化学工業 ■ゲ 243p
冊子版 978-4-7598-2025-6 2020.06

*1031873827*
マイクロリアクター技術の最前線 R＆D Frontiers in

Microreactor for Production Technology 〈ファインケミカルシリーズ〉

前一廣
（まえ・かずひろ）
監修
シーエムシー出版

マイクロリアクターの基礎学理からデ バイス設計、各分野での適用事例、プロセ
ス化の試みまでを解説。2000年代では想定していなかった数万トン/ 年レベルの
バルク生産を視野にしたリアクター例も収録する。

レアメタルフリー二次電池の最新技術動向

The Latest Technological Trend of Rare Metal‐Free Secondary
Batteries 〈エレクトロニクスシリーズ〉

境哲男
（さかい・てつお）
企画監修
シーエムシー出版

資源戦略上からも急務となっているレアメタルフリー二次電池の開発。豊富なナト
リウムやイオウ系の材料、金属を使用しない有機系正極材料など、高性能化・高
安全性を実現しつつある次世代二次電池の最新技術動向を紹介する。

大容量 Liイオン電池の材料技術と市場展望

材料・セル 設計・コスト・安全性・市場 〈エレクトロニクスシリーズ〉

吉野彰
（よしの・あきら）
監修
シーエムシー出版

菅原秀一
（すがわら・しゅういち）
著

リチウムイオン電池技術の現状分析、課題、今後の開発方向をまとめる。さらに、
電気自動車などの中・大型電池の将来についての市場予測とその背景も解説する。

化学工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎571 件名◎化学装置 ■マ 262p
冊子版 978-4-7813-0587-5 2012.05

*1030893619*
化学工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎572.12 件名◎蓄電池 ■レ
260p
冊子版 978-4-7813-0759-6 2013.03

*1030893643*
化学工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎572.12 件名◎リチウムイオン電池
■ダ 279p
冊子版 978-4-7813-0627-8 2012.08

*1030893626*
Q＆Aで解決化学品の GHS 対応 SDSをつくる本

JIS Z 7252/7253：2019準拠
吉川治彦
（きっかわ・はるひこ）
著
丸善出版

化学品管理に関する法制度や基準、SDS の意義や背景などの基本から、2019年
改正 JISに準拠したSDS・ラベルの作成法まで、最新情報に基づいて丁寧に解説。
作成時の「どうする?」「困った!」にはQ＆A で答える。

これからのビジネスは
「きれいごと」の実践でうまくいく
環境ブランドで日本一になったサラヤの経営

化学工業
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎574 件名◎化学薬品 キキ 150p
冊子版 978-4-621-30421-1 2019.09
DL不可

*1031274455*
化学工業

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎576.5 件名◎サラヤ株式会社 サ
コ 221p
「ヤシノミ洗剤」「ラカントS」などの商品、ボルネオ島での環境保全活動や野生 冊子版 978-4-492-50283-9 2016.09
更家悠介
（さらや・ゆうすけ）
著
東洋経済新報社

動物保護で知られる企業「サラヤ」。大企業がひしめく衛生・環境・健康の分野でニッ
チ市場を開拓し続けてきた「サラヤ」の成功の秘訣を伝える。

高分子の結晶化制御 研究開発の最前線とその応用

〈新材料・新素材シリーズ〉
鞠谷雄士
（きくたに・たけし）
監修
シーエムシー出版

多くの研究が続けられながらも未解明な部分の多い高分子結晶に関して、その最
新知見を網羅。高分子結晶構造の基礎から、結晶構造変化のその場計測による
解析、特殊条件下の結晶化、成形加工における結晶化制御までを解説する。

*1030884611*
化学工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎578 件名◎高分子材料 ■コ
283p
冊子版 978-4-7813-0575-2 2012.07

*1030893615*
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持続可能社会をつくるバイオプラスチック バイオマス材料と

生分解性機能の実用化と普及へ向けて 〈CSJ Current Review 34〉
日本化学会編
化学同人

生分解性プラスチックの微生物学的手法あるいは化学的手法による合成、基礎物
性、高性能部材化技術について解説。今後の新規な海洋生分解性プラスチック
創製に向けた酵素学的観点からの材料設計についても提案する。

我々は生命を創れるのか 合成生物学が生みだしつつあるもの

〈ブルーバックス B-2103〉
藤崎慎吾
（ふじさき・しんご）
著
講談社

研究室で試作される「生」と「死」－。最先端の合成生物学者や宇宙生物学者
たちに連続取材し、
「いのち」の本質を問う。キッチンでできる人工細胞のレシピ付き。
講談社ブルーバックス公式ウェブサイト掲載に書き下ろしを追加。

極限環境生物の産業展開 Industrial Application of

化学工業
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 15,510円 + 税
分類◎ 件名◎生分解性プラスチック ■ジ
179p
冊子版 978-4-7598-1394-4 2020.05

*1031983443*
化学工業
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎579.9 件名◎生物工学 フワ
318p
冊子版 978-4-06-516778-6 2019.08
DL不可 EPUB

*1031408661*
化学工業

Extremophiles 〈バイオテクノロジーシリーズ〉

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
今中忠行
（いまなか・ただゆき）
監修
分類◎579.97 件名◎工業微生物学 ■
シーエムシー出版
キ 305p
極限環境の生物を分離、培養、評価するための基本および特殊技術について解説。 冊子版 978-4-7813-0624-7 2012.08

また、各種の極限環境圏で生息している生物を取り上げ、その特徴や適応機構と
ともに産業への応用について考察する。

生物化学工学の基礎 Basics of Biochemical Engineering

*1030893627*
化学工業

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎579.97 件名◎応用微生物学 マ
数式が多くなりがちな生物化学工学を平易に解説したテキスト。高校レベルの生 セ 214p
物学、基礎的な生物化学・分子生物学を復習するための「基礎」の項目を設ける。 冊子版 978-4-339-06756-9 2018.08

松井徹
（まつい・とおる）
編著
コロナ 社

上田誠
（うえだ・まこと）
共著

各章末に演習問題も掲載。

DL不可

*1030990122*
微生物を活用した新世代の有用物質生産技術

Advanced Technology for Microbiological Production in Japan
〈バイオテクノロジーシリーズ〉
穴澤秀治
（あなざわ・ひではる）
監修
シーエムシー出版

微生物、酵素を用いた物質生産技術について、基盤技術では日本発であることに
特に着目し、応用分野では医薬品、食品、化粧品、環境・エネルギーなどの広
範囲な産業での成果を示す。

よくわかるMicrosoft Word 2019演習問題集

化学工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎579.97 件名◎工業微生物学 ■
ビ 223p
冊子版 978-4-7813-0658-2 2012.09

*1030893631*
製造工業

同時アクセス1 2,722円 + 税
同時アクセス3 5,445円 + 税
分類◎〈582.33〉 件名◎ワード・プロセッ
完成図を参考に自分で考えながら、Word 2019で文書を作成する問題を90レッス サ ■ヨ 162p
ン収録。自分のレベルに合わせて学習できるように、各問題に難易度を明記。学 冊子版 978-4-86510-428-8 2020.06
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

*1032282420*
日本の刃物 研ぎの技法

この1冊を読めば和の刃物の知識と研ぎ方がわかる

大工道具研究会編
誠文堂新光社

刃物の研ぎ、手入れと保管、砥石の知識、研ぎ場の作り方…。刃物研ぎの分野
で働く人たちが、研ぎに対する考え方や研ぐための道具、刃物の切れ味を維持する
ための技術を紹介する。刃物研ぎの基礎講座も収録。
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製造工業
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎581.7 件名◎刃物 ■ニ 160p
冊子版 978-4-416-61970-4 2020.01

*1031629314*

できるWord 思い通り全部入り。 イライラ解消 !

製造工業

同時アクセス1 5,544円 + 税
同時アクセス3 11,088円 + 税
分類◎582.33 件名◎ワード・プロセッサ
Word が勝手なことをするのはなぜ ? 段落番号や行頭文字が付かないように改行し イデ 319p
たい…。最初にしっかり設定して後で楽をする、Wordを思い通りに使いこなすため 冊子版 978-4-295-00846-0 2020.03

石田かのこ
（いしだ・かのこ）
著
インプレス

の糸口をまとめる。

*1032464499*
よくわかるMicrosoft Word 2019ドリル

製造工業

同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎582.33 件名◎ワード・プロセッサ
基礎から応用まで、Word の問題を繰り返し解くことによって、実務に活かせるスキ ■ヨ 115p
ルを習得することを目的とした練習用ドリル。38レッスンを収録。学習ファイルと解 冊子版 978-4-86510-422-6 2020.03
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

答はダウンロードできる。

*1031629245*
よくわかる初心者のための Microsoft Word 2019

製造工業

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎582.33 件名◎ワード・プロセッサ
初心者に向けて、文字の入力、文書の作成や編集、表の作成、画像の挿入など、 ■ヨ 199p
Word 2019の基本的な機能と操作方法をわかりやすく解説する。練習問題や総合 冊子版 978-4-86510-404-2 2019.07
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

問題も掲載。学習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

*1031458187*
世界一やさしいワード2019 文書作成の基本をあっさりマスター!

〈impress mook〉

製造工業

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
分類◎582.33 件名◎ワード・プロセッサ
シンプルな案内状、写真を使ったカラフルなPOP やチラシ、表入りのビジネス文 ■セ 87p
書の作成を通して、ワード2019の使い方をやさしく解説。切り取り式のカタログに載っ 冊子版 978-4-295-00621-3 2019.09
インプレス

ているイラストと、練習用ファイルはダウンロードできる。

*1031338950*
刃物たるべく 職人の昭和
土田昇
（つちだ・のぼる）
著
みすず書房

昭和から平成は、通り過ぎてきた時代は、手でものを作る人々に何を残したのか。
驚異的な技術と視線の清明さを持ちつつ、無名性の中にただ生きた職人たちの姿
を描く。

製造工業
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎583.8 件名◎大工道具 ツハ
303p
冊子版 978-4-622-08892-9 2020.04

*1032310315*
食品・医薬品のおいしさと安全・安心の確保技術

Science and Technology to Produce Deliciousness of Foods/
Medicines and Ensure The Safety 〈食品シリーズ〉
都甲潔
（とこう・きよし）
監修
シーエムシー出版

食のおいしさと安全・安心に関する最新の研究開発、関連技術情報を種々の視点
から解説。食品業界や大学、研究所における「おいしさ作り」の現状を紹介する。

食品におけるGMP・サニテーション

GMP and Sanitation of Food Processing Plants 〈食品シリーズ〉

製造工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎588 件名◎食品加工 ■シ 271p
冊子版 978-4-7813-0608-7 2012.05

*1030893617*
製造工業

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎588.09 件名◎食品工業 ■シ
224p
食品工場におけるGMP・サニテーションの考え方と各種食品への応用についてまと 冊子版 978-4-7813-0707-7 2013.04

藤井建夫
（ふじい・たてお）
編集 日佐和夫
（ひさ・かずお）
編集
シーエムシー出版

める。特に、各種食品における実施例に紙面を割き、ポイントとなる管理事項、考
えられる事故事例と工程管理不良などを具体的に解説する。

*1030893641*
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ビールの自然誌

製造工業

ロブ・デサール 著 イアン・タッターソル 著
勁草書房

ビールについて人類誕生前から現代社会まで、科学的解説とともに紹介した本。2
人の著者がある時は史料を読みこみ、ある時は世界中を旅して、古代の醸造法や
人気のクラフトビールなどに迫る。面白くて意外な話が満載。

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎588.54 件名◎ビール－歴史 デビ
273p
冊子版 978-4-326-75056-6 2020.01

*1031616136*
ぷしゅ よなよなエールがお世話になります

くだらないけど面白い戦略で社員もファンもチームになった話

製造工業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
井手直行
（いで・なおゆき）
著
分類◎588.54 件名◎ヤッホーブルーイン
東洋経済新報社
グ イプ 285p
ずっと赤字だったのに、なぜ11年連続増収増益の会社に変われたのか ? 「よなよな 冊子版 978-4-492-50282-2 2016.04

エール」というビールを看板製品とするヤッホーブルーイングの社長が、数々の奇
跡を起こした挫折と再生のストーリーを紹介する。

ワンピースで世界を変える! 専業主婦が東大安田講堂でオリジ
ナルブランドのファッションショーを開くまで

ブローレンヂ 智世
（ぶろーれんじ ともよ）
著
創元社

男性的な骨格の人が着ても美しく見えるレディース服があったら…。普通の専業主
婦だった著者が、自分のブランドを起ち上げ、前例のない服作りを実現し、東京
大学で歴史的なファッションイベントを開催するまでを語る。

死を招くファッション 服飾とテクノロジーの危険な関係

*1030884623*
製造工業
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎589.2 件名◎ブローレンヂ ブワ
205p
冊子版 978-4-422-10129-3 2020.03
DL不可 EPUB

*1031875592*
製造工業

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎589.2 件名◎ファッション－歴史
19世紀～20世紀前半、科学技術がもたらした革新的ファッションは、数々の悲惨な マシ 236p
できごともひきおこした。歴史的・社会的背景や科学的・医学的側面とともに、ファッ 冊子版 978-4-7598-2014-0 2019.11

アリソン・マシューズ・デーヴィッド著
化学同人

安部恵子
（あべ・けいこ）
訳

ションの犠牲者の物語を示す。

*1031340537*
仕事文具 THE STATIONERY GUIDE FOR WORKING
土橋正
（つちはし・ただし）
著
東洋経済新報社

情報をインプットする、アイディア発想をサポートする、プレゼンをスマートにする、
A4書類を快適に持ち歩く…。仕事の創造性を高め、パフォーマンスをアップさせる
文具全235アイテムを、ビジネスシーンごとに紹介する。

製造工業
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎589.73 件名◎文房具 ツシ 246p
冊子版 978-4-492-04588-6 2016.04

*1030884657*
マンガでわかる無理をしない介護

もしもの時に必ず役立つ「はじめての家族介護」基本・知識・実践法

家政学、生活科学

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 フマ
175p
介護に関する基本的な事柄をマンガとともにわかりやすく説明。介護保険の手続き・ 冊子版 978-4-416-61894-3 2019.08
福辺節子
（ふくべ・せつこ）
著
誠文堂新光社

代居真知子
（よすえ・まちこ）
著

サービス内容、費用、医療、介護方法等について解説し、何年か続く介護生活
に必要な知識、そして最期を迎えるまでの大まかな流れも紹介する。

ワインの図鑑ミニ 世界のワイン209本とワインの香りと味わいを
楽しむための知識が満載 〈マイナビ文庫 093〉

君嶋哲至
（きみじま・さとし）
監修
マイナビ出版

世界中のワインの香りや味わいを、ブドウの品種・産地別に詳しく解説。歴史や造
り方、正しい抜栓法、テイスティングの仕方、美味しく飲むためのワイングッズなど
も紹介します。
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*1031629302*
家政学、生活科学
同時アクセス1 2,543円 + 税
同時アクセス3 6,359円 + 税
分類◎ B588.55 件名◎ぶどう酒 ■ワ
285p
冊子版 978-4-8399-6776-5 2019.02

