朝倉書店
弟子の視点から読み解く
『論語』〈漢文ライブラリー〉
謡口明
（うたぐち・はじめ）
著
朝倉書店

孔子とその弟子たちの言行録「論語」を、弟子の視点から読み解く。13名の弟子
を取り上げ、関連する「論語」の原文、現代語訳、語釈等を収録するとともに、
弟子の人物像や思想傾向、孔子との師弟間の人間関係などを解説する。

東洋思想
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎123.83 件名◎論語 ウデコ 177p
冊子版 978-4-254-51588-6 2019.06

*1031873805*
イラストレイテッド錯視のしくみ

心理学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎145.5 件名◎錯視 キイ 118p
灰色なのに赤いイチゴ、縞模様でインク自体の色よりきれいになる、ハートが背景と 冊子版 978-4-254-10290-1 2019.09
北岡明佳
（きたおか・あきよし）
著
朝倉書店

別に動く…。イラスト・写真の色・模様などがどのような効果を生むか、錯視のしく
みを解説。錯視のつくり方もわかる。

DL不可

*1032433771*
情動学シリーズ 9 情動と犯罪
小野武年
（おの・たけとし）
監修
朝倉書店

現代の深刻な社会問題となっている「情動」や「こころ」の問題の科学的解決へ
の糸口を提供するシリーズ。9は、犯罪と情動の関連について医学、心理学などの
専門家が多面的・学術的に考察し、犯罪の防止・抑止への糸口を探る。

心理学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎141.6 件名◎情動 ■ジ 173p
冊子版 978-4-254-10699-2 2019.02
DL不可

*1031434066*
世界地誌シリーズ 11 ヨーロッパ
加賀美雅弘
（かがみ・まさひろ）
編
朝倉書店

日本と世界の諸地域を学習するための基礎的な素材と考え方を提供するテキスト。
大きく変容するヨーロッパ・EUを、自然環境、都市の形成と発展、観光地域、移
民と社会問題などの多面的視点から解説する。見返しに地図あり。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎290.8 件名◎世界地理 ■セ
173p
冊子版 978-4-254-16931-7 2019.04
DL不可

*1032310376*
最適投資戦略 ポートフォリオ・テクノロジーの理論と実践

〈FinTechライブラリー〉

経済

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎338.01 件名◎ポートフォリオセレク
ション コサ 193p
投資理論と現実のマーケットを理解する上で役立つ一冊。市場変動に対応した資 冊子版 978-4-254-27585-8 2018.12
小松高広
（こまつ・たかひろ）
著
朝倉書店

津田博史
（つだ・ひろし）
監修

産運用の考え方を解説するとともに、伝統的な手法と、機械学習など新たなデータ
解析ツールを踏まえた進化の両面を紹介する。

子どもが育つ遊びと学び

保幼小の連携・接続の指導計画から実践まで

*1031340557*
教育

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎376.1 件名◎幼小連携 ■コ
136p
「子どもの生活をつなぐ」という視点から、長期的な子どもの発達と学びのプロセス 冊子版 978-4-254-65007-5 2019.04
高櫻綾子
（たかざくら・あやこ）
編
朝倉書店

を解説。発達の段階ごとに章とコラムを設定し、保育・教育の実践事例をもとに具
体的に説明する。

乳幼児の発達と保育 食べる・眠る・遊ぶ・繫がる
秋田喜代美
（あきた・きよみ）
監修
朝倉書店

遠藤利彦
（えんどう・としひこ）
編著

乳幼児は「食べる」「眠る」「遊ぶ」といった活動を積み重ね、発達・成長してい
く。3つの活動を科学的にとらえ、「繫げる」ことにより、日々の生活の中でそれらの
活動が相互に影響し合い、紡がれていく形を描き出す。

DL不可

*1031616185*
教育
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ニ 219p
冊子版 978-4-254-65008-2 2019.08

*1032310380*
424

Pythonによるベイズ 統計学入門 〈実践 Pythonライブラリー〉
中妻照雄
（なかつま・てるお）
著
朝倉書店

Python で行うベイズ分析の入門書。ベイズ統計学の基本原理から、様々な確率
分布を想定したベイズ分析、Python のパッケージであるPyMCを使ったMCMC
法の実行法、マルコフ連鎖モンテカルロ法までを解説する。

数学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学－データ
処理 ナパ 214p
冊子版 978-4-254-12898-7 2019.04

*1031616182*
Rで学ぶマルチレベルモデル 実践編 Mplusによる発展的分析
尾崎幸謙
（おざき・こうけん）
編著
朝倉書店

川端一光
（かわはし・いっこう）
編著

階層性をもつデータに対して適切な分析を行うための統計 モデルである「マルチ
レベルモデル」。Rによる実践や Mplusを使った分析を通して、マルチレベルモ
デルの理論や具体的な使い方を解説する。

数学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学－データ
処理 ■ア 252p
冊子版 978-4-254-12237-4 2019.04

*1031616181*
幾何解析 〈幾何学百科 2〉

数学

同時アクセス1 24,090円 + 税
同時アクセス3 48,180円 + 税
分類◎414.81 件名◎リーマン幾何学 ■
リーマン幾何学の分野における「曲率という局所的情報からいかなる大域的情報 キ 425p
が得られるか」という基本的な問いをテーマに、リーマン幾何の基礎的な概念・手 冊子版 978-4-254-11617-5 2018.11
酒井隆
（さかい・たかし）
著
朝倉書店

小林治
（こばやし・おさむ）
著

法から、相対論、リッチフローと複素幾何までを解説する。

*1030990089*
多重比較法 〈統計解析スタンダード〉

数学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 ■タ
多重比較の概念から、複数の主要評価項目の解析まで、医学・薬学の臨床試験 155p
への適用を念頭に、群や評価項目、時点における多重性の比較分析手法を実行コー 冊子版 978-4-254-12862-8 2019.08
坂巻顕太郎
（さかまき・けんたろう）
著
朝倉書店

寒水孝司
（そうず・たかし）
著

ドを交えて解説する。

*1032310379*
多変数解析関数論 学部生へおくる岡の連接定理 第2版

数学

同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎413.58 件名◎複素関数 ノタ
現代数学の広い分野で基礎を与える理論となっている多変数解析関数論。その最 382p
も基本的部分である、岡潔により証明された“ 連接定理 ”を、学部生向けにやさしく 冊子版 978-4-254-11157-6 2019.09
野口潤次郎
（のぐち・じゅんじろう）
著
朝倉書店

解説する。証明がより平明になった第2版。

*1032310381*
フーリエ熱の解析的理論
フーリエ著
朝倉書店

西村重人
（にしむら・しげと）
訳

後世の数学・科学技術に多大な影響を与えた19世紀フランスの数学者フーリエ
の主著を、学術的知見に基づいて全訳。熱伝播の問題のためにフーリエ が編み
出した数学と、彼の自然思想を展開する。豊富な注釈・解説も付す。

物理学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎426.3 件名◎熱伝導 フフ 494p
冊子版 978-4-254-11156-9 2020.01

*1032433772*
工学のための物理数学

物理学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎421.5 件名◎物理数学 ■コ
工学部の学部学生が基礎数学を学んだ後に応用数学を学習するためのテキスト。 193p
複素数、フーリエ・ラプラス解析、ベクトル解析の中で「これだけは知っておきたい」 冊子版 978-4-254-20168-0 2019.10
田村篤敬
（たむら・あつたか）
著
朝倉書店

柳瀬眞一郎
（やなせ・しんいちろう）
著

というテーマを、豊富な演習問題とともにまとめる。

DL不可

*1032433776*
425

初歩の相対論から入る電磁気学

〈シリーズ〈これからの基礎物理学〉3〉
米谷民明
（よねや・たみあき）
著
朝倉書店

相対論の基礎を冒頭で導入して電気・磁気を完全に統一的視点で解説する基礎
テキスト。伝統的な初等電磁気学とは異なるアプローチで大学学部レベルの電
磁気学を立て直す試み。

生き物と音の事典

物理学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎427 件名◎電気磁気学 ヨシ
224p
冊子版 978-4-254-13719-4 2018.12

*1031137140*
物理学

生物音響学会編集
朝倉書店

生物音響学を網羅的に解説。1～4頁で完結する225項目を掲載し、個々の生物種
の発声・聴覚のメカニズムから生態・進化的背景まで、生物と音のかかわりを幅
広く取り上げる。事項索引、学名索引付き。

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R481.36 件名◎動物生理学－便
覧 ■イ 441,4p
冊子版 978-4-254-17167-9 2019.11

*1031137144*
超伝導 〈朝倉物理学大系 22〉
高田康民
（たかだ・やすたみ）
著
朝倉書店

超伝導の現象の基礎から理論・機構まで俯瞰する書。電子フォノン複合系、超伝
導研究の歴史とBCS 理論、超伝導機構の微視的機構とその転移温度の第1原理
計算などを取り上げる。

物理学
同時アクセス1 25,080円 + 税
同時アクセス3 50,160円 + 税
分類◎427.45 件名◎超伝導 タチ 411p
冊子版 978-4-254-13692-0 2019.08

*1031533291*
秘伝の微積物理

高校までの物理と微積を使った物理のちがいがよくわかる!