*1031115598*

わたしの「狭い暮らし」ルール 余白で叶える、スッキリ空間

家政学、生活科学

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎590 件名◎家政 ■ワ 143p
ワゴンやテーブルをキッチンの一部としてフル活用、場面に応じて何通りにも使え 冊子版 978-4-295-00791-3 2019.11
インプレス書籍編集部編
インプレス

る家具選び、広々と快適な空間を叶えるスッキリ収納術…。インスタグラマー19人
が「狭い部屋」での暮らしを心地よくする工夫を紹介する。

*1031137154*
OKUDAIRA BASE自分を楽しむ衣食住

25歳、東京、一人暮らし。月15万円で快適に暮らすアイデアとコツ

奥平眞司
（おくだいら・まさし）
著
誠文堂新光社

暮らし系 ユーチューバー「OKUDAIRA BASE」が提案するあたらしい暮らしのヒ
ント集。暮らし方や時間の使い方、それらの背後にある考え方を中心に、動画で
は紹介していない仕事や家族、お金、将来のことを紹介する。

西村玲子の絵と手とことば REIKO'S CREATION from 1970

家政学、生活科学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎ 件名◎生活 オオ 127p
冊子版 978-4-416-62001-4 2020.05

*1032326720*
家政学、生活科学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎590.4 件名◎生活 ニニ 271p
西村玲子の創作活動のすべてがわかる一冊。毎日の暮らし、お気に入りのファッショ 冊子版 978-4-416-61967-4 2019.10
西村玲子
（にしむら・れいこ）
著
誠文堂新光社

ン、旅の思い出といったテーマごとに、40数年にわたるイラスト、手作り、エッセイ
を選りすぐってまとめる。未発表作品も掲載。

*1031629309*
甘え体質をたたき直す! お金の〈ドSレッスン〉

節約せずに勝手にお金が貯まる人になる
田口智隆
（たぐち・ともたか）
著
誠文堂新光社

山本あり
（やまもと・あり）
まんが

「お金が貯まらないのは、給料が安いから」そんな甘え体質の人に向けて、グサッ
と刺さる“ドS”アプローチで、貯蓄ゼロでも「プチ投資生活」に簡単にランクアッ
プする方法をまんがとともに伝える。

子育てママのゆるっと貯金 BOOK 貯める締める見直す

家政学、生活科学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎591 件名◎家庭経済 タア 191p
冊子版 978-4-416-51976-9 2019.12

*1031629313*
家政学、生活科学

〈impress mook〉

同時アクセス1 2,937円 + 税
同時アクセス3 5,874円 + 税
インプレス
分類◎591 件名◎家庭経済 ■コ 111p
時間のない、子育てママのための貯金ガイド。貯める・締める・見直すの3つのカ 冊子版 978-4-295-00801-9 2019.12

テゴリーで、幸せに暮らすために必要なお金の貯め方や節約方法を紹介する。「わ
たしのマネーLIFEシート」付き。

人生にお金はいくら必要か 増補改訂版

*1032464516*
家政学、生活科学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎591 件名◎家庭経済 ヤジ 224p
毎月いくら貯蓄すれば老後の不安は解消するのか。「老後資金2000万円問題」を 冊子版 978-4-492-73353-0 2019.11
山崎元
（やまざき・はじめ）
著
東洋経済新報社

岩城みずほ
（いわき・みずほ）
著

どう理解すべきかを説明し、自分の数字でお金の必要額を計算する「人生設計の
基本公式」とその使い方を解説。将来の年金額の推計方法も伝える。

*1031137219*
木工手道具の基礎と実践

道具の種類・特徴から刃研ぎや仕込みの技術までをすべて網羅

大工道具研究会編
誠文堂新光社

木工作のための技術指導書。木工を始めるにあたり必要な道具の種類・特徴や使
い方、刃研ぎや仕込みの技術、作業の基本や治具・定規の製作手順などを詳細
な写真やイラストとともに解説する。

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎592.7 件名◎木工 ■モ 175p
冊子版 978-4-416-61742-7 2017.06

*1031629290*
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異素材フラワーデザイン図鑑200

プリザーブド・アーティフィシャル・ドライ
フローリスト編集部編
誠文堂新光社

生花とは異なる魅力を持つ3つの異素材、プリザーブド、アーティフィシャル、ドライ。
雑誌『フローリスト』に掲載されたプロレベルの作品群を、使用したテクニックや
花材合わせのワンポイントとともに紹介します。

すりながしのレシピ 旬野菜とだしで作るからだにやさしい日本のスープ
長島博
（ながしま・ひろし）
著
誠文堂新光社

バターやクリームを使わず、野菜などの食材をだしでのばして作る日本のスープ、す
りながし。枝豆、大根から豆腐、サバ缶まで。あらゆる食材で作れ、離乳食や介
護食にも最適な、すりながし70レシピを紹介。

家政学、生活科学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎594.8 件名◎造花 ■イ 318p
冊子版 978-4-416-61716-8 2017.04

*1032326706*
家政学、生活科学
同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎596 件名◎スープ ナス 127p
冊子版 978-4-416-61882-0 2018.10

*1032326723*
愛しいおかず 食いしんぼう編集者も夢中になった

家政学、生活科学

同時アクセス1 3,190円 + 税
同時アクセス3 4,730円 + 税
分類◎596 件名◎料理 ウイ 95p
トマトと卵のいため物、キャベツの回鍋肉…。シンプルで作りやすく、なんといって 冊子版 978-4-7895-4752-9 2020.01
ウーウェン料理
女子栄養大学出版部

もおいしい !『栄養と料理』などに登場したウー・ウェンさんの料理のうち、料理編
集者たちが何度も作り続ける料理を集めて紹介します。

*1031986266*
世界のスープ図鑑 独自の組み合わせが楽しいご当地レシピ317

家政学、生活科学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎596 件名◎スープ サセ 375p
手軽に作れて、野菜や肉などの食材を1品で摂れる「スープ」。アイルランドのギネス・ 冊子版 978-4-416-51953-0 2019.11
佐藤政人
（さとう・まさひと）
著
誠文堂新光社

スープ、スペインのガスパッチョ、中国のジーユータンなど、世界各地で食される様々
なご当地スープを、レシピ付きで紹介します。

*1031629305*
村上祥子のシニア料理教室 人気レシピ集めました!
村上祥子
（むらかみ・さちこ）
著
女子栄養大学出版部

年をとっても元気に動ける体作りは、食事のとり方しだい。シニアに向けた料理教
室で人気の「早、うま、簡単」で「栄養しっかり」のレシピを紹介します。食べ
やすくするヒントも満載。『栄養と料理』連載をもとに書籍化。

家政学、生活科学
同時アクセス1 3,190円 + 税
同時アクセス3 4,730円 + 税
分類◎596 件名◎料理 ムム 135p
冊子版 978-4-7895-4833-5 2020.01

*1031986267*
朝ごはんのアイデア365日

組み合わせ＆アレンジで、レパートリーがいっきに増える!

森田佐和子
（もりた・さわこ）
著
誠文堂新光社

「朝ごはんをちゃんと作りたい、しっかり食べたい」の想いをかんたんに実現できるレ
シピ集。主食・おかず・汁物や常備菜と、それぞれのアレンジアイデアを紹介する。
ドリンク・デザートのアレンジアイデアも掲載。

野菜たっぷり具だくさんの主役スープ150 これ1品で献立いらず !

家政学、生活科学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎596 件名◎料理 モア 111p
冊子版 978-4-416-61663-5 2016.05

*1032326721*
家政学、生活科学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎596 件名◎スープ エヤ 191p
クラムチャウダー、ゆずと湯葉のすまし汁、グリーンカレースープ、スンドゥブ、マスカッ 冊子版 978-4-416-71715-8 2017.10
エダジュン著
誠文堂新光社

トとキウイのスープ…。洋風からエスニック、フルーツスープまで、食卓でメインと
なるスープレシピとアレンジレシピ150点を紹介する。

*1032326722*
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世界の郷土料理事典 全世界各国・300地域料理の作り方を通し

て知る歴史、文化、宗教の食規定
青木ゆり子
（あおき・ゆりこ）
著
誠文堂新光社

郷土料理研究家・青木ゆり子によるレシピ集。全世界各国・300地域の料理の材
料や作り方を紹介する。ほか、料理の背景にある歴史や文化、今考えたい食の国
際儀礼や宗教の食規定などもわかりやすく解説する。

すしのサイエンス おいしさを作り出す理論と技術が見える
高橋潤
（たかはし・じゅん）
技術指導
誠文堂新光社

佐藤秀美
（さとう・ひでみ）
監修

すし飯にすしダネをのせて握るというシンプルな作業ながら、握り手の個性が顕著
に出ることが、すしの魅力であり醍醐味。すしをおいしくするために必要な知識とは?
技術とは? 科学の目で迫る。

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎ 件名◎料理 アセ 303p
冊子版 978-4-416-62017-5 2020.06

*1032326726*
家政学、生活科学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎596.21 件名◎すし ■ス 239p
冊子版 978-4-416-51877-9 2020.02

*1032326725*
精進料理紀行 ―全国「味とこころ」の寺巡り―
（オフサイド・
ブックス 26）
藤岡 , 良
彩流社

精進料理は究極のスローフードだ！ 本物の素材、惜しみない手間暇、一切を無駄
にしないこころ——を求めて、全国九十六寺を巡る。創意工夫に満ちた料理と贅沢
な時間を楽しむ旅の提案。写真多数、旅のデータ、旅で学んだレシピ付き。

タイ料理大全 家庭料理・地方料理・宮廷料理の調理技術から食材、
食文化まで。本場のレシピ100

家政学、生活科学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-626-6

2003

*1031164242*
家政学、生活科学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎596.22 件名◎料理
（タイ）■タ
207p
タイの家庭料理や定番料理から、地方料理、宮廷料理まで厳選100レシピを紹介。 冊子版 978-4-416-51800-7 2018.01
味澤 ペンシー
（あじさわ・ぺんしー）
著 ヴィチアン・リアムテッド著
誠文堂新光社

タイ料理の歴史や食文化に関する読み物、食材の解説なども数多く盛り込む。

*1031629289*
ドイツ修道院のハーブ料理

中世の聖女、ヒルデガルトの薬草学をひもとく

家政学、生活科学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎596.23 件名◎料理
（西洋）
－ドイ
ツ ノド 143p
12世紀ドイツの修道女で、医学、薬草学に基づいた数々の健康料理を指南したヒ 冊子版 978-4-416-71527-7 2016.01
野田浩資
（のだ・ひろし）
著
誠文堂新光社

ルデガルト・フォン・ビンゲン。そのハーブレシピを、日本の家庭でも作りやすいよう
に再現。現代の健康医学につながるエピソードも満載。

卵とパンの組み立て方 卵サンドの探求と料理・デザートへの応用
ナガタユイ著
誠文堂新光社

ゆで卵、卵焼きなど基本の卵料理と食 パンを組み合わせた卵 サンドをはじめ、「卵
が名脇役」となった世界のサンドイッチ、パンに合う「世界の卵料理」、「パンと
卵のデザート」など、多彩なメニューを徹底分析する。

*1031629291*
家政学、生活科学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎596.3 件名◎卵 ナタ 191p
冊子版 978-4-416-61840-0 2019.02

*1032326724*
イタリア肉料理の発想と組み立て カルネヤ流肉の魅力を引き
出すアイデアと技術。下処理、火入れ、熟成肉まで

高山いさ己
（たかやま・いさみ）
著
誠文堂新光社

肉専門のイタリアン「カルネヤ」のオーナーシェフが教える、肉の魅力を引き出す
アイデアと技術。和牛、熟成牛、羊、豚、鶏・鴨、内臓（モツ）などの調理の
考え方、下処理の方法、それらを使ったレシピを紹介する。

家政学、生活科学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎596.33 件名◎料理－肉 タイ
207p
冊子版 978-4-416-51974-5 2019.03

*1031629295*
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ドイツパン大全 100以上におよぶパンの紹介をはじめ、材料、作り
方、歴史や文化背景、食べ方やトレンドまでを網羅

森本智子
（もりもと・ともこ）
著
誠文堂新光社

バラエティ豊かなドイツパンのうち100種以上を「大型パン」
「小型パン」
「祝いパン」
「菓子 パン」にジャンル分けして、レシピと特徴を解説。材料、食べ方、保存方
法、パンにまつわるドイツの食文化や歴史背景なども紹介。

ハンバーガーの発想と組み立て

HOW TO COOK A GOURMET BURGER

家政学、生活科学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎596.63 件名◎パン モド 223p
冊子版 978-4-416-51731-4 2017.06

*1031629288*
家政学、生活科学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
白根智彦
（しらね・ともひこ）
著 吉澤清太
（よしざわ・せいた）
技術監修
分類◎596.63 件名◎ ハンバーガー シハ
誠文堂新光社
208p
日本で独自の進化を遂げる「グルメバーガー」の世界を、豊富な資料と分析的な 冊子版 978-4-416-51907-3 2018.12

オペレーションで紹介。ハンバーガー界のレジェンドが、方法論、レシピ、ビルド
表を公開し、ハンバーガーの発想と組み立てを伝える。

イタリア菓子図鑑 お菓子の由来と作り方
佐藤礼子
（さとう・れいこ）
著
誠文堂新光社

粉の味わいを大事にした焼き菓子が豊富で、見た目の素朴さとともに食べ飽きない
おいしさがあるイタリアの郷土菓子。古代ローマから受け継がれるイタリア菓子の
作り方を、歴史・物語とともに紹介する。

*1031629294*
家政学、生活科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎菓子 サイ 239p
冊子版 978-4-416-52014-7 2020.07

*1032326727*
フランス伝統菓子図鑑 お菓子の由来と作り方
山本ゆりこ
（やまもと・ゆりこ）
著
誠文堂新光社

エクレール、クレーム・ブリュレ、バヴァロワ、クグロフ…。フランスの伝統菓子
132種をパティスリ菓子、ビストロ菓子、家庭菓子、地方菓子に分け、それぞれ
のお菓子の歴史と作り方を写真とともに紹介する。

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎596.65 件名◎菓子 ヤフ 239p
冊子版 978-4-416-51964-6 2019.09

*1031629303*
ポルトガル 菓子図鑑 お菓子の由来と作り方

家政学、生活科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎596.65 件名◎菓子 ドポ 239p
カステラをはじめ、日本の洋菓子のルーツといえるポルトガル菓子。初めて口にし 冊子版 978-4-416-71914-5 2019.11

ドゥアルテ智子著
誠文堂新光社

ても懐かしい菓子を101種取り上げ、写真とともにそれぞれの歴史や物語を紹介。
レシピも併記する。

*1031629304*
安心すこやか妊娠・出産ガイド

妊娠・出産のすべてがこの1冊でわかる 改訂4版
関沢明彦
（せきざわ・あきひこ）
監修
メディカ出版

昭和大学病院総合周産期母子医療センター編

この検査は何のため? 検査値が異常と言われてしまったら? 妊娠中から出産後まで
のいろいろな疑問点やトラブルについて解説します。「産婦人科診療ガイドライン：
産科編2020」に準拠。

野菜から始めるやさしいフレンチ離乳食

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ 件名◎妊娠 ■ア 295p
冊子版 978-4-8404-7249-4 2020.06