青山均
（あおやま・ひとし）
著
朝倉書店

大学の物理学でつまずきやすいポイントを丁寧に解説。〔内容〕位置・速度・加
速度／ベクトルによる運動の表し方／運動方程式／力学的 エネルギー保存則／
ガウスの法則／電場と電位の関係／アンペールの法則／電磁誘導／交流／数学
のてびき

物理学者、機械学習を使う 機械学習・深層学習の物理学への応用

物理学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎423 件名◎力学 アヒ 182p
冊子版 978-4-254-13126-0 2019.04

*1031670291*
物理学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎421 件名◎理論物理学 ■ブ
物性、統計、量子情報…。機械学習を使って物理学で何ができるのか。物理と 196p
機械学習・深層学習をテーマに、機械学習・深層学習を使った研究を進めている 冊子版 978-4-254-13129-1 2019.10
橋本幸士
（はしもと・こうじ）
編
朝倉書店

橋本幸士
（はしもと・こうじ）
ほか著

物理学者たちが自身の研究を紹介する。

*1032433773*
国際化学オリンピックに挑戦 ! 1 基礎
日本化学会化学オリンピック支援委員会監修 日本化学会化学グランプリ・オリンピック委
員会オリンピック小委員会監修
朝倉書店

毎年開催される、世界の高校生を対象とした化学の学力コンテスト「国際化学オ
リンピック」。化学のすべての分野に必須の基礎知識を取り上げ、実際の問題を例
に挙げて、本番で要求される考え方を解説する。見返しに表あり。

国際化学オリンピックに挑戦 ! 2 無機化学・分析化学
日本化学会化学オリンピック支援委員会監修 日本化学会化学グランプリ・オリンピック委
員会オリンピック小委員会監修
朝倉書店

毎年開催される、世界の高校生を対象とした化学の学力コンテスト「国際化学オ
リンピック」。無機化学・分析化学の分野を取り上げ、実際の問題を例に挙げて、
本番で要求される考え方を解説する。見返しに表あり。

426

化学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■コ 145p
冊子版 978-4-254-14681-3 2019.05
DL不可

*1031670292*
化学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■コ 141p
冊子版 978-4-254-14682-0 2019.05
DL不可

*1031670293*

国際化学オリンピックに挑戦 ! 3 物理化学
日本化学会化学オリンピック支援委員会監修 日本化学会化学グランプリ・オリンピック委
員会オリンピック小委員会監修
朝倉書店

毎年開催される、世界の高校生を対象とした化学の学力コンテスト「国際化学オ
リンピック」。物理化学の分野を取り上げ、実際の問題を例に挙げて、本番で要求
される考え方を解説する。見返しに表あり。

国際化学オリンピックに挑戦 ! 4 有機化学
日本化学会化学オリンピック支援委員会監修 日本化学会化学グランプリ・オリンピック委
員会オリンピック小委員会監修
朝倉書店

毎年開催される、世界の高校生を対象とした化学の学力コンテスト「国際化学オ
リンピック」。有機化学の分野を取り上げ、実際の問題を例に挙げて、本番で要求
される考え方を解説する。見返しに表あり。

国際化学オリンピックに挑戦 ! 5 実験
日本化学会化学オリンピック支援委員会監修 日本化学会化学グランプリ・オリンピック委
員会オリンピック小委員会監修
朝倉書店

毎年開催される、世界の高校生を対象とした化学の学力コンテスト「国際化学オ
リンピック」。実験課題の概要や題材を紹介し、これまでの理論試験・実験課題で
出題された特徴的な問題について解説する。見返しに表あり。

宇宙物理学 ハンドブック

化学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■コ 151p
冊子版 978-4-254-14683-7 2019.05
DL不可

*1031670294*
化学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■コ 156p
冊子版 978-4-254-14684-4 2019.05
DL不可

*1031670295*
化学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■コ 183p
冊子版 978-4-254-14685-1 2019.05

*1031670296*
天文学、宇宙科学

同時アクセス1 72,600円 + 税
同時アクセス3 145,200円 + 税
分類◎ R440.12 件名◎天体物理学－便
宇宙物理学および関連分野の研究者・学生に宇宙物理学の全体像と正確な知識 覧 ■ウ 896p
を簡潔に提供するハンドブック。宇宙物理学の歴史と特徴から天体の物理、宇宙論、 冊子版 978-4-254-13127-7 2020.02
高原文郎
（たかはら・ふみお）
編集
朝倉書店

家正則
（いえ・まさのり）
編集

相対論的天体と高 エネルギー宇宙物理学、宇宙の観測までを取り扱う。

*1031983421*
鉱物・宝石の科学事典

地球科学、地学

同時アクセス1 52,800円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
分類◎ R459.036 件名◎鉱物－便覧 ■
鉱物学・岩石学・資源地質学をはじめとする地球惑星物質科学や宝石学の基礎を コ 645p 図版16p
理解するために、厳選された項目でわかりやすく解説する事典。代表的な鉱物・宝 冊子版 978-4-254-16276-9 2019.09

日本鉱物科学会編集
朝倉書店

宝石学会
（日本）
編集協力

石の基礎知識を掲載する。

*1031137142*
大気生物学入門

地球科学、地学

川島茂人
（かわしま・しげと）
著
朝倉書店

花粉や細菌、胞子など、大気の中を浮遊する微小な生物の動きを解析する「大気
生物学」の入門書。スギ 花粉の飛散の予測、黄砂にともなう細菌・カビの飛来の
解析等のテーマを扱い、初歩からわかりやすく解説する。

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎451.3 件名◎大気 カタ 125p
冊子版 978-4-254-17170-9 2019.09
DL不可

*1032433774*
土の中の美しい生き物たち 超拡大写真でみる不思議な生態
萩原康夫
（はぎわら・やすお）
編著
朝倉書店

吉田譲
（よしだ・ゆずる）
編著

土の中でひそかに、しかし一生懸命生きている土壌動物たち。その生き生きとした
美しい姿を超拡大写真で紹介し、実際に探すときの手がかりとなる、撮影した際の
細かな情報を掲載する。野外におけるマクロ撮影方法も収録。

動物学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎481.76 件名◎土壌動物 ■ツ
161p
冊子版 978-4-254-17171-6 2019.12
DL不可

*1032433775*
427

アディクションサイエンス 依存・嗜癖の科学
宮田久嗣
（みやた・ひさつぐ）
編著
朝倉書店

高田孝二
（たかだ・こうじ）
編著

コカイン、大麻、アルコール、タバコ、睡眠薬、ギャンブル、インターネット…。変
遷のテンポがはやいアディクション（依存・嗜癖）について、基礎研究から臨床
実践までカバーして解説。全体像を平易に解説する座談会も収録。

医学
同時アクセス1 24,420円 + 税
同時アクセス3 48,840円 + 税
分類◎493.74 件名◎依存症 ■ア
293p
冊子版 978-4-254-52025-5 2019.06

*1031873808*
子どもの睡眠ガイドブック 眠りの発達と睡眠障害の理解

医学

同時アクセス1 15,510円 + 税
同時アクセス3 31,020円 + 税
分類◎493.937 件名◎児童精神医学 ■
学校生活に直接的に影響し、子どもの健やかな成長を妨げる睡眠の問題。医療・ コ 173p
保健スタッフ、教育関係者などを対象に、子どもの睡眠の基礎知識と子どもの睡眠 冊子版 978-4-254-30119-9 2019.07
駒田陽子
（こまだ・ようこ）
編
朝倉書店

井上雄一
（いのうえ・ゆういち）
編

障害の病態生理、臨床特性と治療法について幅広く概説。

DL不可

*1031983423*
食品の安全性 第2版 〈スタンダード人間栄養学〉
上田成子
（うえだ・しげこ）
編集
朝倉書店

桑原祥浩
（くわばら・よしひろ）
ほか著

食品衛生と法規、食中毒、食品による感染症・寄生虫症、食品の変質、食品中
の汚染物質、食品添加物など、食品の安全性を脅かす問題点について解説する。
平成24年、28年のガイドラインの改定に対応。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎498.54 件名◎食品衛生 ■シ
160p
冊子版 978-4-254-61063-5 2018.10
DL不可

*1030990091*
放射線医科学の事典 放射線および紫外線・電磁波・超音波
大西武雄
（おおにし・たけお）
監修
朝倉書店

松本英樹
（まつもと・ひでき）
総編集

最近の放射能・放射線・電磁波および超音波に関する医学的研究の成果を紹介。
放射能・放射線・電磁波および超音波利用の経緯と現状、その利点、注意すべ
き点など、あらゆる方向から編纂した事典。

医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎ R492.4 件名◎放射線医学－便
覧 ■ホ 294,2p
冊子版 978-4-254-30117-5 2019.12

*1032433777*
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。

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。

DL不可

*1030990090*
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*
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。
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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*

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*
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*
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*
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。

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*
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。

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*
砂防学
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。

林業
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*
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*
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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*
観光の事典 Encyclopedia of Tourism

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*
ことばのデータサイエンス

言語

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎801.019 件名◎計量言語学 ココ
計量的な言語研究の入門書。言語学や文学が対象とするテキストから計量的に 166p
知見を引き出すための統計・データ分析について解説。図とかみ砕いた説明で、 冊子版 978-4-254-51063-8 2019.09
小林雄一郎
（こばやし・ゆういちろう）
著
朝倉書店

計量的な分析のイメージをつかむことができる。

*1032310382*
認知言語学大事典

The Encyclopedia of Cognitive Linguistics

辻幸夫
（つじ・ゆきお）
編集主幹
朝倉書店

楠見孝
（くすみ・たかし）
編集

総論から、理論的枠組み、主要概念、理論的問題、学際領域まで、認知言語
学の各領域を網羅した全5章全63項目を論述。関連テーマを素描する52のコラム
も収録。日英対照の事項索引・人名索引等も掲載する。