*1032310395*
家政学、生活科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎599.3 件名◎離乳食 ナヤ 149p
本格フレンチシェフが我が子に作っている離乳食を大公開。タイム風味ニンジン 冊子版 978-4-7791-1614-8 2011.06
中澤敬二
（なかざわ・けいじ）
著＆レシピ
彩流社

のピューレ、鶏ささみ肉とマッシュルームのポタージュなど、一般家庭の食材で簡単
にできる47レシピを収録。大人の料理に応用する方法も掲載。

*1031980193*
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基礎から学ぶ紅茶のすべて

美味しくするテクニックから歴史や産地の話まで
磯淵猛
（いそぶち・たけし）
著
誠文堂新光社

紅茶の歴史や文化から、産地や製茶、健康に役立つ効用、おいしく淹れられるメ
カニズム、バリエーション、ブレンドの作り方まで、わかりやすく解説。紅茶と食べ
物の相性も紹介する。

ヤンキーの虎 新・ジモト経済の支配者たち
藤野英人
（ふじの・ひでと）
著
東洋経済新報社

地方で貪欲にビジネスを広げている経営者たちを「ヤンキーの虎」と名付け、ベ
ンチャー投資家の視点から、地方経済を支える彼らの実態、ビジネス手法を紹介
する。

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎619.8 件名◎紅茶 イキ 255p
冊子版 978-4-416-71638-0 2016.11

*1031629287*
産業
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 フヤ
192p
冊子版 978-4-492-39618-6 2016.04

*1030884656*
地域マーケティングのコンテクスト転換

コンステレーションのための SSR モデル 〈地域 デザイン学会叢書 7〉

産業

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 ■チ
243p
編著者らが構築した地域デザインモデル「ZTCAデザインモデル」を起点にした、 冊子版 978-4-7620-2926-4 2019.08
地域 デザイン学会監修
学文社

原田保
（はらだ・たもつ）
編著

顧客や利用者のエピソードメイクのための「コンステレーションマーケティング」の
モデル化を提言。モデルの展開事例も示す。

地方創生でリッチになろう! 成功する8つの心得

*1030910473*
産業

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 4,675円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 コチ
地方創生は本質を理解すれば、誰もが楽しみながら成果を出せて、住民も地域もリッ 282p
チになる事業である。元商社 マンが地方創生をビジネスとしてプロデュースした 冊子版 978-4-502-29141-8 2019.03
小島慶藏
（こじま・けいぞう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

成果を題材に、成功するための8つの心得を紹介する。

*1031137120*
道の駅の経済学 地域社会の振興と経済活性化

産業

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 マミ
「道の駅」はなぜ地方を活性化できるのか。制度発足後26年間で10倍以上にまで 282p
増加した、地域の創意工夫で運営される「道の駅」の経済的機能と防災機能の 冊子版 978-4-326-50463-3 2019.08
松尾隆策
（まつお・りゅうさく）
著
勁草書房

山口三十四
（やまぐち・みとし）
著

分析を行い、その効果を経済波及効果として分析する。

*1030990061*
地域マネジメント草書 岡山の地域づくりに学ぶ

産業

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎601.175 件名◎地域開発 ■チ
経済・社会・環境を統合的に向上させる、住民・事業者・行政による地域づくりとは。 163p
地域の現状と課題を整理し、先進的な地域づくりが進められている岡山県の取組み 冊子版 978-4-86692-042-9 2019.10

白井信雄
（しらい・のぶお）
編著
大学教育出版

中村聡志
（なかむら・さとし）
編著

を紹介。未来志向の地域マネジメントのあり方を考察する。

*1031272477*
ラストベルト都市の産業と産業政策 地方都市復活への教訓

産業

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎601.53 件名◎産業政策 オラ
企業や人口の流出により衰退に直面した米国の都市は、いかにその惨状を克服し 188p
たか。デトロイト、ピッツバーグ、シカゴなど7都市を題材に、惨状から脱出するた 冊子版 978-4-326-50465-7 2019.09
太田耕史郎
（おおた・こうしろう）
著
勁草書房

めの取り組みを紹介し、地域産業政策の重要性を示唆する。

*1031137117*
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会社四季報業界地図 2021年版

産業

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎ 件名◎日本－産業 ■カ 280p
「会社四季報」記者が、173業界の現状をわかりやすく解説。業界の主要プレーヤー 冊子版 978-4-492-97329-5 2020.09
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

の勢力関係が一目で把握できる地図、業界規模、天気で表す業界の今後の予測、
チェックポイントなども収録する。袋とじ特典シリアル番号付き。

*1032310430*
日本の地域別生産性と格差 R-JIP データベースによる産業別分析

産業

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎602.1 件名◎日本－産業 ■ニ
R-JIP（都道府県別産業生産性）データベースに関する研究をまとめた書。データ 263p
ベースの構築方法と改良の取組みを扱うデータ構築編と、それを使った応用分析と 冊子版 978-4-13-040285-9 2018.08
徳井丞次
（とくい・じょうじ）
編
東京大学出版会

関連研究を紹介するデータ分析編の2部構成。

*1031224180*
台湾の経済発展 キャッチアップ型 ハイテク産業の形成過程

産業

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎602.224 件名◎台湾－産業 アタ
なぜ台湾は「中所得国の罠」や「産業の空洞化」に陥らないで、
「産業の高度化」 247p
を推進することができたのか。半導体・液晶・ノートパソコン産業の発展の秘密を探る。 冊子版 978-4-326-50354-4 2011.09
朝元照雄
（あさもと・てるお）
著
勁草書房

*1032356311*
Unit Girls 単位キャラクター事典

産業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎単位 ホユ 174p
m（メートル）、kg（キログラム）、m/s（メートル毎秒）…。おなじみの単位から 冊子版 978-4-274-50732-8 2020.08

星田直彦
（ほしだ・ただひこ）
文・監修
オーム社

姫川たけお
（ひめかわ・たけお）
イラスト

聞いたこともないような単位まで、120以上の単位を魅力的なキャラクターにして、わ
かりやすく紹介。単位の定義や成り立ちも学べる。

DL不可

*1032433738*
一般計量士・環境計量士国家試験問題解答と解説

法規・管理

平成24年～26年

日本計量振興協会編
コロナ 社

一般計量士・環境計量士の共通科目である「計量関係法規」「計量管理概論」
について、平成24年～26年の全問題、解答と解説を掲載。

産業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
171p
冊子版 978-4-339-03217-8 2015.01

*1031840280*
一般計量士・環境計量士国家試験問題解答と解説

法規・管理

平成27年～29年

産業

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
189p
「一般計量士・環境計量士 国家試験」の共通科目である「計量関係法規」およ 冊子版 978-4-339-03225-3 2017.12
日本計量振興協会編
コロナ 社

び「計量管理概論」について，平成27年～29年の全問題およびそれに対する解答，
ならびに懇切丁寧な解説を掲載。受験者必読の書。

一般計量士国家試験問題解答と解説 一基・計質
平成24年～26年

日本計量振興協会編
コロナ 社

一般計量士の専門科目である「計量に関する基礎知識」「計量器概論及び質量
の計量」の平成24年～26年の全問題、解答と解説を掲載。

*1031840283*
産業
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
162p
冊子版 978-4-339-03215-4 2015.01

*1031840278*
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一般計量士国家試験問題解答と解説 一基・計質
平成27年～29年

日本計量振興協会編
コロナ 社

「一般計量士 国家試験」の専門科目である「計量に関する基礎知識」「計量器
概論及び質量の計量」について，平成27年～29年の全問題およびそれに対する
解答，ならびに懇切丁寧な解説を掲載。受験者必読の書。

人と生態系のダイナミクス 1 農地・草地の歴史と未来
宮下直
（みやした・ただし）
編集
朝倉書店

西廣淳
（にしひろ・じゅん）
編集

人との長年のかかわりあいのなかで形成されてきた代表的な生態系について、その
成り立ちと変遷、現状の課題、課題解決のための取り組みと展望を論じる。1は、
歴史的に不可分の関係にあった農地と草地を取り上げる。

産業
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
155p
冊子版 978-4-339-03223-9 2017.12

*1031840281*
農業
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎468 件名◎生態学 ■ヒ 164p
冊子版 978-4-254-18541-6 2019.07
DL不可

*1032310377*
農業経済学 第5版 〈岩波テキストブックス〉

農業

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎611 件名◎農業経済 エノ 240p
現代の食料・農業問題を理解するための「実態に関する知識」
「経済学的な理論」 冊子版 978-4-00-028922-1 2020.03
荏開津典生
（えがいつ・ふみお）
著
岩波書店

鈴木宣弘
（すずき・のぶひろ）
著

を基礎から理解するためのテキスト。食に関わる問題から、世界と日本の農業問題
まで、最新のデータを用いてわかりやすく説明する。

DL不可

*1031873780*
農業経済学事典

農業

日本農業経済学会編
丸善出版

農業経済学の理解に必要な事項を網羅した事典。300を超える項目を、「農業経
済学のユニークネスと新展開」「農業と技術」「農業経営」「農産物市場と価格
形成」「食品の安全」「世界の農業」など17の章に分けて収録する。

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R611.036 件名◎農業経済－便
覧 ■ノ 23,775p
冊子版 978-4-621-30457-0 2019.11

*1031434061*
農ある世界と地方の眼力 平成末期漫筆集 2
小松泰信
（こまつ・やすのぶ）
著
大学教育出版

元号が変わるだけで、農業、農家、農村そして農協という「農ある世界」の情況
が好転するわけではない。危機感を共有し、力強い一歩を踏み出すことを願って書
き綴った記録。『JAcom・農業協同組合新聞』連載を書籍化。

農業
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎611.04 件名◎農業経済 コノ
180p
冊子版 978-4-86692-049-8 2019.12

*1031537741*
地域再生の論理と主体形成 農業・農村の新たな挑戦

〈早稲田大学学術叢書 054〉

農業

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎611.151 件名◎農村計画 カチ
446p
農と農山村の持続可能性を守り抜くために、ヒトと地域、国は何ができるか。農業・ 冊子版 978-4-657-19701-6 2019.10
柏雅之
（かしわぎ・まさゆき）
編著
早稲田大学出版部

矢口芳生
（やぐち・よしお）
ほか著

農村再生の担い手システムの新たな展開・挑戦の実態を明らかにし、地域の持続
可能性の確保に必要な今後の課題を提起する。

古代日本の国家と土地支配

*1031282239*
農業

同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 47,850円 + 税
分類◎611.221 件名◎土地制度－日本
古代の在地社会の土地慣行を復原し、そこに住む人びとに律令制国家がいかに関 マコ 325,8p
与したのかを追究。班田収授法の理解に必要な大宝田令条文を唐の土地制度と 冊子版 978-4-642-04656-5 2019.10
松田行彦
（まつだ・ゆきひこ）
著
吉川弘文館

比較して分析し、土地をめぐる問題を人と国家との関係で明らかにする。

*1031274383*
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近代中国の食糧事情 食糧の生産・流通・消費と農村経済

〈金沢大学人間社会研究叢書〉
弁納才一
（べんのう・さいいち）
著
丸善出版

日中戦争は、中国の食糧事情をどのように乱し、変えていったのか。中華民国期の
食糧の生産・流通・消費に膨大な統計・資料から迫り、近代中国農村経済史の
全体像構築を図る。

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
三浦秀之
（みうら・ひでゆき）
著
勁草書房

日本はいかにしてコメを含む農 産 物を保 護してきたのか。GATT・ラウンド、
APECにおけるEVSL 協議、日タイEPA 交渉、TPP 交渉の場における日本の農
産物貿易交渉を、2レベル・ゲームモデルの枠組みを用いて考察。

農業
同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 32,175円 + 税
分類◎611.3 件名◎食糧 ベキ 235p
冊子版 978-4-621-30442-6 2019.10

*1031533287*
農業
同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎ 件名◎農業交渉 ミノ 346p
冊子版 978-4-326-50473-2 2020.07

*1032310342*
縄文人の末裔たち ―ヒエと木の実の生活史―新版
畠山 , 剛
彩流社

焼畑や木の実食など「稲作文化」の影に隠れた縄文的食生活の実態を、変貌の
激しい岩手県北上山地でのフィールドワークをとおして復元。失われた山村の伝統
的食生活ともうひとつの「営農」と「食」の可能性を探りつつ、三内丸山縄文人
の主食糧クリ説を批判する。

多機能化する農村のジレンマ

ポスト生産主義後にみるフランス山村変容の地理学

農業
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-552-8

1997

*1032019524*
農業

同時アクセス1 14,960円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎611.9235 件名◎農村－フランス
イタ 251,16p
農村地理学は、生産主義からポスト生産主義へという既存のパラダイムを超えら 冊子版 978-4-326-20060-3 2020.01
市川康夫
（いちかわ・やすお）
著
勁草書房

れるか。世界的な貿易自由化を背景に大きく再編する先進諸国の農村を、「多機能
レジーム」という新たな視点から捉え直す。

半農半林で暮らしを立てる 資金ゼロからの Iターン田舎暮らし入門
市井晴也
（いちい・はるや）
著
築地書館

米作りで分かったこと分からないこと、森林組合の仕事、にわか大工の奮闘…。新
潟の森林組合に飛び込んで、炭焼きを始めて25年。米作りと魚沼杉の育成・生産
で山村生活を送る著者が、4月から3月までの月ごとの生活を綴る。

*1031533224*
農業
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎611.98 件名◎農村 イハ 203p
冊子版 978-4-8067-1595-5 2020.03

*1032279954*
経済発展における共同体・国家・市場

アジア農村の近代化にみる役割の変化

農業

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎612.2 件名◎農業経済 カケ
296p
経済の近代化に伴い、伝統的な村落共同体は機能不全を起こしつつある。潅漑と 冊子版 978-4-535-55930-1 2020.02

加治佐敬
（かじさ・けい）
著
日本評論社

労働の例を用いて共同体・国家・市場の役割の変遷を、緻密な現地調査に基づ
き分析する。

実践土壌学シリーズ 3 土壌生化学
犬伏和之
（いぬぶし・かずゆき）
編
朝倉書店

基礎的な「土壌学」の次のステップとして、さらに実践的な「土壌」の学習を深
められるシリーズ。3は、地域・地球環境に影響を及ぼしうる土壌の生化学的性質
とその役割を解説する。

*1031927312*
農業
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎613.5 件名◎土壌 ■ジ 181p
冊子版 978-4-254-43573-3 2019.02

*1031434064*
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Agricultural Bioinformatics 翻訳版

農業

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎613.6 件名◎農業生物学 ■ア
農業分野でのデータサイエンスの現状を展望する一冊。次世代シークエンサーを 345,13p 図版10p
用いたゲノム解析の現状から、機械学習、クラウドコンピューティングに至るデー 冊子版 978-4-86043-521-9 2018.10

Kavi Kishor P.B. 原著編
エヌ・ティー・エス

Rajib Bandopadhyay 原著編

タサイエンス分野までを紹介する。

*1030871158*
スマート農業

自動走行、ロボット技術、ICT・AI の利活用からデータ連携まで

神成淳司
（しんじょう・あつし）
監修
エヌ・ティー・エス

農業を成長産業化する新たな生産形態として注目されるスマート農業。自動運転
農機、ロボットトラクター、ICT・AI 等の活用技術、農業データ連携基盤などにつ
いて、最新の動向や課題、今後のあり方などを体系的に解説する。