シリーズ〈日本語の語彙〉 7 現代の語彙

言語
同時アクセス1 72,600円 + 税
同時アクセス3 145,200円 + 税
分類◎ R801 件名◎認知言語学－便覧
■ニ 847p
冊子版 978-4-254-51058-4 2019.10

*1031983425*
日本語

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 24,420円 + 税
分類◎814.08 件名◎日本語－語彙 ■シ
日本語語彙の変遷を歴史的・地理的にたどる。7は、
「変貌する現代社会と語彙」
「メ 186,5p
ディアによる語彙の創造と広がり」「語彙の規範と改良」の3部に分けて、男女平 冊子版 978-4-254-51667-8 2019.04
飛田良文
（ひだ・よしふみ）
編集代表
朝倉書店

佐藤武義
（さとう・たけよし）
編集代表

等の時代における語彙の多彩なありようを描き出す。

*1031616184*
シリーズ〈日本語の語彙〉 1 語彙の原理

日本語

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 24,420円 + 税
分類◎814.08 件名◎日本語－語彙 ■シ
語彙研究の分野とその用語の定義を中心に扱い、先人の切り開いた語彙の沃野を 180,6p
展望。語彙の理論、構造、動態、変化、営為など、語彙と語に関わる諸分野・ 冊子版 978-4-254-51661-6 2019.10
飛田良文
（ひだ・よしふみ）
編集代表
朝倉書店

佐藤武義
（さとう・たけよし）
編集代表

諸方面の原理的な事柄を示す。

*1032433779*
英語で学ぶ日本語学 The Japanese Language 1 日本語学

日本語

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎810 件名◎日本語 アエ 286p
全編英文による日本語学全般の概説書。文法、語彙はもちろん、
日本語史から、文字、 冊子版 978-4-254-51681-4 2019.06
Mark Irwin 著
朝倉書店

Matthew Zisk 著

方言、社会・政策との関わりまで、日本語に関する知識をバランスよく収録。英和
用語集、索引も掲載。

*1031873807*
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ネイティブ英文法 1 時制と相

英語

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎835.08 件名◎英語－文法 ■ネ
英語ネイティブが母語をどう見て、どう感じ、どう分析しているのかを、最新の研究 186p
成果をふまえて解説。1は、時制（テンス）と相（アスペクト）をとりあげ、豊富な 冊子版 978-4-254-51671-5 2018.12
畠山雄二
（はたけやま・ゆうじ）
編集委員長
朝倉書店

本田謙介
（ほんだ・けんすけ）
編集幹事

例文でわかりやすく解説する。

*1031340558*
ネイティブ英文法 2 破格の構造
畠山雄二
（はたけやま・ゆうじ）
編集委員長
朝倉書店

本田謙介
（ほんだ・けんすけ）
編集幹事

英語ネイティブが母語をどう見て、どう感じ、どう分析しているのかを、最新の研究
成果をふまえて解説。2は、学校や参考書では学ばないが、ネイティブが日常生活
でよく使う表現や文法の「破格の構造」をわかりやすく解説する。

英語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎835.08 件名◎英語－文法 ■ネ
176p
冊子版 978-4-254-51672-2 2018.12

*1031340559*
正しく書いて読むための英文法用語事典
畠山雄二
（はたけやま・ゆうじ）
編
朝倉書店

縄田裕幸
（なわた・ひろゆき）
ほか著

品詞から修飾、文のつなぎとレトリック、語形成とパンクチュエーションまで、英文
法用語を1項目見開き2ページで明快に解説。英文法の用語の本質に迫り、文法
用語の誤解をときながら、英語の本当の姿に迫る。

英語
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎835 件名◎英語－文法 ■タ
318p
冊子版 978-4-254-51062-1 2019.09

*1032433778*
世説新語で読む竹林の七賢 〈漢文ライブラリー〉
大上正美
（おおがみ・まさみ）
著
朝倉書店

2世紀後半の後漢から5世紀初めの東晋末までの個性的な知識人たちの言動を収
集した逸話集「世説新語」から、「竹林の七賢」と称される、苛酷な魏晋交代期
を生きた7人の言動を紹介。原文、現代日本語訳、解説等を収録する。

中国文学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎923.4 件名◎世説新語 オセ
220p
冊子版 978-4-254-51589-3 2019.06

*1031873806*
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アルク
多文化共生のコミュニケーション 日本語教育の現場から 改訂版

社会

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎361.45 件名◎コミュニケーション
日本語教育の現場を軸に、多文化共生に必要とされるコミュニケーションとは何かを トタ 230p
わかりやすく解説する。異文化コミュニケーション理論だけでなく、具体的な事例を 冊子版 978-4-7574-3608-4 2020.04
徳井厚子
（とくい・あつこ）
著
アルク

豊富に盛り込み、実践できる活動も多数掲載。

*1031875553*
高校英語授業における文法指導を考える

「文法」
を
「教える」
とは? 〈アルク選書シリーズ〉
金谷憲
（かなたに・けん）
編著
アルク

臼倉美里
（うすくら・みさと）
著

活動中心の授業ではどうやって文法を「教える」のか ? 活動中心で文法は定着す
るのか ? 高校英語授業での現状を探るために行った、現場の教師へのインタビュー
などの調査・分析から、これからの文法指導の方向性を提言する。

国外逃亡塾

普通の努力と少しばかりの勇気でチートモードな
「自由」
を手に入れる

白川寧々
（しらかわ・ねね）
著
アルク

普通の努力・経済力で可能な、海外大学への進学で「自由への鍵」を手に入れよう。
自由に生きたいと本気で考える人のために、超現実的な道標を示す。数学、英語、
リーダーシップ、現実を直視することなどを語る。

日本留学試験模擬テスト3回分 文系編
東京国際ビジネスカレッジ神戸校著
アルク

時事日本語学院著

日本留学試験は外国人が日本の大学に入学する際に受験する試験です。本書は
その「文系」の得点力を向上させるために、本試験と同レベルの模擬試験を3回
分解くことができます。また読者は230ページに及ぶ詳細な解説を無料でダウンロー
ドできます。問題を繰り返し解き、解説を丹念に読むことで、本番で通用する実戦
力が身に付きます。

日本留学試験模擬テスト3回分 理系編
東京国際ビジネスカレッジ神戸校著
アルク

時事日本語学院著

日本留学試験は外国人が日本の大学に入学する際に受験する試験です。本書は
その「理系」の得点力を向上させるために、本試験と同レベルの模擬試験を3回
分と、無料でダウンロードできる230ページに及ぶ詳細な解説付き。「なぜこの選択
肢なのか」「なぜその解法を用いるのか」を、解説を見ながら一つひとつ確認する
ことで、どんな問題にも対応できる力が身につくはずです。

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

教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎〈375.893〉 件名◎英語教育 カコ
219p
冊子版 978-4-7574-3628-2 2020.06

*1032290709*
教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎377.6 件名◎留学 シコ 207p
冊子版 978-4-7574-3625-1 2020.04
DL不可 EPUB

*1031875577*
教育
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎ 件名◎留学 ■ニ 281p
冊子版 978-4-7574-3624-4 2020.04

*1031875568*
教育
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ 件名◎留学 ■ニ 377p
冊子版 978-4-7574-3637-4 2020.08
動画

*1032290698*
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*
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*
432

ぼくは翻訳についてこう考えています 柴田元幸の意見100
柴田元幸
（しばた・もとゆき）
著
アルク

近現代の英米文学作品を、独自の視点で選び抜いて翻訳している著者が、翻訳
についての考え方や自身の翻訳手法について述べたとっておきの100の言葉を紹
介。本人による「ボケツッコミ」も収録する。

言語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎801.7 件名◎翻訳 シボ 238p
冊子版 978-4-7574-3394-6 2020.01
DL不可 EPUB

*1031875573*
通訳というおしごと

言語

関根マイク
（せきね・まいく）
著
アルク

同時通訳、逐次通訳、ウィスパリング…。通訳とはどんな仕事なのか ? これからの
通訳者に求められるものとは ? 会議通訳者として第一線で活躍する著者が、「通訳
というおしごと」の魅力とサバイブするためのヒントを伝える。

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎801.7 件名◎通訳 セツ 339p
冊子版 978-4-7574-3397-7 2020.02
DL不可 EPUB

*1031875572*
カジュアル日本語 英語・ベトナム語・ポルトガル 語訳付

日本語

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
友達や恋人と話すためのカジュアルな日本語を学ぶことができるテキスト。日本語 人）アカ 219p
学習者が間違えやすい学習項目を、イラストとともに解説する。会話例、問題も掲載。 冊子版 978-4-7574-3613-8 2020.03

あっきー著
アルク

英語・ポルトガル語・ベトナム語訳付き。

*1032290708*
日本語教育に生かす第二言語習得研究 改訂版
迫田久美子
（さこだ・くみこ）
著
アルク

「学習者の誤用はなぜ起こるのか」「外国語はどのように習得されるのか」 第二言
語習得の概略を、実際の誤用例や最近の研究結果などを数多くまじえてまとめる。
より広い領域の研究や情報などを新たに加えた改訂版。

日本語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
人）サニ 271p
冊子版 978-4-7574-3609-1 2020.03

*1031875552*
日本語教育よくわかる語彙
秋元美晴
（あきもと・みはる）
著
アルク

押尾和美
（おしお・かずみ）
著

日本語の語彙についての基本的な内容を取り上げ、時代に即したデータを示しなが
ら、わかりやすく説明する。練習問題や、自分で考えたり調べたりするための実践
タスクも掲載。