消された
「種子法」
山田正彦
（やまだ・まさひこ）
ほか著
かもがわ出版

農業
同時アクセス1 99,000円 + 税
同時アクセス3 148,500円 + 税
分類◎614.8 件名◎農業機械化 ■ス
399,7p 図版12p
冊子版 978-4-86043-584-4 2019.03

*1030871166*
農業

TPP 交渉差止違憲訴訟の会編

コメ高騰、農薬基準の大幅緩和、あふれる遺伝子組み換え作物…。種子法廃止
の問題点を指摘し、憲法の観点から、種子法廃止が主として生存権などの基本的
人権を侵害して憲法に違反することを明らかにする。

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎615.23 件名◎種子 ■ケ 110p
冊子版 978-4-7803-1057-3 2019.11

*1031657026*
アグリフォトニクス Agri‐Photonics 2

LEDを中心とした植物工場の最新動向 〈バイオテクノロジーシリーズ〉

農業

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎615.7 件名◎植物工場 ■ア
234p
日本で精力的に進められている「LEDと植物育成」に関する研究開発の最前線を 冊子版 978-4-7813-0622-3 2012.11
後藤英司
（ごとう・えいじ）
監修
シーエムシー出版

紹介。植物反応を詳細に調べる基礎研究、生産現場を見据えた栽培試験、植物
育成用照明装置の開発、照明装置の応用などを収録する。

植物たちの戦争 病原体との5億年サバイバルレース

〈ブルーバックス B-2088〉

*1030893624*
農業

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎615.81 件名◎植物病学 ■シ
262p
油断すればすかさず侵入してくる無数の微生物たちと、植物は日々「戦争」をして 冊子版 978-4-06-515216-4 2019.03

日本植物病理学会編著
講談社

いる。植物と病原微生物との戦いを、最新の研究成果をふんだんに織り込んで、
その分子基盤に至るまで詳しく紹介する。

麵の科学 粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ
〈ブルーバックス B-2105〉
山田昌治
（やまだ・まさはる）
著
講談社

うどん、蕎麦、ラーメン、パスタ、素麵…。何が食感をよくし、何が香りや風味の
素となるのか、科学の視点で迫る。さらに、さまざまな実験を通して、麵をよりおいし
く食べるコツの数々を紹介する。

大豆と人間の歴史

満州帝国・マーガリン・熱帯雨林破壊から遺伝子組み換えまで

DL不可 EPUB

*1031408652*
農業
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎619.39 件名◎麵類 ヤメ 238p
冊子版 978-4-06-516745-8 2019.07
DL不可 EPUB

*1031408662*
農業

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎619.6 件名◎だいず
（大豆）
－歴史
デダ 376p
人類が初めて手にした戦略作物、大豆。肥料・飼料、食品・産業素材などとして 冊子版 978-4-8067-1589-4 2019.10

クリスティン・デュボワ著
築地書館

和田佐規子
（わだ・さきこ）
訳

広く使われ、世界中で膨大な量が栽培・取引されている。大豆が人間社会に投げ
かける光と影、グローバル・ビジネスと社会環境被害の実態を描き出す。

*1031272460*
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写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 病害虫対策決定版 !!

園芸

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎626.18 件名◎蔬菜－病虫害 クシ
身近な野菜や果樹に発生しやすい病気や害虫を取り上げ、典型的な症状を写真で 223p
示し、生態や対処方法を解説。薬剤については、有機農産物（オーガニック）栽 冊子版 978-4-416-61828-8 2018.10
草間祐輔
（くさま・ゆうすけ）
著
誠文堂新光社

培で使われる農薬も含めて紹介する。

*1031629293*
楽しく作る、美味しく食べる

有機栽培の家庭菜園・ベランダ菜園入門
加藤俊二
（かとう・としじ）
著
彩流社

吉田恭一
（よしだ・きょういち）
監修

自分たちで食べる野菜をベランダで作ろう! ふるさと農園での野菜作りの実践をもと
に、種まきから収穫の手順までを、写真とQRコードでリンクする映像でわかりやす
く解説。有機農法のキモである土作りにも詳しく触れる。

オーガニック植木屋の剪定術 鳥・虫・草木と楽しむ

園芸
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎家庭菜園 カタ 158p
冊子版 978-4-7791-2667-3 2020.08

*1032019533*
園芸

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎627.7 件名◎庭木 ■オ 189p
無農薬・無化学肥料。除草剤なし! 生き物のにぎわいのある庭をつくろう－。庭木と 冊子版 978-4-8067-1588-7 2019.09

ひきちガーデンサービス著
築地書館

して人気の高い92種の樹木を取り上げ、それぞれの特徴をいかしつつ、病害虫に
かかりにくい手入れ法を写真とともに解説する。

*1031272459*
ブーケ・アレンジメント・スワッグデザイン図鑑300
プロが作った商品 デザインのバリエーションとアイデア

園芸

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎627.9 件名◎花卉装飾 ■ブ
383p
プロのフローリストが制作したブーケ、アレンジメント、スワッグの最新デザイン集。 冊子版 978-4-416-61988-9 2019.05
フローリスト編集部編
誠文堂新光社

作品のメインとなる色を表示するほか、制作意図や花贈りの用途、使用テクニック
などの解説、作品に使用した花材等を付す。

ルネサンス庭園の精神史 権力と知と美のメディア空間

*1032326707*
園芸

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎629.23 件名◎庭園－西洋 クル
ボッティチェッリ〈春〉に描かれたのは、実在の庭だったのか。初期近代イタリアを 352,35p
彩る数々の名苑奇園の内に、当時の自然観や美学、哲学、科学、工学が混淆す 冊子版 978-4-560-09711-3 2019.08
桑木野幸司
（くわきの・こうじ）
著
白水社

る創造的瞬間を見る、新しい文化史。図版も多数収録。

DL不可 EPUB

*1031393883*
プロから学ぶ実践造園図面の描き方

豊富な図面集と実例写真でよくわかる造園図面のテクニック

三橋一夫
（みつはし・かずお）
著
誠文堂新光社

手描きで造園図面を作成するためのノウハウがわかる本。製図に必要な用具や設
計図の種類、樹木や階段などの描き方を解説し、実際につくった庭の図面と写真を
紹介する。用語集も収録。

養蚕と蚕神 近代産業に息づく民俗的想像力
沢辺満智子
（さわべ・まちこ）
著
慶應義塾大学出版会

繊細を極め、人の手を借りなければいけない「お蚕さま」。その飼育を担ったのは
農村の女性たちの熟練した身体的技術と、連綿と受け継がれてきた民俗的想像力
だった。近代産業のもう一つの側面を鮮やかに織り上げた力作。

園芸
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎629.5 件名◎造園 ミプ 191p
冊子版 978-4-416-71328-0 2013.11

*1031629278*
蚕糸業
同時アクセス1 17,270円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎632.1 件名◎蚕糸業－日本 サヨ
307,16p
冊子版 978-4-7664-2644-1 2020.02

*1031616249*
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一緒に作って食べられる犬のごはん

畜産業

うちのワンコはこれ1冊で一生健康生活

同時アクセス1 4,345円 + 税
同時アクセス3 10,862円 + 税
須崎恭彦
（すさき・やすひこ）
監修
分類◎645.63 件名◎いぬ
（犬）
－飼育 ■
マイナビ出版
イ 112p
毎日の献立に使える定番レシピから、不調の原因を取り除く病気予防レシピ、特別 冊子版 978-4-8399-6780-2 2019.02

な日に楽しみたいイベントレシピまで、飼い主と犬が一緒に楽しめる絶品レシピを紹介。
犬のための手作り食の基礎知識、健康チェックシートも掲載。

ねこ語会話帖 猫の言葉をシンプルに理解するためのフォトブック

*1031115594*
畜産業

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎645.7 件名◎ねこ
（猫）
－飼育 ■
猫ってこんなこと考えているんです ! 猫の表情や声、しぐさはどんなメッセージを伝え ネ 127p
ているのかを、写真とともに解説します。猫たちからのメッセージを読み取って、猫 冊子版 978-4-416-51772-7 2017.11
今泉忠明
（いまいずみ・ただあき）
監修
誠文堂新光社

たちともっと仲良くなりましょう。

*1032326729*
チンチラ完全飼育 飼育管理の基本からコミュニケーションの工夫

まで 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉
鈴木理恵
（すずき・りえ）
著
誠文堂新光社

田向健一
（たむかい・けんいち）
医療監修

かわいい姿とふわふわの手触りで人気のげっ歯目の小動物、チンチラとの暮らしを
サポートする飼育書。迎える準備から、飼育の基本、コミュニケーション、健康管
理まで、写真やイラストを交えて解説します。

フクロモモンガ完全飼育 飼育管理の基本、生態、接し方、病気

畜産業
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎645.9 件名◎チンチラ スチ 175p
冊子版 978-4-416-71649-6 2017.01

*1031629279*
畜産業

がよくわかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
大野瑞絵
（おおの・みずえ）
著 三輪恭嗣
（みわ・やすつぐ）
監修
分類◎645.9 件名◎ふくろももんが－飼育
誠文堂新光社
オフ 191p
くりくりとした大きな瞳がかわいい、エキゾチックペットのフクロモモンガ。迎え方から、 冊子版 978-4-416-51942-4 2019.01

住まい、食事、毎日の世話、繁殖、健康と病気まで、フクロモモンガを心身ともに
健康に飼育するための方法を紹介。写真も多数掲載する。

モルモット完全飼育 飼い方の基本から接し方、生態、医学までわ

*1031629285*
畜産業

かる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
大崎典子
（おおさき・のりこ）
著 角田満
（つのだ・みつる）
監修
分類◎645.9 件名◎モルモット オモ
誠文堂新光社
189p
小さくて丸い体で、つぶらな瞳をきらきらさせながら澄んだ声で話してくれるモルモット 冊子版 978-4-416-71505-5 2015.12

たち。その飼い方や病気について、わからないことや確認したいことがあった時、ふ
と紐解けるように、モルモットの情報をまとめた飼育書。

よくわかるウサギの食事と栄養 食事の与え方と選び方、目的別
に引けて使いやすい !ウサギの健康のために一家に一冊 !

*1031629280*
畜産業

新版

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
大野瑞絵
（おおの・みずえ）
著
分類◎645.99 件名◎うさぎ
（兎）
－飼育
誠文堂新光社
オヨ 159p
ウサギと食の基本情報から与えてはいけないもの、食材研究、目的別の与え方まで、 冊子版 978-4-416-71920-6 2019.11

ウサギの食事についてさまざまな角度から詳しく解説する。ウサギの食事史や災害
への備え方などを記した食のデータベースも掲載。

大型インコ完全飼育 飼育、接し方、品種、健康管理のことがよく

わかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉
すずき莉萌
（すずき・まりも）
著
誠文堂新光社

小嶋篤史
（こじま・あつし）
一部執筆

大型インコの生理学から飼育用品、食餌、コミュニケーションのとり方まで、大型
インコの野生下での暮らしを意識した飼養情報を、美しい写真やイラストとともに紹
介する。獣医療との関わり方等も深く掘り下げて提示する。

*1031629308*
畜産業
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎646.8 件名◎いんこ－飼育 スオ
221p
冊子版 978-4-416-51827-4 2018.03

*1031629281*
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中型インコ完全飼育 コガネメキシコ、オキナインコ、ウロコメキシ

畜産業

コインコ他 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
すずき莉萌
（すずき・まりも）
著 島森尚子
（しまもり・ひさこ）
一部執筆
分類◎646.8 件名◎いんこ－飼育 スチ
誠文堂新光社
191p
コガネメキシコ、オキナインコ、ウロコメキシコインコなど、中型インコの飼育、接し方、 冊子版 978-4-416-51848-9 2018.07

品種、健康管理について、美しいインコの写真とともに解説。ライフスタイルにあっ
た鳥の選び方、トラブルQ＆Aなども収録。

プロフェッショナル・チーズ 読本

プロが教えるチーズの基本知識から扱い方まで

木村則生
（きむら・のりお）
著
誠文堂新光社

チーズの誕生から、できる仕組み、各種 チーズの特徴、知っておきたい定番 チー
ズと通向けチーズ、保存法と食し方、愉しみ方までをチーズのプロが教える。

*1031629282*
畜産業
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎648.18 件名◎チーズ キプ 189p
冊子版 978-4-416-81164-1 2011.11
EPUB

*1031629320*
世界のチーズ 図鑑ミニ 世界のチーズ170種類とチーズをおいし

畜産業

く味わうための知識が満載 〈マイナビ文庫 094〉

同時アクセス1 2,543円 + 税
同時アクセス3 6,359円 + 税
チーズプロフェッショナル 協会監修
分類◎ B648.18 件名◎チーズ ■セ
マイナビ出版
303p
世界のチーズを国・地域別に産地のテロワール（風土）にふれつつ、その原料、製法、 冊子版 978-4-8399-6778-9 2019.02

味わい、楽しみ方を詳しく紹介。チーズの製造過程から、おいしいチーズの選び方・
合わせ方まで、チーズがもっと楽しくなる知識が満載。

牛疫 兵器化され、根絶されたウイルス

*1031115599*
畜産業

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎家畜伝染病 マギ 269,57p
そのウイルスを制御する力を得たとき、ある人々は根絶を夢想し連帯を訴え、ある人々 冊子版 978-4-622-08887-5 2020.05
アマンダ・ケイ・マクヴェティ著
みすず書房

山内一也
（やまのうち・かずや）
訳

はそれを兵器に変えた－。人類が根絶に成功した2種のウイルスのうちの1つ、牛
疫との150年にわたる戦いの物語。

*1032433697*
ヒョウモントカゲモドキ完全飼育 飼育・繁殖・さまざまな品種の

畜産業

ことがよくわかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
海老沼剛
（えびぬま・たけし）
著 川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
編・写真
分類◎666.79 件名◎とかげもどき エヒ
誠文堂新光社
223p
初めて爬虫類を飼育するビギナーでも安心して飼育に臨むことができる、ヒョウモン 冊子版 978-4-416-71721-9 2017.10

トカゲモドキ。基本的な飼育方法と繁殖について解説し、さまざまな品種を豊富な
カラー写真で紹介する。

森との共生 ―持続可能な社会のために―
（丸善ライブラリー
322）
藤森 隆郎
丸善出版

本書では、森林とはなにか、その抱える問題とはなにか、等の基礎的な知識から、
森林の保全・管理の方法まで、誰もが共通の知識を持てるように、さらに持続可能
な森づくり、住民参加の森づくりの有り方を解説する。

ことわざの生態学 森・人・環境考 新装版
只木良也
（ただき・よしや）
著
丸善出版

故事ことわざ、成句や慣用句をモチーフに、森の自然のしくみと働き、森と人との付
き合い、森を介した環境問題への提言などを綴ったユニークな読みもの。長年森
林を相手にしてきた生態学者が語る森の雑記帳。

*1031629286*
林業
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05322-5

*1031390608*
林業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎650.4 件名◎森林 タコ 228p
冊子版 978-4-621-30488-4 2020.01

*1031537723*
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2000

森林と文化 森とともに生きる民俗知のゆくえ 〈森林科学シリーズ 12〉
蛯原一平
（えびはら・いっぺい）
編
共立出版

齋藤暖生
（さいとう・はるお）
編

日本国内および海外の様々な森林地帯に暮らす人々の社会を対象に、民俗知の現
代的なあり方について紹介。その上で、森林地帯が抱える社会・環境問題との関
わりを考察し、新たな森と人との関係性を考えていくための視座を探る。

林業
同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎650.4 件名◎森林 ■シ 288p
冊子版 978-4-320-05828-6 2019.05

*1032433744*
地域林業のすすめ

林業先進国オーストリアに学ぶ地域資源活用のしくみ

青木健太郎
（あおき・けんたろう）
編著
築地書館

植木達人
（うえき・たつひと）
編著

林業先進国オーストリアにおける小規模林業と地域に根差す林産業の実態、森林
資源活用の仕組みを紹介。日本の農山村が、地域の自然資源を活かして経済的
に自立するための実践哲学を示す。

葉を見て枝を見て 枝葉末節の生態学

〈共立スマートセレクション 28〉
菊沢喜八郎
（きくざわ・きはちろう）
著
共立出版

巌佐庸
（いわさ・よう）
コーディネーター

葉の寿命の問題に取り組んできた著者が、自分なりの解答（仮説）を見出すとともに、
それを、常緑性・落葉性など様々な応用問題に適応したことを、ノンフィクション風
に解説する。

森林と菌類 〈森林科学シリーズ 10〉
升屋勇人
（ますや・はやと）
編
共立出版

生物多様性研究や森林生態学であまり扱われてこなかった菌類に焦点を当てる。
森林と菌類の関係を俯瞰し、森林利用、林業以外の人為的影響、気候変動が菌
類へ及ぼす影響、菌類が森林へ及ぼす影響について解説。

林業
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎林業－オーストリア ■チ
207p
冊子版 978-4-8067-1603-7 2020.07

*1032279959*
林業
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎653.12 件名◎樹木 キハ 149p
冊子版 978-4-320-00928-8 2018.10

*1031434052*
林業
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎653.17 件名◎森林生態学 ■シ
307p
冊子版 978-4-320-05826-2 2018.10

*1031340540*
樹木と木材の図鑑 種類・特徴から材質・用途までわかる

林業

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎653.21 件名◎樹木 ニジ 223p
1つの木について、葉や樹皮を含む立ち木、平板の木材見本、その木が使われて 冊子版 978-4-422-44006-4 2016.03
西川栄明
（にしかわ・たかあき）
著
創元社

小泉章夫
（こいずみ・あきお）
監修

いる建築物・家具・道具を、写真と簡潔な解説で紹介する図鑑。日本に生えてい
る木の中で、木材として利用されてきた有用種101を掲載。

*1031325298*
日本有用樹木誌 カラー版 第2版
伊東隆夫
（いとう・たかお）
著
海青社

佐野雄三
（さの・ゆうぞう）
著

日本の樹木について、カラー写真とともに、特徴、材面の文様、材の諸性質および
樹皮の形状とそれらの利用例などを紹介。建築材、緑化・鑑賞といった用途を明
示した絵入りの表で、用途から樹木を探せる。

林業
同時アクセス1 7,332円 + 税
同時アクセス3 10,998円 + 税
分類◎653.21 件名◎樹木 ■ニ 238p
冊子版 978-4-86099-370-2 2019.07

*1030866948*
樹に聴く 香る落葉・操る菌類・変幻自在な樹形

林業

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎653.7 件名◎広葉樹 セキ 283p
森をつくる樹木は、どのようにして生き延び、種の多様性を生み出しているのか。日 冊子版 978-4-8067-1590-0 2019.10
清和研二
（せいわ・けんじ）
著
築地書館

本の森で見られる12種の植物を生育場所で分類し、種子発芽のシグナルから、
人の暮らしとの関わりまで、緻密なイラストとともに紹介する。

*1031272461*
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森林と野生動物 〈森林科学シリーズ 11〉
小池伸介
（こいけ・しんすけ）
編
共立出版

山浦悠一
（やまうら・ゆういち）
編

森林と動物、人間をめぐる関係について概説した上で、林業の加害獣として扱われ
る野ネズミ類、ニホンジカ、ツキノワグマ 等の現状と変遷を紹介。農地・都市・
島嶼の野生動物問題、これからの野生動物管理についても説明する。

林業
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎654.8 件名◎鳥獣害 ■シ 277p
冊子版 978-4-320-05827-9 2019.02

*1031814516*
植栽による択伐林で日本の森林改善 樹冠の働きと量から考える
梶原幹弘
（かじはら・みきひろ）
著
築地書館

日本の森林の変化を調査・研究してきた著者が、皆伐林から択伐林への転換の道
筋を示す。天然更新によらず、植栽による択伐林づくりへの新たな理解を深め、木
材生産と環境保全機能を両立させる森林のあり方を解説する。

林業
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎森林施業 カシ 165p
冊子版 978-4-8067-1601-3 2020.06

*1032279957*
砂防学

林業

丸谷知己
（まるたに・ともみ）
編
朝倉書店

砂防分野の最新の知識を概観できる入門書。砂防学の歴史や目的から土砂の移
動や地表の変動、観測方法・解析方法、土砂災害、砂防技術までを取り上げる。
用語解説付き。

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎656.5 件名◎砂防 ■サ 244p
冊子版 978-4-254-47053-6 2019.04

*1031983424*
木材時代の到来に向けて

林業

同時アクセス1 3,055円 + 税
同時アクセス3 4,583円 + 税
分類◎657 件名◎木材 オモ 158p
60年間、木材・木質材料・木材利用に関する研究、教育、それに関わる仕事に 冊子版 978-4-86099-342-9 2018.11
大熊幹章
（おおくま・もとあき）
著
海青社

携わってきた著者が、時代の流れにどう反応し、どのように考えたのかを綴るとともに、
木材利用に関する研究成果の概要を記述する。

*1030866940*
漁業と国境

水産業

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎664.11 件名◎漁場 ハギ 375p
北方水域、日本海、東シナ海、南洋…。国境水域には各国の覇権争いが表出する。 冊子版 978-4-622-08870-7 2020.01

濱田武士
（はまだ・たけし）
著
みすず書房

佐々木貴文
（ささき・たかふみ）
著

日本漁業は弱体化し、近海は外国漁船に取り囲まれている。「漁業と国境」の過
去から現在を綴り、国境水域の漁業の未来を考える。

*1031814477*
ウナギの科学 〈シリーズ〈水産の科学〉2〉
塚本勝巳
（つかもと・かつみ）
編著
朝倉書店

滋養強壮によい食べ物として珍重される一方で、いまだ謎の多いウナギ。その全
貌を理解できるよう、文化史や生態、漁業・養殖、資源の保全など、さまざまな側
面から解説する。

水産業
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎666.695 件名◎うなぎ
（鰻）ツウ
226p
冊子版 978-4-254-48502-8 2019.06

*1031873804*
カキ・ホタテガイの科学 〈シリーズ〈水産の科学〉3〉
尾定誠
（おさだ・まこと）
編著
朝倉書店

カキとホタテガイの分類や生理・生態に関する生物学、養殖の歴史と現在の養殖
技術、食品としての特性、養殖生産における貝毒、疾病などのいろいろな課題か
ら流通経済まで、幅広く網羅した入門書。

水産業
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎666.7 件名◎かき
（牡蠣）オカ
214p
冊子版 978-4-254-48503-5 2019.08

*1032310378*
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コーンスネーク完全飼育 飼育・繁殖・さまざまな品種のことがよく

水産業

わかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
海老沼剛
（えびぬま・たけし）
著 川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
編・写真
分類◎666.79 件名◎へび
（蛇）
－飼育 エ
誠文堂新光社
コ 223p
ビギナーも安心して飼育に臨むことができるヘビ、コーンスネーク。その基本的な飼 冊子版 978-4-416-51849-6 2018.07

育方法や繁殖について解説すると共に、コーンスネークの大きな魅力の1つである
多様な品種を数多く紹介します。

ヘビ大図鑑 ディスカバリー生き物・再発見 ボア・ニシキヘビ編

*1031629283*
水産業

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎へび
（蛇）
－飼育 ナヘ
エメラルドツリーボア、チルドレンニシキヘビ、カーペットニシキヘビ…。ニシキ 223p
ヘビとボアにフォーカスし、分類、改良品種、生態・飼育・繁殖を写真とともに解 冊子版 978-4-416-62030-4 2020.07
中井穂瑞領
（なかい・ほずれ）
著
誠文堂新光社

川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
写真

説する。

*1032326730*
ボールパイソン完全飼育 飼育・繁殖・さまざまな品種のことがよ

くわかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉
石附智津子
（いしずき・ちずこ）
著
誠文堂新光社

川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
編・写真

小さいけれど体はがっちりとし、性格もおとなしいため、ペットとして人気を集める要
素を満たしているボールパイソン。その飼育、トラブル・病気、繁殖、遺伝につい
て解説するとともに、さまざまな品種を写真で紹介。

微細藻類によるエネルギー生産と事業展望

Technology of Microalgal Energy Production and its Business
Prospect 〈地球環境シリーズ〉

竹山春子
（たけやま・はるこ）
監修
シーエムシー出版

水産業
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎666.79 件名◎へび
（蛇）
－飼育 イ
ボ 255p
冊子版 978-4-416-51839-7 2018.12

*1031629284*
水産業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎668.5 件名◎そう類 ■ビ 261p
冊子版 978-4-7813-0657-5 2012.07

微細藻類に焦点をあてて、バイオマス生産と事業展開を解説。微細藻類の生理
学、分子生物学、培養工学、エネルギー生産技術、システム開発と実証実験、
国内外の藻類 バイオマス情勢と海洋利用のための政策等の内容を盛り込む。

BtoB-EC 市場の現状と販売チャネル EC 化の手引き

BtoB-EC Marketing Report 2020
今後 デジタル 化が進むBtoBとECがもたらす変革
〈インプレス総合研究所〈新産業調査レポートシリーズ〉〉
鵜飼智史
（うかい・さとし）
監修
インプレス

鵜飼智史
（うかい・さとし）
著

企業間の電子商取引、BtoB-EC の背景や効果などの基本から市場全体の動向、
ユーザー企業が BtoB-ECに取り組もうとするときに参照できる導入手順までを解説。
付属 CD-ROM（館外貸出不可）に本文 PDFを収録。

電子商取引とeビジネス ネット通販からプラットフォーム、AI の活用へ

*1030893613*
商業
同時アクセス1 297,000円 + 税
同時アクセス3 594,000円 + 税
分類◎670 件名◎電子商取引 ■ビ
196p
冊子版 978-4-295-00880-4 2020.03

*1032464491*
商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎670 件名◎電子商取引 マデ
ビジネスでの活用や生活の向上に役立つ電子商取引だが、法的リスクなど様々な 194p
問題の対策を行うことが不可欠である。電子商取引や eビジネスが企業活動や消 冊子版 978-4-8429-1764-1 2020.03
丸山正博
（まるやま・まさひろ）
著
八千代出版

費行動に及ぼす影響を、主に商学的な視点から解説する。

*1032413812*
プロフェッショナルイングリッシュ 世界に通じる英語力

〈BBT 大学シリーズ〉

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎670.93 件名◎商業通信－英語
■プ 231p
TOEIC900点でも仕事ができない理由と、600点でも成果を上げる人の違いを解説。 冊子版 978-4-492-04599-2 2016.12
大前研一
（おおまえ・けんいち）
監修 ビジネス・ブレークスルー大学編
東洋経済新報社

ビジネスで結果を出すための、真の英語力を身につける方法を伝授する。実践英
語ロールプレイも収録。

*1030884586*
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英語で言いたい日本語の慣用表現 読んで楽しい引いて役立つ

商業

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ 件名◎商業通信－英語 シエ
英語でなんて言う? 四字熟語、故事成語、ことわざ、オノマトペなど、日常生活で 399p
習慣的に使われる言い回しを「慣用表現」として取り上げ、それに対応する英語 冊子版 978-4-7574-3639-8 2020.06

柴田真一
（しばた・しんいち）
著
アルク

鶴田知佳子
（つるた・ちかこ）
著

の訳や表現を50音順に掲載する。音声ダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1032290706*
英文契約の考え方

商業

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎670.93 件名◎商業通信－英語
海外ビジネスのトラブルは契約書に原因があることが多い。契約書上のトラブル ナエ 312p
の源をみつけ出す能力を高められるよう、英文契約の特徴や、英文契約書が登場 冊子版 978-4-7857-2656-0 2018.08
中尾智三郎
（なかお・ともさぶろう）
著
商事法務

する場面と注意点、頻出する単語・用語、契約書作成のツボなどを解説。

*1032290778*
エッセンス景品表示法

商業

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎671.3 件名◎不当景品類及び不
景品表示法（景表法）をざっくり学ぶための本。景表法における不当表示規制と 当表示防止法 フエ 216p
不当景品類規制をそれぞれ分けて説明した後、表示行為や景品類提供行為をしよ 冊子版 978-4-7857-2607-2 2018.03
古川昌平
（ふるかわ・しょうへい）
著
商事法務

うとする事業者が講ずべき管理上の措置などについて解説する。

*1032352883*
不正競争防止法

UNFAIR COMPETITION PREVENTION LAW

第2版

商業

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎671.3 件名◎不正競争防止法 ■
フ 223p
不正競争防止法の基本をわかりやすく解説した入門テキスト。各項目の冒頭に要 冊子版 978-4-641-24320-0 2019.09
茶園成樹
（ちゃえん・しげき）
編
有斐閣

点を示し、実際に問題となる事例も紹介する。用語解説、不正競争防止法と密接
な関係を有する独占禁止法の概要も掲載。法改正等に対応した第2版。

日本古代の交易と社会
宮川麻紀
（みやかわ・まき）
著
吉川弘文館

律令国家は流通経済の仕組みをいかにして作り上げたのか。都城の東西市と地方
の市に注目し、管理方針の違いを考察。また、交易価格の検討から地方経済の
実態や支配の担い手を解明する。「実物貢納経済」の実像に鋭く迫った書。

DL不可

*1031274424*
商業
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 41,250円 + 税
分類◎672.1 件名◎市場－歴史 ミニ
279,6p
冊子版 978-4-642-04658-9 2020.03

*1031616169*
実務解説特定商取引法 第2版
上柳敏郎
（うえやなぎ・としろう）
著
商事法務

島薗佐紀
（しまぞの・さき）
著

特定商取引法の概要を解説し、各取引類型について、法律や政令に複雑に散在
している要件と、それに対応する法的効果の関係をわかりやすく示す。平成29年
12月施行の改正特商法に対応。

商業
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎673.3 件名◎特定商取引に関する
法律 ウジ 532p
冊子版 978-4-7857-2597-6 2018.03

*1032352880*
店長・エリアマネージャーが知っておきたい売上が UPする
POS データの使い方
石井真人
（いしい・まさと）
著
翔泳社

POSデータやレシートデータをもとに、「儲かる商品」や「集客できる商品」を見
つける方法を解説。エクセルでデータ加工ができるよう、丁寧な操作解説 ページを
各章の最後に掲載する。
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商業
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎673.3 件名◎販売管理－データ
処理 イテ 220p
冊子版 978-4-7981-4579-2 2016.06
DL不可 EPUB

*1031579539*

特定商取引法 ハンドブック 第6版
齋藤雅弘
（さいとう・まさひろ）
著
日本評論社

池本誠司
（いけもと・せいじ）
著

政省令・通達・判例・学説を踏まえ、具体的紛争事例を多数想定しながら特定商
取引法の法理と実務対応を解説する。平成28年改正に対応し、行政処分や裁判
例を最新のものに改訂した第6版。

商業
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎673.3 件名◎特定商取引に関する
法律 ■ト 832p
冊子版 978-4-535-52364-7 2019.03

*1031927337*
EC 戦略 ナビ 成長市場の「いま」と「これから」がわかる!