日本語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
人）■ニ 245p
冊子版 978-4-7574-3338-0 2019.06

*1031155871*
日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版

日本語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
日本語教育能力検定試験の膨大な出題範囲を、「子音を発音する仕組み」「バイ 人）オニ 243p
リンガル教育と多文化教育」「昭和前期までの日本語教育」など50項目に分けて 冊子版 978-4-7574-3337-3 2019.06
岡田英夫
（おかだ・ひでお）
著
アルク

解説。重要語句も紹介する。

*1031155881*
日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 改訂版

日本語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
日本語教育能力検定試験の膨大な出題範囲を、「子音を発音する仕組み」「バイ 人）オニ 243p
リンガル教育と多文化教育」「昭和前期までの日本語教育」など50項目に分けて 冊子版 978-4-7574-3337-3 2019.06
岡田英夫
（おかだ・ひでお）
著
アルク

解説。重要語句も紹介する。

DL不可 EPUB

*1031155885*
433

日本語教育能力検定試験に合格するための用語集 改訂版

日本語

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎810.7 件名◎日本語教育
（対外国
過去18年分の検定試験に出題された用語をデータ化し分析。「本当に必要」な用 人）■ニ 287p
語を選出し、
日本語教育の背景や理論の要点をわかりやすく解説する。知識をまとめ、 冊子版 978-4-7574-3336-6 2019.06

岩田一成
（いわた・かずなり）
著
アルク

大関浩美
（おおぜき・ひろみ）
著

弱点をつかむための「要点整理」や「チェック問題」も掲載。

*1031155870*
日本語教育能力検定試験合格するための本 2020年

日本語

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
「日本語教育能力検定試験」の受験者必携対策本の2020年版。豊富な問題演 分類◎ S810.7 件名◎日本語教育（対外
習に加え、日々変化する日本語教育界を紐解くための時事的な情報をまとめた特集 国人）■ニ 187p
記事やベテラン講師が解説する区分別の学習法、合格者の体験談など、合格に 冊子版 978-4-7574-3391-5 2020.01
アルク

向けて役立つ情報が満載です！

*1031875549*
日本語教育能力検定試験合格するための問題集 2019新版
アルク日本語編集部企画・編集
アルク

「日本語教師の登竜門」と言われる日本語教育能力検定試験は出題範囲が広く、
難しい試験。長年、検定対策セミナーなどを通し、試験の傾向と内容を常に分析
してきたアルクが贈る試験対策の決定版です。本書は各問題に詳しい解説が付い
ていますので、問題の背景や関連キーワードなども効率よく学習することができます。

キクタンインドネシア語 聞いて覚えるインドネシア語単語帳 入門編

日本語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ S810.7 件名◎日本語教育
（対外
国人）■ニ 175p
冊子版 978-4-7574-3351-9 2019.07

*1031155869*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.424 件名◎インドネシア語－
インドネシア語は、文法もとても簡単。時制や単複の別による動詞の活用も、ヨーロッ 単語 アキ 175p
パの言語に見られるような文法的な性別などもありません。単語を正しい順番に組み 冊子版 978-4-7574-2614-6 2015.01
阿良田麻里子
（あらた・まりこ）
著 日本語チーム編集
アルク

立てるだけでいいのです。前半の「場面活用編」では、単語を組み立てるだけで
使える基本的な文型を押さえながら、場面ごとに使える単語や例文を収録しています。

キクタンタイ語 聞いて覚えるタイ語単語帳 入門編

動画

*1031009592*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.364 件名◎タイ語－単語 ウ
タイ語を話したことのある多くの方は「カタカナで覚えたタイ語は通じない！」という キ 167p
経験をお持ちなのではないでしょうか。本書では、実際のタイ語の発音をイメージし 冊子版 978-4-7574-2495-1 2014.11
上原みどりこ
（うえはら・みどりこ）
著 日本語チーム編集
アルク

やすいように、声調を表す符号に独自の工夫を凝らしています。表記はローマ字を
採用。あいさつなどの基本表現や、場面に応じた使える単語も収録。

キクタンタイ語 聞いて覚えるタイ語単語帳 初級編

動画

*1031009588*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.364 件名◎タイ語－単語 ウ
朝起きてから寝るまでの日常生活における動作や心のつぶやき、描写表現によく使わ キ 178p
れる単語を独自に選んで収録。無理なくタイ語でのコミュニケーションを図る上で役 冊子版 978-4-7574-3098-3 2018.11
上原みどりこ
（うえはら・みどりこ）
著
アルク

に立つ単語が集められています。 タイ語の単語力増強を図りたい人、タイへの旅
行や留学を計画している人、仕事でタイ語を使う人にもお勧めの1冊です。

キクタンベトナム語 聞いて覚えるベトナム語単語帳 入門編

動画

*1031009589*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.374 件名◎ ベトナム語－単
ベトナム語を話したことのある多くの方は「会話集のカナ表記を読んでも通じない！」 語 ヨキ 163p
という経験をお持ちなのではないでしょうか。本書では実際のべトナム語の発音をイ 冊子版 978-4-7574-2417-3 2014.01
吉本康子
（よしもと・やすこ）
著
アルク

今田ひとみ
（いまだ・ひとみ）
著

メージしやすいよう、声調を表す符号やカナ表記に独自の工夫を凝らしています。
日常会話でよく使うあいさつ・依頼・要求などの基本的な表現や、単語を厳選収録
しました。
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動画

*1031009590*

キクタンベトナム語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎829.3778 件名◎ベトナム語－会
本書は「べトナムに旅行に行くのは今回が3度目。カタコトじゃないべトナム語をしゃべっ 話 ヨキ 159p
てみたい」「初のべトナム出張。仕事関係の決まり文句とか知っておきたい」など、 冊子版 978-4-7574-2691-7 2016.01
吉本康子
（よしもと・やすこ）
著
アルク

今田ひとみ
（いまだ・ひとみ）
著

単語やフレーズのみでのコミュニケーションに+αを必要とする人を想定して作りました。
旅行の際の豆知識や、ベトナムの生活習慣などについても紹介しています。

キクタン韓国語 聞いて覚える韓国語単語帳 上級編

動画

*1031009591*
中国語

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎朝鮮語－単語 ■キ 359p
チャンツに乗せて単語をスイスイ覚えられると大好評の「キクタン韓国語」シリーズ。 冊子版 978-4-7574-3399-1 2020.04
金京子
（きむ・きょんじゃ）
著
アルク

神農朋子
（しんのう・ともこ）
著

入門編、初級編、初中級編、中級編に続き【上級編】が登場！ハングル能力検
定協会が公表している『「ハングル」検定公式ガイド 新装版合格トウミ
【上級編】』
の語彙リストと過去6年分（12回分）の2級の過去問を徹底的に分析し、頻出単語・
表現をピックアップ。

完全攻略 ! 中検3級 8週間の学習プログラム

〈中国語検定試験で学ぶ中国語シリーズ 3〉

動画

*1032290696*
中国語

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■カ
295p
中検3級の合格を目指しながら、さらに一歩上の中国語の実力を付けるための1冊！ 冊子版 978-4-7574-3612-1 2020.03

奥村佳代子
（おくむら・かよこ）
著
アルク

氷野善寛
（ひの・よしひろ）
著

そのために、過去の中検問題を徹底分析！ それを元に、「聞いて」「書いて」
の学習を徹底し、そして「分かる」よう構成してあります。本書の学習プログラムは、
「文法と単語の学習」を5週間 (35日)、「長文とリスニング学習」を3週間 (21日)。

韓国語ジャーナル 2020 ソン・シギョンすべての韓国語 LOVER へ

*1031875554*
中国語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
『韓国語ジャーナル』が7年ぶりに復刊。旬の「ことば」と「カルチャー」をギュッ 分類◎ Q829.1 件名◎朝鮮語－雑誌 ■
とつめこみました！
「韓国」をキーワードに活躍している人々へのインタビューはもちろん、 カ 151p
SNS で使う韓国語フレーズなどイマドキな韓国語や多彩な韓国カルチャーを多角 冊子版 978-4-7574-3390-8 2020.01
アルク

的に伝えます。

動画

*1031477145*
起きてから寝るまで中国語表現1000

1日の「体の動き」
「 心のつぶやき」
を全部中国語で言って会話力アップ !

顧蘭亭
（こ・らんてい）
執筆・解説
アルク

及川淳子
（おいかわ・じゅんこ）
執筆・解説

朝起きてから寝るまでの1日の生活シーンから、体の動き、心のつぶやき等を中国語
で表現。1000以上のフレーズを掲載するほか、各シーンの関連単語もイラストとと
もに紹介する。日中両語を収録したCD-ROM 付き。

3つの基本 ルール +αで英語の冠詞はここまで簡単になる

ネイティブ精選192問どんどん解いて身に付ける 〈アルクライブラリー〉
ジェームス・M. バーダマン著 アルク出版編集部編集
アルク

本書では冠詞の規則を、「3つの大ルール」と名詞グループ 別の「応用ルール」
に大胆に絞り込み。実用に役立つ知識を重点的に、反復練習していきます。

TOEIC L＆RテストPart 5語彙問題だけ555

〈TTT 速習シリーズ〉

勝山庸子
（かつやま・ようこ）
著
アルク

小林佳奈子
（こばやし・かなこ）
著

TOEIC® L&RテストPart 5のほぼ半分を占める「語彙問題」を攻略するための
実践トレーニング本。語彙問題だけ555問を徹底演習するため、コンパクトな1冊
にギュっとまとめました。これ1冊でTOEIC 約40回分の語彙問題に取り組めます。
選択肢として使用した語彙は、日本と韓国で発売されているETS 公式問題の英文
素材で使われた語彙から厳選。

中国語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎827.8 件名◎中国語－会話 コオ
331p
冊子版 978-4-7574-3341-0 2019.06
動画

*1031155880*
英語
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎835.28 件名◎英語－冠詞 バミ
191p
冊子版 978-4-7574-3311-3 2019.01

*1031875547*
英語
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎英語 ■ト 253p
冊子版 978-4-7574-3603-9 2020.04

*1031875560*
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TOEIC L＆RテストPart7を全部読んでスコアを稼ぐ本

英語

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 イト 263p
TOEIC 指導歴15年、800人以上のスコアアップに貢献してきた講師の結論――ス 冊子版 978-4-7574-3616-9 2020.04

岩重理香
（いわしげ・りか）
著
アルク

ラッシュリーディングで「一直線に」 読めば時間内に全問解ける
！Part 7は読めれ
ば解ける問題がほとんど。この本で、全部読める力を付けて、スコアをどんどん稼
ぎましょう
！

TOEIC L＆Rテストリスニングゼロからスコアが稼げるドリル
高橋恭子
（たかはし・きょうこ）
著
アルク

TOEIC L&Rテストの Part 2の頻出問題形式別に、解法テクニックを確認後、
やさしく徐々にレベルアップするドリルをひたすら解くことで、正解 パターンが体に染
み込み、挫折することなく実力を養うことができます。ドリル（延べ485問）には、
TOEICに出題される単語と、頻出の音変化を取り入れているので、語彙力やリス
ニング力の向上も期待できます。

TOEIC L＆Rテスト究極の模試600問 +

*1031875561*
英語
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 タト 167p
冊子版 978-4-7574-3343-4 2019.07

*1031155874*
英語

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒト 382p
TOEIC L&Rテスト研究の第一人者ヒロ前田氏が、そのノウハウのすべてを注ぎ 冊子版 978-4-7574-3396-0 2020.03

ヒロ前田
（ひろ まえだ）
著
アルク

込んだ1冊！公式教材や公開テストを研究し、使用語彙、トピック、難易度、問題タ
イプのバランスなどを調整して、200問ずつのセットを一から作成した模試です。リ
アルな模試3本と詳細な解説であらゆるレベルに対応。

TOEICスピーキングテスト究極のゼミ

*1031875555*
英語

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 トト 319p
L&R で860点以上のハイスコアを持っていても、ろくにしゃべれない、英会話になる 冊子版 978-4-7574-3398-4 2020.02

冨田三穂
（とみた・みほ）
著 ヒロ前田
（ひろ まえだ）
監修
アルク

とおろおろしてしまう、という人も少なくないはず。本書はそんなあなたの悩みを確実
に解決します。本書でスピーキングテスト対策をするうちに、本物のスピーキング
力が短期間でしっかり身につけることが可能です。

VOA ニュースフラッシュ 米国発、生のニュースをリスニング !
2020年度版

アルク

VOA は米国政府が運営するマルチメディア放送で、世界各地域のニュースを広
範にカバー。2019年に放送されたVOA のニュース50本を日本語訳とともに掲載。
音声ダウンロードサービス付き。

*1031875559*
英語
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎831.1 件名◎英語－発音 ■ヴ■
■■ブ 263p
冊子版 978-4-7574-3605-3 2020.03
動画

*1031875569*
イメージでわかる・使える英単語 前置詞編

日本人の弱点、前置詞をコアイメージで攻略 ! 〈アルクライブラリー〉

英語

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 タイ
191p
それぞれの前置詞が持つ本来の意味と働きをコアイメージでおさえ、意味の展開と 冊子版 978-4-7574-3340-3 2019.06
田中茂範
（たなか・しげのり）
著
アルク

他の前置詞との相互関係を視覚的にとらえるテキスト。動詞イディオム集も収録。
全例文ダウンロード音声付き。

イメージでわかる・使える英単語 動詞編

動詞のコアイメージをがっちりつかむ! 〈アルクライブラリー〉

田中茂範
（たなか・しげのり）
著
アルク

21の基本動詞の意味と使い方をコアイメージでがっちりつかみ、コアイメージを中
心に287の具体的な動詞を覚え、自らの力で選べるようになるテキスト。全例文ダウ
ンロード音声付き。
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*1031155872*
英語
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 タイ
189p
冊子版 978-4-7574-3339-7 2019.06

*1031155873*

キクタン
〈Advanced〉6000語レベル 聞いて覚えるコーパス
英単語

英語

改訂第2版 〈英語の超人になる! アルク学参シリーズ〉

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
アルク
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
チャンツ音楽のリズムに乗りながら楽しく単語を学べる、人気の「キクタン」シリー 355p
ズが改訂されました。最新の大学入試問題、コーパスデータの分析を基に見出し 冊子版 978-4-7574-3348-9 2019.09

語を再選定し、頻出語準に並び替えて収録。センテンスやフレーズもリニューアル
しました。難関大学突破に必須の4000～6000語レベルの単語力を無理なく身につ
けられます。

EPUB

キクタン
〈Basic〉4000語レベル 聞いて覚えるコーパス英単語

英語

タの分析を基に見出し語を再選定し、頻出語準に並び替えて収録しました。センテ
ンスやフレーズもリニューアル。「実用で使える
！」語彙集の決定版です。

EPUB

*1031009595*

改訂第2版 〈英語の超人になる! アルク学参シリーズ〉

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
アルク
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
チャンツ音楽のリズムに乗りながら楽しく単語を学べる、人気の「キクタン」シリー 379p
ズが改訂されました。収録語彙は1200語に増え、最新の大学入試問題、
コーパスデー 冊子版 978-4-7574-3347-2 2019.09

キクタン
〈Super〉12000語レベル 聞いて覚えるコーパス英単
語

*1031009594*
英語

改訂第2版 〈英語の超人になる! アルク学参シリーズ〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
アルク
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
チャンツ音楽のリズムに乗りながら楽しく単語を学べる、人気の「キクタン」シリー 355p
ズが改訂されました。最新の大学入試問題、コーパスデータの分析を基に見出し 冊子版 978-4-7574-3349-6 2019.09

語を再選定し、頻出語準に並び替えて収録。センテンスやフレーズもリニューアル
しました。超難関大学突破、ネイティブ 並みの単語力の獲得を目標とする人にお薦
めの1冊です。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 500

EPUB

*1031009596*
英語

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◎英語 ヒキ 264p
TOEIC(R) L&Rテストは、初受験者から満点の990点を取る超上級者まで、同じ 冊子版 978-4-7574-3640-4 2020.06

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

内容の試験を受けることが、大きな特徴です。本書では、初受験でも語彙でつまず
かないよう語彙レベルに関係なく、試験に「毎回のように登場する」448語を厳選
しました。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 600

DL不可 EPUB

*1032290707*
英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 356p
音声を聞くだけで英単語を覚えられる単語集「キクタンTOEIC」では、チャンツ 冊子版 978-4-7574-3600-8 2020.03

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

に合わせて耳から英単語が学べます。チャンツ音声は米英2カ国発音で、センテ
ンス音声は米英加豪の4カ国発音で収録。1回の学習語彙が16語に設定されてい
るので、1日最低2分から学習に取り組めます。本書は TOEICスコア600点レベル
を収録。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 800

DL不可 EPUB

*1031875580*
英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 356p
音声を聞くだけで英単語を覚えられる単語集「キクタンTOEIC」では、チャンツ 冊子版 978-4-7574-3601-5 2020.03

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

に合わせて耳から英単語が学べます。チャンツ音声は米英2カ国発音で、センテ
ンス音声は米英加豪の4カ国発音で収録。1回の学習語彙が16語に設定されてい
るので、1日最低2分から学習に取り組めます。本書は TOEICスコア800点レベル
を収録。

キクタンTOEIC L＆RテストSCORE 990

DL不可 EPUB

*1031875581*
英語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 352p
音声を聞くだけで英単語を覚えられる単語集「キクタンTOEIC」では、チャンツ 冊子版 978-4-7574-3602-2 2020.03

一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

に合わせて耳から英単語が学べます。チャンツ音声は米英2カ国発音で、センテ
ンス音声は米英加豪の4カ国発音で収録。1回の学習語彙が16語に設定されてい
るので、1日最低2分から学習に取り組めます。本書は TOEICスコア990点レベル
を収録。

DL不可 EPUB

*1031875582*
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キクタンキッズ 見て聞いて覚える英単語帳 中級編
児童英検シルバーレベル

アルク

英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ K830.79 件名◎英語 ■キ 119p
冊子版 978-4-7574-1606-2 2009.09
動画

*1031155878*
キクタンキッズ 見て聞いて覚える英単語帳 上級編
児童英検ゴールドレベル

アルク

英語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ K830.79 件名◎英語 ■キ 131p
冊子版 978-4-7574-1883-7 2010.07
動画

*1031155879*
キクタンキッズ 初級編 ( 児童英検ブロンズレベル ) ―見て
聞いて覚える英単語帳―【音声付】
アルク

ベストセラーシリーズ「キクタン」に、キッズ向けが誕生！ イラストを見ながら、音
楽のリズムにのせて英単語を覚える「チャンツ学習」で、単語を楽しく覚えること
ができます。アルクが厳選した12歳までに身につけておきたい語彙「アルク児童語
彙2000」を中心に、子どもに身近で基本的な英単語をピックアップしました。