商業

同時アクセス1 6,847円 + 税
同時アクセス3 17,118円 + 税
分類◎673.36 件名◎インターネットショッ
EC 市場に参入・成長を実現するためのステージを3つに分け、各タイミングで必 ピング ■イ 238p
要となる取り組むべきテーマと業界 サービスを紹介。EC の現場を知るコンサルタン 冊子版 978-4-8399-6533-4 2018.10

いつも. 著
マイナビ出版

トの「実体験」に基づいたレポートも掲載。トレンドクイズ付き。

*1031115577*
SEOに強い !ネットショップの教科書 Business×Design×IT

商業

同時アクセス1 6,022円 + 税
同時アクセス3 15,056円 + 税
分類◎673.36 件名◎インターネットショッ
運営しているネットショップを、ワクワクする楽しいショップに進化させるには ? EC サ ピング ミエ 179p
イトの売上を上げるための基礎設計と、具体的な施策を、現場の ECコンサルタン 冊子版 978-4-8399-6714-7 2018.11
水上浩一
（みずかみ・ひろかず）
著
マイナビ出版

トが豊富な経験を交えて解説する。

*1031115581*
通販ビジネスの教科書 MEDIA/PRODUCT/BRAND/

CREATIVE/REPEAT DIRECT MARKETING
岩永洋平
（いわなが・ようへい）
著
東洋経済新報社

メディアの使い分けは? 何を作るか ? ブランド施策は? リピート率をアップさせるには?
DHC、再春館製薬所、山田養蜂場など、数多くの通販ビジネスを成功に導いた
仕掛け人が、そのノウハウを解説する。

忙しい人のためのさくさく売れるメルカリ術
時短で賢くおこづかいゲット

商業
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎673.36 件名◎通信販売 イツ
260p
冊子版 978-4-492-55770-9 2016.07

*1030884641*
商業

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎673.36 件名◎インターネットショッ
ピング ナイ 143p
メルカリの達人が「面倒」
「売れない」の解決ワザを、ビギナーから上級者までステッ 冊子版 978-4-295-00841-5 2020.03
中野有紀子
（なかの・ゆきこ）
著
インプレス

プ 別に伝授。価格決めの方法やアイテム別梱包ガイド、写真撮影テクニックやト
ラブル対策などを紹介する。文例集のダウンロードサービス付き。

小売・飲食業 〈業種別人事制度 2〉
森谷克也
（もりたに・かつや）
著
中央経済社

店長の評価・処遇、パート・アルバイト社員の人事制度など、具体的な事例を数
多く盛り込みながら、小売・飲食業における人事制度の構築のポイントやノウハウ
を解説する。

*1032464518*
商業
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎673.7 件名◎小売商 モコ 189p
冊子版 978-4-502-11051-1 2014.09

*1032352901*
小売業のグローバル・イノベーション
競争的相互作用と創造的適応

白貞壬
（べっく・じょんいむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

小売国際化に、今何が起きているのか。先進諸国の先端国際小売企業と新興国
の現地新生小売企業が、競争的相互作用プロセスのなかでそれぞれどのように進
化・発展していくのかを明らかにする。

商業
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎673.7 件名◎小売商 ベコ 206p
冊子版 978-4-502-29861-5 2019.03

*1030990068*
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職業、挑戦者 澤田貴司が初めて語る「ファミマ改革」

商業

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎ファミリーマート ウシ 253p
ファミリーマートの社長に就任した澤田貴司は、大胆な変革を行っている。ファミリー 冊子版 978-4-492-50309-6 2020.06
上阪徹
（うえさか・とおる）
著
東洋経済新報社

マートに何が起きているのか、なぜ澤田は改革を進めているのか、これからどこを目
指していくのかを詳しく紹介する。

*1031814557*
「感動」
ビジネスの方程式 「おもてなし」を凌駕する驚異の手法

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎673.93 件名◎ポジティブドリーム
「感動」 がなければ、お客様はリピーターになってはくれない。「感動創出企業」 パーソンズ スカ 205p
のパイオニアが、感動創出の仕組みづくりからその現場まで、「感動」を機軸にし 冊子版 978-4-492-50280-8 2016.02
杉元崇将
（すぎもと・たかまさ）
著
東洋経済新報社

た「ことづくり」の姿を紹介する。

*1030884634*
赤羽駅前ピンクチラシ 性風俗の地域史

商業

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎673.94 件名◎風俗営業－歴史
東京の北の玄関口・赤羽で、37年間、風俗店のピンクチラシを蒐集し続けた男がいた! ■ア 190p
約270点におよぶチラシのカラー画像を公開。編著者によるピンクチラシを分析し 冊子版 978-4-7791-2488-4 2018.12
荻原通弘
（おぎはら・みちひろ）
編著
彩流社

木村英昭
（きむら・ひであき）
編著

た論考のほか、家田荘子、森達也らの寄稿も収録する。

*1031980192*
まったく新しい介護保険外サービスのススメ

商業

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎673.95 件名◎シルバー産業 コマ
現在の介護保険 サービスを取り巻く状況をおさらいしつつ、介護 サービスの新しい 175p
ありかた「介護保険外 サービス」について解説。サービスの考え方、既存 サービ 冊子版 978-4-7981-5036-9 2017.02
小濱道博
（こはま・みちひろ）
著
翔泳社

スから得られるアイデア、工夫や注意点も盛り込む。

DL不可 EPUB

*1031579536*
地域密着型 デイサービス大競争時代を生き抜く黒字戦略

安定経営を実現する付加価値サービスの具体策
浅岡雅子
（あさおか・まさこ）
著
翔泳社

浅岡伴夫
（あさおか・ともお）
著

地域密着型デイサービスが黒字経営を達成し、維持していくためには ? 黒字安定
化に役立つ事業戦略を解説し、独自の知恵と工夫で安定経営を行っている事例を
多数紹介する。集客と利用者の定着を実現する運営上の方策も掲載。

1週間で宅建士の基礎が学べる本 音声講義付き超入門

商業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎673.95 件名◎シルバー産業 アチ
175p
冊子版 978-4-7981-4551-8 2016.07

*1031579501*
商業

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎673.99 件名◎宅地建物取引士
土地・建物の売買や賃貸などの不動産取引に関わったことがない人が、
「宅建士」 オイ 285p
を受験するために必要な知識と勉強のコツを、1週間で身に付けられるよう、コンパ 冊子版 978-4-295-00852-1 2020.03
大澤茂雄
（おおさわ・しげお）
著
インプレス （発売）

クトにまとめた入門書。音声講義を視聴できるQRコード付き。

*1032464487*
アジアの国際不動産投資 市場・制度・透明性

商業

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎673.99 件名◎不動産投資 ■ア
成長の著しいアジア諸国の不動産投資環境を分析。国際化の進む不動産取引が 227p
経済に与える影響や各国の制度、投資環境を考察し、日本経済の将来を展望する。 冊子版 978-4-7664-2659-5 2020.02
中川雅之
（なかがわ・まさゆき）
編著
慶應義塾大学出版会

山崎福寿
（やまざき・ふくじゅ）
編著

*1031670379*
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合格しようぜ ! 宅建士音声付きテーマ別 ベストセレクト問題
集 全555問収録 2020

商業

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
大澤茂雄
（おおさわ・しげお）
著
分類◎ S673.99 件名◎宅地建物取引士
インプレス （発売）
オゴ 639p
宅建士受験に必要な全分野（宅建業法、法令上の制限、民法、税、統計）の 冊子版 978-4-295-00788-3 2019.12

テーマ別型問題集。著者の軽妙な解説文で挫折せずに学習を続けられます。「音
声講義」「全文 PDFダウンロード」「スマホアプリ・直前対策に便利！○×問題集」
付き。

不動産投資の超基本

動画

*1031137156*
商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎673.99 件名◎不動産投資 マフ
建物や土地・立地の選び方、投資としての自宅、お金の増やしかた、節税対策、 255p
資産運用など、不動産との上手な付き合い方を、プロの目線から伝授。誰も教えて 冊子版 978-4-492-73332-5 2016.06
牧野知弘
（まきの・ともひろ）
著
東洋経済新報社

くれなかった「見分け方」「本質の見抜き方」を具体的に解説する。

*1030884649*
広告コミュニケーション

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎674 件名◎広告 アコ 234p
広告や広告塔の存在、価値観を変えるほどのインパクト、万人を惹きつける何か…。 冊子版 978-4-8429-1763-4 2020.02
雨宮史卓
（あめみや・ふみたか）
著
八千代出版

「広告の基本的機能や役割」「広告とブランド」「広告と時間の概念」に焦点を
当てて検討する。

*1032413811*
Google AdWords 完全攻略 はじめてでも集客＆売上アップ !

商業

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎674.6 件名◎インターネット広告
はじめてGoogle AdWords で広告を出稿してみたいと考えている人に向けた、やさ サグ 255p
しい入門書。広告の出稿前に押さえておきたいキホンを解説し、管理画面での広 冊子版 978-4-8399-5335-5 2015.05
佐藤和明
（さとう・かずあき）
著
マイナビ

告の作成方法を順を追って丁寧に説明する。

*1031115544*
アドテクノロジーの教科書 デジタルマーケティング実践指南

商業

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎674.6 件名◎インターネット広告 ヒ
広告主の立場からアドテクノロジーに関する情報をフラットな視点で整理。混沌と ア 279p
した業界を「歴史・技術」「クリエイティブ」「効果測定」「プレーヤー」「市場」 冊子版 978-4-7981-4460-3 2016.03
広瀬信輔
（ひろせ・しんすけ）
著
翔泳社

の5つの軸で体系的に解説する。

DL不可 EPUB

*1031579522*
いちばんやさしいリスティング広告の教本

人気講師が教える自動化で利益を生むネット広告

新版

商業

同時アクセス1 5,346円 + 税
同時アクセス3 10,692円 + 税
分類◎674.6 件名◎インターネット広告
■イ 254p
リスティング広告に携わる人のための教本。初心者でもネット広告に出稿できるように、 冊子版 978-4-295-00494-3 2018.10
杓谷匠
（しゃくや・たくみ）
著
インプレス

田中広樹
（たなか・ひろき）
著

キーワード選びから、広告文作り、入札までを解説。動的検索広告や自動入札など、
自動化で広告効果をより高める手法も説明する。

企業広報誌の世界 広報誌から企業コミュニケーションを読み解く

DL不可 EPUB

*1031491788*
商業

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎674.7 件名◎ PR ミキ 240p
大林組『季刊大林』、サントリー『洋酒天国』、資生堂『花椿』、ANA『翼の王国』 冊子版 978-4-8169-2731-7 2018.07

三島万里
（みしま・まり）
著
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

など、企業の社外向け広報誌45誌を取り上げ、その歴史的意義や文化・学術的
価値について分析し、その魅力を紹介する。企業広報誌目録付き。

*1031477112*
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「数字指向」のマーケティング データに踊らされないための数字
の読み方・使い方 〈MarkeZine BOOKS〉

丸井達郎
（まるい・たつろう）
著
翔泳社

あらゆるビジネスのマーケティングにおいて正しく数字を読み、目標を設定し、効果
測定をする方法を伝授する。難しい数式は使わず、四則演算で数字感覚を養う。
事例やシミュレーションも充実。

A/Bテストの教科書

商業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング マス
303p
冊子版 978-4-7981-5859-4 2019.02
DL不可 EPUB

*1031210691*
商業

同時アクセス1 7,122円 + 税
同時アクセス3 17,806円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
カイゼン成果を確実に出せる万能な手法「A/Bテスト」。その始め方から、成功 ング ノエ 287p
させるコツ、実践ワザまで、A/Bテストの正しい手順と成果を上げるためのポイン 冊子版 978-4-8399-5522-9 2015.12
野口竜司
（のぐち・りゅうじ）
著
マイナビ

トを、テスト事例とともに解説する。

*1031115553*
Excelでできるデータドリブン・マーケティング

商業

同時アクセス1 8,772円 + 税
同時アクセス3 21,931円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング－デー
マーケティング施策の意思決定をいかにして「データドリブン」にするか ? Excel タ処理 オエ 343p
を用いた演習を通して、マーケティングROI の最適化を導く分析手法を学べるビジ 冊子版 978-4-8399-6512-9 2018.11
小川貴史
（おがわ・たかし）
著
マイナビ出版

社会情報サービス監修

ネス実践書。統計や因果推論の知識も身につく。

*1031115578*
Googleオプティマイズによるウェブテストの教科書
A/Bテスト、リダイレクトテスト、多変量テストの実際

商業

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 17,050円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
ング ■グ 247p
コンバージョンを最大化していくための強い武器となるのがウェブテスト。小人数で 冊子版 978-4-8399-6656-0 2018.12
井水大輔
（いみず・だいすけ）
著
マイナビ出版

大柄優太
（おおがら・ゆうた）
著

奮闘しているウェブ担当者のために、ウェブテストツール「Googleオプティマイズ」
の実装・設定・分析・活用方法を網羅的に紹介する。

Instagram 集客・販促ガイド ビジュアルで “ 買いたい ”をつくる!

*1031115580*
商業

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
Instagramは最強のマーケティングツール。Instagramの基本的な使い方から、フォ ング カイ 179p
ロワーを増やす運用方法、
インスタ映えする写真の撮り方まで、わかりやすく解説する。 冊子版 978-4-7981-5717-7 2019.02
金本かすみ
（かねもと・かすみ）
著
翔泳社

公式アカウントの活用事例も収録。

DL不可 EPUB

*1031210694*
SMART サブスクリプション

第3世代サブスクリプションが B to Bに革命を起こす!