キクタン英検1級ワークブック 書いて覚える!
一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

本 書 は、 大 好 評「 キ クタン 」 シリーズ の「 読 む 」「 聞く」 学 習 に、「 書
く」 学 習をプラスしたワークブックです。 英 検 1 級 最 頻 出の 単 語・熟 語 800
を50日間 で マ スターできるよう設 計されています。 単 熟 語を書 いて練 習しま
す。「 書く」 ことでうろ覚えや ス ペ ルミスをなくし、 定 着 率もアップします。

キクタン英検2級ワークブック 書いて覚える!
一杉武史
（ひとすぎ・たけし）
編著
アルク

「キクタン」シリーズの英検対策に書き込み式ワークブックが登場！ 2級最頻出の
単語・熟語800を50日間でマスターします。「書く」が加わったキクタンは、ライティ
ング力までしっかりきたえます。英検2級に頻出する800の単語・熟語を、6つのジャ
ンルに分けて学習します。

キクタン小学生 聞いて文で覚える英単語帳 1
英語で言える自分のこと

アルクキッズ 英語編集部企画・編集
（Quiz）
アルク

宮下いづみ
（みやした・いずみ）単語監修・問題作成

英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7574-1588-1

2009

動画

*1031155877*
英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 231p
冊子版 978-4-7574-3393-9 2020.01

*1031875550*
英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヒキ 231p
冊子版 978-4-7574-3619-0 2020.04

*1031875551*
英語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
120p
冊子版 978-4-7574-2030-4 2011.10
動画

*1031155875*
キクタン小学生 聞いて文で覚える英単語帳 2 英語で広がる世界

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ G834 件名◎英語－単語 ■キ
126p
家族や友人など身近な人を紹介したり、行きたい国や将来の夢を伝えたりする際に 冊子版 978-4-7574-2064-9 2012.01

アルクキッズ 英語編集部企画・編集
（Let's Try、Quiz）
アルク

宮下いづみ
（みやした・いずみ）単語監修・問題作成

使う単語をセレクト。CDには例文も収録。シンプルな文を繰り返し耳にし、口にす
ることで、英語が自然に口をついて出るようにしています。書き込み式。
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動画

*1031155876*

ネイティブ感覚基本動詞使い分けブック see?look at?それと

英語

もwatch? もっと通じる英語のための必修210語 〈アルクライブラリー〉

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
ルース・ファロン著
分類◎835.5 件名◎英語－動詞 フネ
アルク
207p
日本人が苦手な英語の基本動詞210個の使い分けが身につく!「見る」「議論する」 冊子版 978-4-7574-3344-1 2019.07

「笑う」など、日本語の動詞と、該当する英語の動詞をとりあげ、クイズと例文で
その使い分けを教える。復習クイズも掲載。

ネイティブ感覚基本動詞使い分けブック see?look at?それと

*1031155883*
英語

もwatch? もっと通じる英語のための必修210語 〈アルクライブラリー〉

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
ルース・ファロン著
分類◎835.5 件名◎英語－動詞 フネ
アルク
207p
日本人が苦手な英語の基本動詞210個の使い分けが身につく!「見る」「議論する」 冊子版 978-4-7574-3344-1 2019.07

「笑う」など、日本語の動詞と、該当する英語の動詞をとりあげ、クイズと例文で
その使い分けを教える。復習クイズも掲載。

はじめての TOEIC S＆Wテスト完全攻略
横川綾子
（よこがわ・あやこ）
著
アルク

TOEICスピーキング／ライティングテストに初めて挑戦する人、問題形式や基礎
的な対策を知りたいという人に最適な入門書。時間配分、困った時の切り抜け方、
鉄板テンプレート、戦略的メモ 取り法、などなど、最短時間で最大の効果を上げ
るすぐ役立つ受験ノウハウを満載。本番さながらの「誌上模擬試験1回」「オンラ
イン模擬試験1回」も付いています！

ハリウッドスターの英語 5

〈Selection from ENGLISH JOURNAL〉
アルク

キアヌ・リーブス、ジョニー・デップ…。『ENGLISH JOURNAL』に掲載されたハ
リウッド俳優のインタビュー9本の、英文トランスクリプト、対訳、語注、用語解説
等を掲載。MP3音声のダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1031155887*
英語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ S830.79 件名◎英語 ヨハ 239p
冊子版 978-4-7574-3611-4 2020.03

*1031875562*
英語
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎837.5 件名◎英語－解釈 ■ ハ
207p
冊子版 978-4-7574-3604-6 2020.03
DL不可 EPUB

*1032290703*
英語で理解する未完の資本主義

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎837.7 件名◎英語－読本 ■エ
「未完の資本主義」（PHP 新書）に掲載されたインタビューの重要箇所の英語ス 195p
クリプトと対訳を掲載し、音声とともに英語学習向けにアレンジ。7人の巨人たちの 冊子版 978-4-7574-3626-8 2020.04
大野和基
（おおの・かずもと）
インタビュー
アルク

提言を英語で聞く。音声 DL＆再生ができるQRコード付き。

DL不可 EPUB

*1031875586*
英語の品格 実践編

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎830.4 件名◎英語 カエ 159p
中級以上の英語学習者に向けた例文中心の実践的な参考書。達成したい目的・ 冊子版 978-4-7574-3627-5 2020.04

ロッシェル・カップ著
アルク

大野和基
（おおの・かずもと）
著

シチュエーション別に、丁寧で品格のある英語表現を、初級、中級、上級の3つ
のレベルに分けて紹介。MP3音声のダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1031875576*
英語は書いて身につける いちばんやさしいディクテーションの本
岩村圭南
（いわむら・けいなん）
共著 ブレーブン・スマイリー共著
アルク

書き取り＆音読で英語力がぐんぐん伸びる
！いちばんやさしいディクテーションの本。
自分の弱点発見と克服に効果的な「ディクテーション」と、スピーキング力アップ
に欠かせない「音読」。本書は、この2つの練習の組み合わせで日常会話表現を
マスターする、新しいタイプのワークブックです。

英語
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎830 件名◎英語 イエ 151p
冊子版 978-4-7574-3352-6 2019.07

*1031155868*
439

英文法のトリセツ 英語負け組を救う丁寧な取扱説明書

じっくり基礎編

新装版

英語

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
阿川イチロヲ
（あがわ・いちろお）
著
分類◎835 件名◎英語－文法 アエ
アルク
320p
英語の負け組は、初歩の初歩の英文法でつまずいてしまった人間。高校・大学レ 冊子版 978-4-7574-3346-5 2019.07

ベルの英語でのつまずきの原因も初歩の初歩の部分をいい加減に済ませているとこ
ろにある。英文法の基礎を難しい文法用語は使わずに解説する。

英文法のトリセツ 英語負け組を救う丁寧な取扱説明書

じっくり基礎編

新装版

*1031155882*
英語

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
阿川イチロヲ
（あがわ・いちろお）
著
分類◎835 件名◎英語－文法 アエ
アルク
320p
英語の負け組は、初歩の初歩の英文法でつまずいてしまった人間。高校・大学レ 冊子版 978-4-7574-3346-5 2019.07

ベルの英語でのつまずきの原因も初歩の初歩の部分をいい加減に済ませているとこ
ろにある。英文法の基礎を難しい文法用語は使わずに解説する。

完全攻略 ! 英検1級

DL不可 EPUB

*1031155886*
英語

中西哲彦
（なかにし・てつひこ）
著
アルク

これ一冊でOK！ 一次・二次試験、単語・句動詞を完全攻略！「英検」1級対策
の決定版。パート別実践トレーニングと毎日の基礎トレーニング、さらに模擬試験を
まるごと1回分収録。また1級の最初の関門である単語・句動詞も大容量掲載。こ
れ1冊で一次試験、二次試験とも自信を持って臨めます！

起きてから寝るまで子育て英語表現1000

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎英語 ナカ 199p
冊子版 978-4-7574-3620-6 2020.04

*1031875566*
英語

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◎英語－会話 カオ 288p
子どもと一緒に英語を楽しむ本。朝起きてから夜寝るまで、親子の日常生活を9シー 冊子版 978-4-7574-3630-5 2020.05

春日聡子
（かすが・さとこ）
執筆・解説
アルク

吉田研作
（よしだ・けんさく）
監修

ンに分け、単語、動作表現、つぶやき表現、入れ替え表現、会話 サンプル等を
掲載。MP3音声のダウンロードサービス付き。書き込みページあり。

DL不可 EPUB

*1032290705*
究極の英単語プレミアム Vol.1 新装版

英語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 ムキ
長年米国で、アカデミズム、マスメディアの世界に身を置いてきた著者が、極上 286p
の1000語を厳選。上級者でもなかなか知らない語彙を、格調高い例文と共に紹介。 冊子版 978-4-7574-3622-0 2020.04
向江龍治
（むかえ・りゅうじ）
著
アルク

スマホで音声ダウンロード＆再生ができるQRコード付。

動画

*1031875570*
究極の英単語プレミアム Vol.2

英語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎834 件名◎英語－単語 ムキ
長年米国でアカデミズム、マスメディアの世界に身を置いてきた著者が、至高の 280p
1000語を厳選。知識人が使う高度な語彙を、一流メディアの英文 ベースの例文と 冊子版 978-4-7574-3623-7 2020.04

向江龍治
（むかえ・りゅうじ）
著
アルク

共に紹介。スマホで音声ダウンロード＆再生ができるQRコード付。

動画

*1031875571*
桂三輝の英語落語 世界15カ国で大絶賛の極上エンターテインメント

英語

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎830 件名◎英語 カカ 151p
「寿限無」「動物園」 …。英語ネイティブでプロ噺家の桂三輝の英語落語5題を 冊子版 978-4-7574-3607-7 2020.03
桂三輝
（かつら・さんしゃいん）
演
アルク

松岡昇
（まつおか・のぼる）
英語表現解説

日本語訳と共に収録。落語で学べる英語表現も解説。音声がダウンロードできるコー
ド付き。『ENGLISH JOURNAL』連載をもとに書籍化。

DL不可 EPUB

*1031875585*
440

語順が決め手 ! 鬼の英文組み立てトレーニング

通じる英語は語順が命 !
高山芳樹
（たかやま・よしき）
著
アルク

「頭に浮かんだ日本語の文をその語順のまま英語に訳して話す癖」からの脱却を図
り、通じる英語の土台を固める。さまざまなトレーニング・メニューをこなすことで、
自然な速さで英文を正しく組み立てる力を身につける。

キクタンドイツ語 聞いて覚えるドイツ語単語帳 初級編
独検4級レベル

英語
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎835 件名◎英語－文法 タゴ
247p
冊子版 978-4-7574-3629-9 2020.04

*1031875567*
ドイツ語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
岡村りら
（おかむら・りら）
著
分類◎844 件名◎ドイツ語－単語 オキ
アルク
147p
ドイツ語初級者が学ぶ448語を収録、1日8語×8週間学ぶことにより、無理なく楽し 冊子版 978-4-7574-2071-7 2012.01

く単語力をパワーアップできます。 本書ではアクセントの置かれる母音に色を付け、
一目で分かるようにしました。視覚から自然なアクセントを身につけることができます。

キクタンドイツ語 聞いて覚えるドイツ語単語帳 初中級編
独検3級レベル

櫻井麻美
（さくらい・まみ）
著
アルク

独検3級レベルの語彙に加え「ヨーロッパ 言語共通参照枠 (CEFR)」の A2～ B1
レベルに相当する単語や熟語を選んで収録。本書は日常的な単語に加え、抽象
的な概念を表す単語なども収録しており、ドイツ語の表現の幅を広げたい人に役立
つ1冊です。

キクタンドイツ語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

動画

*1031009576*
ドイツ語
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎844 件名◎ドイツ語－単語 ■キ
179p
冊子版 978-4-7574-3350-2 2019.07

*1031009577*
ドイツ語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎ドイツ語－会話 サキ 152p
ドイツ語が初めての方でも、勉強を始めたばかりの方でも、実際の場面で少しでもド 冊子版 978-4-7574-3643-5 2020.07
櫻井麻美
（さくらい・まみ）
著
アルク

バイヤー= 田口 ディアナ
（ばいやー たぐち・でぃあな）
編集協力

イツ語でやり取りできるようにと作った会話集です。文法の学習進度に沿って例文が
登場する教科書とは違い、旅先や出張先でよくある場面ごとにフレーズをまとめました。

動画

*1032290697*
キクタンフランス語 聞いて覚えるフランス語単語帳 初級編
仏検4級レベル

フランス語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎854 件名◎フランス語－単語 ■
キ 167p
仏検4級出題レベルの単語や、日常会話でよく使う語彙から精選された512語を収 冊子版 978-4-7574-2218-6 2012.07

大阪市立大学フランス語教材研究会編著
アルク

録。1日8語×約9週間学ぶことにより、無理なく楽しく単語力をパワーアップできます。
「フランス語プチ文法」「動詞活用表」など、役に立つ付録も収録。フランス語
の語彙力アップを狙う人にとって他にはない1冊であるということがいえるです。

キクタンフランス語 聞いて覚えるフランス語単語帳 初中級編

動画

*1031009578*
フランス語

仏検3級レベル

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
大阪市立大学フランス語教材研究会編著
分類◎854 件名◎フランス語－単語 ■
アルク
キ 199p
仏検3級レベルの単語や、日常会話でよく使う語彙から精選された624語（フレーズ） 冊子版 978-4-7574-2293-3 2013.08

を掲載しています。1日8語×約11週間学ぶことにより、無理なく楽しく単語力をパワー
アップできます。「フランス語プチ文法」「動詞活用表」など役に立つ付録も収録。

キクタンフランス語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

動画

*1031009579*
フランス語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎857.8 件名◎フランス語－会話 フ
フランス語の会話力の養成に狙いを定めた「会話編」が登場。フランス語をある キ 159p
程度学んだ方、フランス語に初めて触れるという方にもおすすめ。フランス語の音 冊子版 978-4-7574-2855-3 2016.12
福島祥行
（ふくしま・よしゆき）
著
アルク

について簡単な輪郭を身に付けた後、初級文法の主な項目を扱って、旅行によくあ
るシチュエーション別の会話例や、日常的会話例に挑戦します。

動画

*1031009580*
441

キクタンスペイン語 聞いて覚えるスペイン語単語帳 初級編
基本1000語レベル

吉田理加
（よしだ・りか）
著
アルク

コミュニケーションの道具としてのスペイン語を身につけるために必要とされる基本
単語1000語レベルの536語を収録。1日の学習語彙数を8語に設定してあるため、
無理なく効率的に語彙力を身につけられます。 これらの単語を駆使することで、い
ろいろなことが「できる」ようになるはずです。

キクタンスペイン語 聞いて覚えるスペイン語単語帳 初中級編
基本2000語レベル

スペイン語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎864 件名◎スペイン語－単語 ヨキ
175p
冊子版 978-4-7574-2258-2 2013.01
動画

*1031009583*
スペイン語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
吉田理加
（よしだ・りか）
著
分類◎864 件名◎スペイン語－単語 ヨキ
アルク
179p
本書は、日常の身近な出来事から、学習、仕事に関する内容のコミュニケーション 冊子版 978-4-7574-3084-6 2018.08

を図る上で役立つ848語 (フレーズ)を収録。スペイン語の語彙増強を図りたい人、
スペイン語圏への旅行や留学を計画している人、仕事で使う人にもお勧め。

キクタンスペイン語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

動画

*1031009584*
スペイン語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎867.8 件名◎スペイン語－会話 フ
会話力の養成に狙いを定めた会話編。「文法」 編では、本書を使用するにあたっ キ 157p
て必要とされる最小限のスペイン語文法について学ぶことができます。「フレーズ」 冊子版 978-4-7574-2868-3 2017.01
福森雅史
（ふくもり・まさふみ）
著
アルク

編では、会話でよく使われる60のフレーズを収録。「会話」編では、学んだ「フレー
ズ」で、生き生きとした実際のスペイン語会話が繰り広げられます。

キクタンブラジル・ポルトガル 語
聞いて覚えるポルトガル 語単語帳

入門編

基本500語レベル

動画

*1031009585*
スペイン語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎869.4 件名◎ポルトガル語－単語
フキ 167p
最初に文字の読み方を覚えると、ほとんどの単語を読むことができるポルトガル語の 冊子版 978-4-7574-2422-7 2013.12

福森雅史
（ふくもり・まさふみ）
著 日本語・マルチリンガル 編集チーム編集
アルク

特徴を踏まえ発音の基本が学べる「発音・アクセント」のページや、冠詞とセット
で効率的に名詞の性を覚えるような工夫、動詞活用表など、実際のコミュニケーショ
ンで使いやすい内容です。

キクタンイタリア語 聞いて覚えるイタリア語単語帳 初級編
基本1000語レベル

森田学
（もりた・まなぶ）
著
アルク

コミュニケーションの道具としてのイタリア語を身につけるために必要とされる基本単
語1000語レベルの528語を収録。1日の学習語彙数は8語。無理なく効率的に語
彙力を身につけられます。「感情に関わる名詞」「ビジネスにかかわる名詞」など
の付録も充実、これらの単語を駆使することで、いろいろなことが「できる」ようにな
るはずです。

キクタンイタリア語 聞いて覚えるイタリア語単語帳 初中級編
基本2000語レベル

森田学
（もりた・まなぶ）
著
アルク

基本単語2000語レベルをカバーした、約700の重要単語を収録。

*1031009593*
イタリア語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎874 件名◎イタリア語－単語 モキ
175p
冊子版 978-4-7574-2250-6 2012.12
動画

*1031009581*
イタリア語
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎874 件名◎イタリア語－単語 モキ
199p
冊子版 978-4-7574-3308-3 2018.12
動画

*1031009582*
キクタンロシア語 聞いて覚えるロシア語単語帳 入門編
猪塚元
（いのずか・はじめ）
著 日本語チーム編集
アルク

ロシア語学習の第1の壁である「文字と発音」に1章を設け、基本的な母音と子
音の組み合わせを仮名 (日本語 ) の発音と対比して覚えられるようにし、ロシア文字
で日本語を表記することを通じて文字に慣れるようにしました。表現を効率的に覚え、
コミュニケーションで使えるような工夫が満載のロシア語入門書です。

442

ロシア語
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎884 件名◎ロシア語－単語 イキ
163p
冊子版 978-4-7574-2445-6 2014.12
動画

*1031009586*

キクタンロシア語 聞いて覚えるロシア語単語帳 初級編

ロシア語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎884 件名◎ロシア語－単語 イキ
リズムに乗せてロシア語の単語を楽しく覚える、『キクタンロシア語』の初級編が 168p
登場！入門レベルからこの段階に進んできた学習者が、ロシア語を使ったコミュニケー 冊子版 978-4-7574-3381-6 2019.12
猪塚元
（いのずか・はじめ）
著
アルク