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎675 件名◎サブスクリプション ■
ス 291p
話題性に目が奪われがちな表層的なサブスクリプションの例や、ビジネス革命とし 冊子版 978-4-492-96169-8 2019.10
宮崎琢磨
（みやざき・たくま）
著
東洋経済新報社

藤田健治
（ふじた・けんじ）
著

てのサブスクリプションの本質、さらには進化型のサブスクリプションの実態を解明。
日本の製造業の可能性に迫る。

UX×Biz Book

顧客志向のビジネス・アプローチとしての UX デザイン
明海司
（あけみ・つかさ）
著
マイナビ出版

井登友一
（いのぼり・ゆういち）
著

デジタル・マーケティングから顧客との関係構築、ブランディング、実装まで、多
面的・複合的な視点、切り口で、UX および UXD のビジネス価値に関して分かり
やすく解説する。
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*1031137212*
商業
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング ■ユ
229p
冊子版 978-4-8399-5906-7 2016.12

*1031115562*

いちばんやさしいマーケティングの教本

人気講師が教える顧客視点マーケの基本と実践

中野崇
（なかの・たかし）
著
インプレス

ビジネススキルとしてのマーケティング思考が身につく本。顧客ニーズをとらえ、課
題の解決につなげるプロセスを事例を用いて解説する。基本概念から実践手法ま
で、現場で長く使える知識＆ノウハウが満載。

コンバージョンを上げる! 実践的ランディングページ制作講
座 LPO のスペシャリストが教える「成果を出す」ための設計のポイント、
制作のコツ、運用改善の要点

LPO 研究所著
マイナビ出版

商業
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング ナイ
206p
冊子版 978-4-295-00634-3 2019.08

*1031338954*
商業
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 16,225円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
ング ■コ 184p
冊子版 978-4-8399-6182-4 2018.02

「売れる」ランディングページ作りの方法論、指南します ! LPO のスペシャリストが
ランディングページの基礎知識から、設計のポイント、効果的なデ ザイン、最適
化までをわかりやすく解説。

ザ・モデル マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサ

*1031115571*
商業

クセスの共業プロセス 〈MarkeZine BOOKS〉

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
福田康隆
（ふくだ・やすたか）
著
分類◎675 件名◎マーケティング フザ
翔泳社
295p
SaaS 時代の成長戦略とオペレーションの全体像がわかるプレイブック。マルケト日 冊子版 978-4-7981-5816-7 2019.01

本法人を立ち上げた著者が、戦略、プロセス、人材・組織・リーダーシップという
観点で、自社にとっての「ザ・モデル」を創るヒントを解説。

サイトの改善と目標達成のための Web 分析の教科書
明日からの施策と運用が変わる、現場で使える知識とノウハウ

DL不可 EPUB

*1031210692*
商業

同時アクセス1 6,545円 + 税
同時アクセス3 16,362円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
ング ■サ 297p
Web の改善に活かせる分析がわかる本。目標設定、KPI 設計からWeb 解析、広 冊子版 978-4-8399-5492-5 2015.06

日本 Web 協会編著
マイナビ

奥野辰広
（おくの・たつひろ）
ほか監修

告効果測定、ソーシャルメディア分析、ユーザビリティ調査など、現場で知っておく
べき知識とノウハウを紹介する。

スマートフォンアプリマーケティング現場の教科書

*1031115547*
商業

同時アクセス1 6,847円 + 税
同時アクセス3 17,118円 + 税
分類◎675 件名◎モバイルマーケティング
iPhone/Androidアプリの企画の立て方、UX 設計、開発チームの組み立て、ス ■ス 247p
トアの審査、プロモーションの手法、メンテナンスなどについて現場視点で解説。 冊子版 978-4-8399-4784-2 2016.05
川畑雄補
（かわばた・ゆうすけ）
著
マイナビ出版

丸山弘詩
（まるやま・ひろし）
著

アプリを取り巻く全体像を体系的に理解できる。

*1031115555*
デジタル時代の基礎知識『SNS マーケティング』「つながり」

商業

と
「共感」で利益を生み出す新しいルール 〈MarkeZine BOOKS〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,670円 + 税
林雅之
（はやし・まさゆき）
著
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
翔泳社
ング ハデ 191p
Facebook、Twitter、Instagram、LINEを取り上げ、SNS の使い方の基本から 冊子版 978-4-7981-5534-0 2018.02

効果的なSNS マーケティング施策についてまで、わかりやすい言葉で具体的に解
説する。炎上予防と対策も伝授。

とある弁当屋の統計技師
（データサイエンティスト） 3
女子高生乱子によるベイズ 統計学入門講座

石田基広
（いしだ・もとひろ）
著
共立出版

石田和枝
（いしだ・かずえ）
著

嫌がらせメールの差出人をベイズ統計で探り当てる!? 「とある弁当屋」を舞台に、
新米データサイエンティストが奮闘する物語を通して、人工知能や機械学習等で
も重要な、統計で必須の知識・ベイズ統計学をやさしく解説する。

DL不可 EPUB

*1031579511*
商業
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング イト
182p
冊子版 978-4-320-11345-9 2019.02

*1031670310*
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はじめてでもよくわかる! デジタルマーケティング集中講義

商業

同時アクセス1 6,545円 + 税
同時アクセス3 16,362円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
デジタルマーケティングを「ざっくり押さえる」ことができるよう講義形式で解説。よ ング オハ 255p
り理解を深めるための記事も用意し、確認のクイズも収録する。「はじめてでもよくわ 冊子版 978-4-8399-6161-9 2017.04
押切孝雄
（おしきり・たかお）
著
マイナビ出版

かる!Web マーケティング集中講義」の続編。

*1031115566*
ブランド・コミュニティ 同一化が結びつきを強化する

商業

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎675 件名◎ブランディング ハブ
ブランド・コミュニティにおける消費者の心理変化を、定性的手法と定量的手法で 197p
分析。消費者がブランドとの関係性を強化するうえで、いかなる要因が重要な役 冊子版 978-4-502-31241-0 2019.07
羽藤雅彦
（はとう・まさひこ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

割を果たしているかを明らかにし、実務にも示唆のある結論を示す。

*1031340509*
マーケティング・パイソン

AI 時代マーケターの独習プログラミング入門 〈できるビジネス〉

商業

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎マーケティング－データ処
理 ■マ 294p
データ分析や業務効率化を目的にプログラミングを学んでみたいマーケター向けに、 冊子版 978-4-295-00861-3 2020.09

高田朋貴
（たかだ・ともき）
著
インプレス

戸澗幸大
（とま・ゆきひろ）
著

身近な事例をテーマにPythonを使ったファイル操作や Excel 操作を紹介し、デー
タ活用について解説する。

メガマーケティングによる市場創造戦略
携帯音楽配信サービスの誕生

*1032433788*
商業

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング ニメ
227p
多数のプレイヤーの思惑が交錯する中で、着メロから着うたへ移り変わるケータイ 冊子版 978-4-535-55944-8 2020.01

西本章宏
（にしもと・あきひろ）
著
日本評論社

勝又壮太郎
（かつまた・そうたろう）
著

音楽市場に着目。事例とデータ分析を駆使し、「メガマーケティング」の視座から
市場創造のメカニズムを読み解く。

わかりやすいマーケティング戦略 新版 【スマホ・読上】
（有
斐閣アルマ）
（※）
沼上 幹
有斐閣

論理的にじっくり考えることの大切さを学ぶことができる好評テキストの基本はそのま
まに，改訂では一部のケースやデータを新しくし，初版刊行後の経営戦略論の変化
を盛り込んだ。成熟市場における共生のあり方も考える。（二色刷）

わかりやすいマーケティング戦略 新版
（有斐閣アルマ）
（※）

*1031927304*
商業
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-641-12355-7

2008

DL不可 EPUB

*1031314163*
商業

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎
論理的にじっくり考えることの大切さを学ぶことができる好評テキストの基本はそのま 冊子版 978-4-641-12355-7
沼上 幹
有斐閣

まに，改訂では一部のケースやデータを新しくし，初版刊行後の経営戦略論の変化
を盛り込んだ。成熟市場における共生のあり方も考える。（二色刷）

2008

DL不可

*1031314158*
顧客価値を創造するコト・マーケティング ビジョンで紡ぐ共創関係

商業

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング ヒコ
停滞する市場のなか、
「非常識な」活動で顧客に支持され、成功している企業のマー 220p
ケティングを解き明かした一冊。ビジョンをもとに顧客と対話し、価値を創造し続け 冊子版 978-4-502-30061-5 2019.05
東利一
（ひがし・としかず）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

るための考え方や方策を事例とともに解説する。

*1031274400*
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顧客体験マーケティング

顧客の変化を読み解いて
「売れる」
を再現する 〈Web 担選書〉

村山幹朗
（むらやま・みきお）
著
インプレス

芹澤連
（せりざわ・れん）
著

スキルとして顧客体験を必要としているビジネスパーソンに向けて、顧客体験を軸
とした戦略立案、ターゲット設定、施策の企画、クリエイティブやコンテンツ開発、
効果測定について解説する。

実践顧客起点マーケティング

たった一人の分析から事業は成長する 〈MarkeZine BOOKS〉

商業
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎マーケティング ムコ 271p
冊子版 978-4-295-00982-5 2020.08

*1032464512*
商業

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
西口一希
（にしぐち・かずき）
著
分類◎675 件名◎マーケティング ニジ
翔泳社
239p
一人の顧客の徹底した理解から導き出した「アイデア」を展開し、各顧客セグメ 冊子版 978-4-7981-6007-8 2019.04

ントの人数や構成比が動いたかを可視化・定量化して検証する「顧客起点マーケ
ティング」の手法を紹介する。掲載図版のダウンロードサービス付き。

数字思考力×EXCELでマーケティングの成果を上げる本

DL不可 EPUB

*1031579532*
商業

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング－デー
「数字思考力」と「EXCEL」を組み合わせることで、マーケティング力は飛躍的 タ処理 ウス 271p
に向上する! 外資系マーケターが、仕事を劇的に変えるマーケティングのノウハウ 冊子版 978-4-7981-4639-3 2016.08
植山周志
（うえやま・しゅうじ）
著
翔泳社

を公開。EXCELワークシートのダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1031579537*
生田昌弘の Web 担当者に喝 ! 〈Web 担選書〉

商業

同時アクセス1 7,524円 + 税
同時アクセス3 15,048円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
Web 制作に携わるすべての人への指南書。コンテンツが果たすべき本来の役割 ング ■イ 287p
やモバイルファーストの意味、CMS がマーケティングの基盤となること等、課題解 冊子版 978-4-295-00777-7 2019.11

生田昌弘
（いくた・まさひろ）
著 キノトロープ著
インプレス

決のための道筋を紹介。『Web 担当者 Forum』連載を書籍化。

*1031338970*
文章力を鍛えるWebライティングのネタ出しノート

日々の更新に使えるネタの考え方と書き方

商業

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎675 件名◎検索エンジン最適化
シブ 207p
Webライティングの基礎知識やネタ出し方法、SNSなどの活用方法を解説。
「お題」 冊子版 978-4-7981-4590-7 2016.06
敷田憲司
（しきだ・けんじ）
著
翔泳社

に沿ってネタ出し、ライティング、分析ができるケーススタディや、Webに関する知
識・発想法も収録。書き込み欄あり。

それでもブランド品を買いますか ? ―ファッション誌が書け
ない有名ブランドの舞台裏―
櫻木 , 邦裕
彩流社

「僕が見た“ブランド”の裏側、ぜんぶお話ししましょう
！」元ブランドショップのカリスマ・
オーナーが、有名ブランドの本音、「レアもの」の秘密、ニセモノがはびこるカラ
クリなど、驚くべき業界の実態を明らかにする。

マーケティング / 商品企画のためのユーザーインタビューの
教科書 ―顧客から
「引き出す」技術ユーザーから
「聞き出す」
技術―
奥泉 , 直子
マイナビ出版

顧客を調査し、理解する代表的な手法である「インタビュー」の教科書。

DL不可 EPUB

*1031579540*
商業
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-857-4

2004

*1031210648*
商業
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 20,625円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5155-9

2016

*1031115546*
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流通チャネル・リンケージ論

マーケティングとロジスティクスの均衡をめざして 第2版
田村公一
（たむら・こういち）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

マーケティングとロジスティクスの均衡をめざして試行錯誤を繰り返してきたリーディ
ング・カンパニーのチャネル・リンケージ行動とマネジメント諸説を関連づけ、経
営学の視点で分析する。新章を加えるなどした第2版。

商品先物取引法 新版

商業
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎675.4 件名◎流通 タリ 205p
冊子版 978-4-502-33261-6 2020.02

*1032310347*
商業

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎676.4 件名◎商品先物取引法 カ
使いやすくて透明性が高く、トラブルのない商品先物市場の構築をめざした平易な シ 321p
解説書。商品先物取引の経済的意義と法規制をはじめ、取引の決済、取引の受 冊子版 978-4-7857-2756-7 2019.12
河内隆史
（かわち・たかし）
著
商事法務

尾崎安央
（おざき・やすひろ）
著

委託、紛争の処理などを説明する。国内外の環境の変化に対応した新版。

*1032352893*
WTO・FTA 法入門 グローバル 経済のルールを学ぶ 第2版
小林友彦
（こばやし・ともひこ）
著
法律文化社

飯野文
（いいの・あや）
著

貿易戦争に対して、WTO や FTAに何ができて、何ができないのか ? ルールの原
則と例外を軸にバランスよく解説し、紛争処理のチャートや事例を多数取り上げる。
日欧 EPA や TPP11など最新動向をフォローアップ。

商業
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎678.3 件名◎世界貿易機関 ■ダ
215p
冊子版 978-4-589-04062-6 2020.03

*1031760406*
ドキュメントTPP 交渉 アジア経済覇権の行方
鯨岡仁
（くじらおか・ひとし）
著
東洋経済新報社

TPP はどのように構想され、交渉が進められ、大筋合意に至ったのか。日米両国
の政治家や交渉担当者たちは、どのように決断を下したのか。秘密交渉の裏側が
わかる、当事者の証言をもとにしたドキュメント。

商業
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎678.3 件名◎自由貿易地域 クド
243p
冊子版 978-4-492-44432-0 2016.09

*1030884608*
自由貿易はなぜ必要なのか Why We Need Free Trade

商業

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎ 件名◎自由貿易地域 ムジ
保護主義、関税引き上げ、貿易戦争…自由貿易の利益は、それがなくなるまで気 254,13p
づくことはできないのか ? 日常生活との関わりの中から自由貿易のメリットとデメリット 冊子版 978-4-641-16567-0 2020.06
椋寛
（むくのき・ひろし）
著
有斐閣

を整理し、その是非を問い直す。

*1032433703*
通関士過去問題集 通関士試験学習書 2019年版

〈通関士教科書〉
ヒューマンアカデミー著
翔泳社

笠原純一
（かさはら・じゅんいち）
監修

海外との貿易に欠かせない職業「通関士」になるための試験対策本です。全過
去問題の中から重要問題を精選し、2019年10月の第53回試験に効率的に合格で
きるよう編集しました。基礎から合格レベルの知識まで、この1冊でくまなく学習できる、
例年人気 No.1の定番書籍です。

通関士完全攻略ガイド 通関士試験学習書 2019年版

〈通関士教科書〉
ヒューマンアカデミー著
翔泳社

笠原純一
（かさはら・じゅんいち）
監修

先輩読者から厚い信頼が寄せられている、通関士対策書の決定版。固くて難しい
条文には、イラストや図表を多く用いて解説するなど、初学者にも理解しやすい作り
となっています。章末に確認問題、巻末に模擬試験を掲載。刊行後も、最新法改
正情報をWeb で提供しますので、長く読み続けられて安心です。
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商業
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎ S678.4 件名◎通関士 ■ツ
711p
冊子版 978-4-7981-5878-5 2019.02

*1031210676*
商業
同時アクセス1 12,980円 + 税
同時アクセス3 26,070円 + 税
分類◎ S678.4 件名◎通関士 ■ツ
843p
冊子版 978-4-7981-5875-4 2018.12

*1031210677*

歩行者事故はなぜ起きるのか

運輸、交通

同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 12,474円 + 税
分類◎ 件名◎交通事故 マホ 293,33p
日本で多発する歩行者事故。事故にあいやすいのは、いつ? 誰 ? どんな場所 ? デー 冊子版 978-4-13-013315-9 2020.07
松浦常夫
（まつうら・つねお）
著
東京大学出版会

タと人間特性に基づいた原因と対策を解説する。『交通安全教育』連載「歩行
者の交通安全」に加筆修正し単行本化。

*1031873742*
物流業界立て直しバイブル なぜ日本の物流は疲弊しているのか?
岡卓也
（おか・たくや）
著
東洋経済新報社

危機的状況にある物流業界。業界の99%を占める中小企業は苦境が続いている。
業界の現状や問題点を明らかにし、現在地を知るための診断方法、基礎体力向
上のための指針やポイント、今やるべきことなどを具体的に解説する。

運輸、交通
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎681.6 件名◎運送業 オブ 230p
冊子版 978-4-492-96175-9 2020.02

*1031507100*
日本交通史事典 トピックス1868-2009
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

明治元年から平成21年まで、日本の交通に関する重要なトピックをまとめた事典。
人力車・馬車から鉄道・自動車に移り変わる過程や日米自動車摩擦といった国際
交渉、交通行政、新技術の開発など、幅広いテーマを収録。

運輸、交通
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R682.1 件名◎交通－日本 ■ニ
493p
冊子版 978-4-8169-2238-1 2010.03

*1032442127*
アジアロジスティクスと海運・港湾

貿易・海運 データの分析・予測・リスク評価

渡部富博
（わたなべ・とみひろ）
編著
技報堂出版

小林潔司
（こばやし・きよし）
編著

アジアを中心とする貿易や産業構造、海上輸送・港湾などに焦点をあて、その動
向を概観しつつ、現状や動向を捉えるためのデータの状況、現状把握や将来動向
予測などのための分析方法・予測手法・評価ツールなどを記述する。

近世最上川水運と西廻航路 幕藩領における廻米輸送の研究
横山昭男
（よこやま・あきお）
著
吉川弘文館

西廻航路の要衝酒田港は、舟運で運ばれる物資の集積地として栄えた。藩領の
舟運の変化と豪商との関わりなどを、流通史から解明する。羽州幕領の最上川船
運と海上輸送の展開、近世変革期の地域基盤とその背景で構成。

運輸、交通
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎海運－アジア ■ア 251p
冊子版 978-4-7655-1868-0 2020.04

*1031875436*
運輸、交通
同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎684.02125 件名◎河川運送－歴
史 ヨキ 311,12p
冊子版 978-4-642-03498-2 2020.05

*1031814492*
運輸・物流業 〈業種別人事制度 6〉
山口俊一
（やまぐち・しゅんいち）
著
中央経済社

ドライバー不足と燃料費高騰による収益低下圧力を克服するには ? 具体的な人事
評価基準例や給与制度例を数多く盛り込みながら、貨物運送業や倉庫業などの運
輸・物流業全般の人事制度の構築のポイントやノウハウを解説する。

運輸、交通
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎685.6 件名◎トラック事業 ヤウ
187p
冊子版 978-4-502-11101-3 2014.09

*1032352905*
航空幻想 日本の空は変わったか 第2版

運輸、交通

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎687.21 件名◎航空輸送－日本 チ
LCCをめぐる苦悩、JAL への過剰介入、羽田の国際線拡大…。航空業界は、激 コ 297p
変する市場環境と、依然変わらない政策介入に耐えられるのか ? 航空政策の自由 冊子版 978-4-502-12411-2 2014.11
中条潮
（ちゅうじょう・うしお）
著
中央経済社

化改革について論じる。図表の数値を最新のものにした第2版。

*1032352925*
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物語を旅するひとびと コンテンツ・ツーリズムとは何か
増淵敏之
（ますぶち・としゆき）
著
彩流社

映画やドラマのロケ地、マンガやアニメの原作地には観光客が集まる。地域固
有の「物語性」「テーマ性」を活用し、新たな観光資源を創出するコンテンツ・ツー
リズムの根幹を、事例を紹介しながら考察する。

運輸、交通
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎689 件名◎観光事業 マモ 215p
冊子版 978-4-7791-1508-0 2010.04

*1031460168*
旅人の本音 ―「日本」の旅に関するアンケート集―
旅の販促研究所
彩流社

《日本の旅》に関するアンケート／多様化した今どきの旅行者たち国内旅行の活性
化のため、日本人の本音に迫る
！。JTBグループのシンクタンク「旅の販促研究所」
の研究員が、〈旅行者研究〉をメインテーマに、多様化・個性化した日本人旅行
者の行動と心理を独自の手法を駆使して分析。

観光の事典 Encyclopedia of Tourism

運輸、交通
同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1403-8

2009

*1031460166*
運輸、交通

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎ R689.036 件名◎観光事業－便
観光の基本概念から、観光の行政と施策、観光計画、さまざまな観光実践まで、 覧 ■カ 450p
こんにちにおける観光事象を網羅的に提示。見開き2頁を単位とした中項目形式で 冊子版 978-4-254-16357-5 2019.04
白坂蕃
（しらさか・しげる）
編集
朝倉書店

稲垣勉
（いながき・つとむ）
編集

簡潔に説明し、関連する重要な文献も記載する。

*1031616183*
インバウンドビジネス集客講座 図解でパパッとわかる決定版
村山慶輔
（むらやま・けいすけ）
著
翔泳社

やまとごころ編集部著

予算ゼロからできるネット施策から、クチコミ対策、広告出稿、地域全体で取り組
む大規模施策まで、インバウンドの集客にまつわるさまざまな施策を解説する。重
点市場とされている20の国と地域のデータ集も収録。

運輸、交通
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎689.21 件名◎観光事業 ■イ
239p
冊子版 978-4-7981-4969-1 2017.06
DL不可 EPUB

*1031579529*
スコットランド ウイスキーとツーリズム

運輸、交通

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎689.2332 件名◎観光事業 カス
第二次大戦後にウイスキーがスコットランド・ツーリズムの牽引役として登場する経 304,14p
緯に注目。ツーリズムの対象として発展していくために必要だったこととは。ウイスキー 冊子版 978-4-7791-2668-0 2020.04
春日雅司
（かすが・まさし）
著
彩流社

蔵を歩き、スコットランドと長年関わってきた経験を紹介。

*1031980183*
指名が途切れない通訳ガイドの英語で日本紹介アイデアブック

運輸、交通

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎689.6 件名◎通訳案内士 シシ
リピーター続出の人気通訳ガイドが、今すぐ使える「鉄板ネタ」を伝授。宗教・文化、 215p
日常・街角の風景など日本全国共通の話題から、皇居や京都御所など日本各地の 冊子版 978-4-7574-3621-3 2020.04
島崎秀定
（しまざき・ひでさだ）
著
アルク

観光名所のガイド例も紹介。音声ダウンロードの URLを記載。

DL不可 EPUB

*1032290704*
iPhone SE 第2世代基本 + 活用ワザ 〈できるfit〉

通信事業

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎〈694.6〉 件名◎スマートフォン ■
iPhone SE 第2世代の基本操作から活用ワザ、トラブル対処法まで、すべてがわ ア 286p
かる解説書。アプリ別インデックスも掲載する。電子版が入手できるQRコード付き。 冊子版 978-4-295-00900-9 2020.07

法林岳之
（ほうりん・たかゆき）
著
インプレス

橋本保
（はしもと・たもつ）
著

ドコモ /au/ソフトバンクに完全対応。

*1032464500*
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世界一やさしい iPhone SE はじめてでも迷わずかんたん!

〈impress mook〉

通信事業

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
インプレス
分類◎〈694.6〉 件名◎スマートフォン ■
iPhone SE の基本設定と操作、電話やメッセージ、メール、インターネットの使いこ セ 79p
なし方、写真の楽しみ方、アプリの使い方などをやさしく解説する。機種変更に便 冊子版 978-4-295-00914-6 2020.08

利なデータ引き継ぎガイドも掲載。

*1032464504*
世界一やさしいスマートフォン 今こそスマホを使おう!

最新改訂版 〈impress mook〉

通信事業

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
インプレス
分類◎〈694.6〉 件名◎スマートフォン ■
電話やメール、カメラの使い方から、検索のしかた、LINE やメルカリの楽しみ方、 セ 79p
お得なキャッシュレス、話題の5Gまで、スマートフォンの操作をやさしく解説する。 冊子版 978-4-295-00890-3 2020.06

アンドロイド対応。

*1032464507*
SwiftUIではじめるiPhone アプリプログラミング入門

通信事業

同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,055円 + 税
分類◎〈694.6〉 件名◎モバイルアプリ オ
SwiftUIを使用してiOSアプリを作成する方法を学ぶ入門書。SwiftUIを扱うため ス 319p
に不可欠なSwift 言語のポイントも解説する。サンプルファイルのダウンロードサー 冊子版 978-4-89977-504-1 2020.06

大津真
（おおつ・まこと）
著
ラトルズ

ビス付き。

*1032019492*
48歳からのスマホ入門 アンドロイド対応
リブロワークス著
インプレス

アンドロイドスマホを手にした40～60代に向けて、スマホの基本から応用までをや
さしく解説する。“ 困った ”を解決するQ＆A 集も収録。ドコモ /au/ソフトバンク/
Y!mobile/UQ mobile のスマホに対応。

通信事業
同時アクセス1 3,564円 + 税
同時アクセス3 7,128円 + 税
分類◎694.6 件名◎スマートフォン ■ヨ
135p
冊子版 978-4-295-00624-4 2019.06

*1031338951*
docomo HUAWEI P30 Pro 基本＆活用ワザ完全ガイド

通信事業

〈できるポケット〉

同時アクセス1 4,554円 + 税
同時アクセス3 9,108円 + 税
法林岳之
（ほうりん・たかゆき）
著 清水理史
（しみず・まさし）
著
分類◎694.6 件名◎スマートフォン ■ド
インプレス
206p
HUAWEI P30 Pro の基本的な使い方をはじめ、指紋センサーや顔認証といった 冊子版 978-4-295-00799-9 2019.12

独自機能、Leicaクアッドカメラによる写真撮影など、多彩な機能をわかりやすく解
説する。電子版ダウンロード特典あり。

iPhone 芸人かじがや卓哉の今度はスゴいスマホ

Androidスマートフォン対応
かじがや卓哉
（かじがや・たくや）
著
インプレス

バッテリーの持ちをよくする設定、スマホ 決済、セキュリティの強化法…。実は
Androidスマホにも超詳しい「iPhone 芸人」かじがや卓哉が、Androidスマホ
のお役立ちテクニックを教える。

PythonではじめるiOSプログラミング

iOS+Pythonで数値処理からGUI, ゲーム ,iOS 機能拡張まで

掌田津耶乃
（しょうだ・つやの）
著
ラトルズ

iOS でPythonプログラミングができるアプリ「Pythonista3」を使い、Python の
基礎から拡張モジュールによる数理計算、iOS 機能を拡張するプログラミングまで
マスターする。

*1032464501*
通信事業
同時アクセス1 4,554円 + 税
同時アクセス3 9,108円 + 税
分類◎694.6 件名◎スマートフォン カア
191p
冊子版 978-4-295-00729-6 2019.09

*1031338963*
通信事業
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 10,725円 + 税
分類◎694.6 件名◎モバイルアプリ シパ
375p
冊子版 978-4-89977-498-3 2019.10

*1031458208*
79

作ればわかる!Androidプログラミング Kotlin 対応

通信事業

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎694.6 件名◎モバイルアプリ カツ
Android SDK/Studioを利用して、実際にアプリを作りながら、Androidアプリ 379p
開発の基礎知識や実践的なプログラミングを学べる書。Kotlin の基礎的な事柄も 冊子版 978-4-7981-6014-6 2019.06
金宏和實
（かねひろ・かずみ）
著
翔泳社

解説する。

DL不可 EPUB

*1031579528*
世界一やさしい iPhone 11/Pro/Pro Max

はじめてでもラクラクかんたん! 〈impress mook〉

通信事業

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
インプレス
分類◎694.6 件名◎スマートフォン ■セ
iPhone の基本設定と操作、電話やメッセージ、メール、インターネットの使いこなし 79p
方、写真や音楽の楽しみ方、アプリの使い方などをやさしく解説する。iPhone 11/ 冊子版 978-4-295-00813-2 2019.12

Pro/Pro Max 対応。

*1031338974*
大きな字だからスグ分かる!iPhoneかんたん入門

ケータイからの乗り換えを応援 ! 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

通信事業

同時アクセス1 3,712円 + 税
同時アクセス3 9,281円 + 税
分類◎694.6 件名◎スマートフォン イオ
127p
ケータイとiPhone の違いってなに? 安心・安全にiPhoneを使いたい! iPhoneとケー 冊子版 978-4-8399-5834-3 2016.03
飯塚直
（いいずか・なお）
著
マイナビ出版

タイの機能を比較しながら、基本機能、インターネット・メール、写真やカメラ、ア
プリなどの使い方を解説する。

DX 時代の信頼と公共性 放送の価値と未来
民放連研究所客員研究員会編
勁草書房

ネット融合が本格的に始まった現在、放送メディアはどこを目指せばいいのか ? 放
送を巡る制度と公共性、ビジネスモデルと戦略など、多角的な議論を土台に、放
送が抱える課題を掘り下げ、将来を展望する。

*1031115535*
通信事業
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎放送 ■デ 294p
冊子版 978-4-326-60329-9 2020.08

*1032433714*
東アジアのケーブルテレビ

政府企業間関係から見る社会的役割の構築過程

通信事業

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎699.22 件名◎有線テレビ ヨヒ
197p
日本のケーブルテレビは、
なぜ地域メディアであり続けることができたのか。日本・韓国・ 冊子版 978-4-502-28911-8 2019.03
米谷南海
（よねたに・なみ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

台湾のケーブルテレビ事業史を政府企業間関係論的視座から紐解き、事業者の
社会的役割の生成・発展・変容・消滅・転換を描き出す。

日本のテレビ・ドキュメンタリー

Japanese Television Documentaries

*1030990067*
通信事業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎放送番組－歴史 ニニ
257,10p
ドキュメンタリー番組の制作者たちはどのように時代と格闘し、戦後日本を記録して 冊子版 978-4-13-050201-6 2020.06
丹羽美之
（にわ・よしゆき）
著
東京大学出版会

きたか。テレビ史に残る数々の番組と、それを作り出してきた制作者たちの言葉を
通して、日本のテレビ・ドキュメンタリーの大きな流れをたどる。

5人目の旅人たち 「水曜どうでしょう」と藩士コミュニティの研究

*1031814465*
通信事業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎699.67 件名◎放送番組 ヒゴ
北海道テレビの番組「水曜どうでしょう」は、いかにして多くのファン（藩士）の心 265p
を摑んだのか。ファンである社会心理学者がファン19人へのインタビューやディレク 冊子版 978-4-7664-2624-3 2019.10
広田すみれ
（ひろた・すみれ）
著
慶應義塾大学出版会

ター陣との交流をもとに、その要因を明らかにする。

*1031137206*
80