原ダリア
（はら・だりあ）
著

ションを目指すうえで必要な語彙を中心に736語を選びました。ロシア語力を入門レ
ベルから次のステップ 進めたい、ロシア語での表現の幅を広げたいと考えている人
向けです。

キクタンロシア語会話 聞いてマネしてすらすら話せる 入門編

*1031875548*
ロシア語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎887.8 件名◎ロシア語－会話 イキ
本書は「ロシア語初心者だがロシア語が話してみたい」 人に向けて作られていま 156p
す。日本人がロシア語を使うであろう場面を想定し、すべての会話を基本的な3、 冊子版 978-4-7574-3033-4 2017.12

猪塚元
（いのずか・はじめ）
著
アルク

原ダリア
（はら・だりあ）
著

4語の単語で構成。ロシア語らしく発音するための振り仮名もつけているので、まず
はロシア語を口に出してみましょう。

洋書天国へようこそ 深読みモダンクラシックス
宮脇孝雄
（みやわき・たかお）
著
アルク

かつて読んだ名著の魅力を再発見 ! 長年膨大な洋書におぼれてきた翻訳家が、主
に20世紀の英語の古典を、作品の一部の原文・訳文を引用しながら紹介する。
『マ
ガジンアルク』連載に加筆修正し単行本化。

動画

*1031009587*
英米文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎930.27 件名◎小説
（イギリス）ミヨ
262p
冊子版 978-4-7574-3353-3 2019.07

*1031155884*
洋書天国へようこそ 深読みモダンクラシックス
宮脇孝雄
（みやわき・たかお）
著
アルク

かつて読んだ名著の魅力を再発見 ! 長年膨大な洋書におぼれてきた翻訳家が、主
に20世紀の英語の古典を、作品の一部の原文・訳文を引用しながら紹介する。
『マ
ガジンアルク』連載に加筆修正し単行本化。

英米文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎930.27 件名◎小説
（イギリス）ミヨ
262p
冊子版 978-4-7574-3353-3 2019.07
DL不可 EPUB

*1031155888*

443

医学通信社
2040年－医療＆介護のデッドライン

社会

団塊世代 “ 大死亡時代 ” の航海図

武藤正樹
（むとう・まさき）
著
医学通信社

団塊世代700万人が大量死亡するピークまであと20年－。2040年に向かう“ 潮流 ”
に沿って、今後どのような地域・医療・介護の体制が構築されていくか、医療機関
と介護施設は今後どの方向に舵を切るべきかを考える。

これが MSW の現場です 医療ソーシャルワーカーの仕事
2015年補訂版

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 ムニ
101p
冊子版 978-4-87058-756-4 2019.11

*1031853784*
社会

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
菊地かほる
（きくち・かおる）
著
分類◎369.92 件名◎医療ソーシャルワー
医学通信社
ク キコ 230p
患者が抱えている生活課題を患者自身が解決できるように、福祉の視点から側面的 冊子版 978-4-87058-599-7 2015.06

援助を行なう、医療ソーシャルワーカー（MSW）の365日を紹介。仕事内容や必
要な知識、MSWになるための方法も教えます。

保険審査委員による“ 保険診療＆請求 ”ガイドライン
電子カルテ＆レセプト－最適化のための27章

2020-21年版

進藤勝久
（しんどう・かつひさ）
著
医学通信社

支払基金医療顧問（保険審査委員）として、医療現場と審査・指導現場を熟知
した著者が、「保険診療」「保険請求」のノウハウを、具体的な診療事例・請
求事例・指導事例で解説する。

“リアル ”なクリニック経営300の鉄則

開業、財務管理、集患、採用、人事労務、職場活力、継承まで

*1030555826*
社会
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ 件名◎診療報酬 シホ 293p
冊子版 978-4-87058-792-2 2020.05

*1031853785*
医学

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ハリ
273p
事業計画の甘さ、スタッフの雇用問題、資金繰りの悪化…。200以上のクリニック 冊子版 978-4-87058-755-7 2020.01
原田宗記
（はらだ・むねのり）
著
医学通信社

を経営改善に導いてきたプロフェッショナルの“リアルな経験知と実践的ノウハウ”を、
経営改善のための “300の鉄則 ”として紹介する。

“ 集患 ”プロフェッショナル クリニック経営・成功の法則
2016年改訂版

柴田雄一
（しばた・ゆういち）
著
医学通信社

患者が減り、危機的状況に陥った開業医が経営のプロフェッショナルと出会い、“ 集
患 ” のノウハウを模索し、危機を乗り越えていく－。実体験ストーリーを通して、現
実的なクリニック経営の「成功の法則」を紹介。

2025年へのロードマップ 医療計画と医療連携の最前線
2014年4月補訂版

武藤正樹
（むとう・まさき）
著
医学通信社

Dr.Muto が医療の近未来を探る思考の集大成。2013年から始まった新医療計画
の方向性を考えると同時に、2025年へ向けての医療、介護の改革トピックス、特
に地域連携や多職種チームによる連携のあり方を紹介する。

医療＆介護の職場トラブル Q＆A “ 働き方改革 ” 実践応用編
日本人事労務コンサルタントグループ医業福祉部会著
医学通信社

労働環境、ハラスメント、給与、残業、メンタルヘルス…。医療機関や福祉施
設において起こりやすい職場トラブル事例をまとめ、全120の Q＆A で解説する。

*1031853783*
医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 シシ
354p
冊子版 978-4-87058-605-5 2016.01

*1030555825*
医学
同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎498.1 件名◎厚生行政 ムニ
234p
冊子版 978-4-87058-574-4 2014.06

*1030555827*
医学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 ■イ
277p
冊子版 978-4-87058-754-0 2019.09

*1031853782*
444

医歯薬出版
歯の比較解剖学 第2版

動物学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎481.1 件名◎動物解剖学 ■ ハ
歯の比較解剖学全般を明快に記述した本。歯の形態学を概説し、魚類・両生類・ 288p
爬虫類・哺乳類の歯について解説。歯の進化も説明する。新しい研究成果を適切 冊子版 978-4-263-45779-5 2014.03
後藤仁敏
（ごとう・まさとし）
編集
医歯薬出版

大泰司紀之
（おおたいし・のりゆき）
編集

に盛り込むため、全体を大幅に加筆訂正した第2版。

*1030884502*
1型糖尿病治療・ケアのエッセンス

シームレスな診療体制による患者アウトカム
内潟安子
（うちがた・やすこ）
監修
医歯薬出版

馬場園哲也
（ばばぞの・てつや）
編集

情熱と英知の歴史が結実した、患者中心の治療＆ケアがここに－。東京女子医科
大学糖尿病センターのポリシーに則り、医局員が1型糖尿病と、それに付随する諸々
の治療やケアにどのように対峙してきたか、対峙しているかを紹介。

Dr. 弘岡に訊く臨床的 ペリオ講座 1

歯科医師と歯科衛生士に必要なエビデンス
弘岡秀明
（ひろおか・ひであき）
著
医歯薬出版

中原達郎
（なかはら・たつろう）
著

歯周病に関する基礎知識から、歯周病に対する非外科的対応まで、“1つの疑問
に1つのエビデンスで答える”という形で解説する。臨床例やアドバイスも掲載。
『デ
ンタルハイジーン』の連載をもとに一部加筆し再編集し書籍化。

Dr. 弘岡に訊く臨床的 ペリオ講座 2

歯科医師と歯科衛生士に必要なエビデンス

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎493.123 件名◎1型糖尿病 ■イ
269p
冊子版 978-4-263-23652-9 2018.02

*1030884497*
医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎497.26 件名◎歯周疾患 ■ド
134p
冊子版 978-4-263-46309-3 2010.06

*1030884506*
医学

同時アクセス1 21,450円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎497.26 件名◎歯周疾患 ■ド
173p
歯周外科処置、歯周組織再生療法、歯周病患者におけるインプラント治療等に 冊子版 978-4-263-46312-3 2013.07
弘岡秀明
（ひろおか・ひであき）
著
医歯薬出版

中原達郎
（なかはら・たつろう）
著

ついて、症例を提示しながら治療方法選択のもととなる科学的エビデンスを詳説。
『デ
ンタルハイジーン』連載を書籍化。付属 DVDに手技の一部を収録。

VAは透析室で守る! 透析スタッフによるエコーを用いたVA 管理
延命寺俊哉
（えんめいじ・としや）
著
医歯薬出版

人見泰正
（ひとみ・やすまさ）
編著

透析スタッフが、超音波を用いたVA 管理の根幹を理解できるよう、VA の利便性
と有用性、超音波走査の難しさ、VAを管理するうえで必要な知識と技術を、ストー
リー漫画で解説する。

*1030884507*
医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎494.93 件名◎透析 エバ 137p
冊子版 978-4-263-22285-0 2018.05

*1030884482*
アンチエイジング診療23のエッセンス

〈医学のあゆみ BOOKS〉

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎491.358 件名◎アンチエイジング
■ア 142p
アンチエイジング医学の各領域における最新情報をはじめ、臨床に直結する運動・ 冊子版 978-4-263-20684-3 2019.06
堀江重郎
（ほりえ・しげお）
編
医歯薬出版

食事法・機能性表示食品の考え方や、アンチエイジング・クリニックの実例など、
アンチエイジング医学を診療に実践するための知識を紹介する。

エビデンス漢方診療 〈医学のあゆみ BOOKS〉

*1031875429*
医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 ■エ
エビデンスに基づく漢方の活用法について説明し、上部 / 下部消化管疾患・慢性 154p
肝疾患・インフルエンザ・うつ・不眠症などの疾患ごとに、エビデンスを中心にし 冊子版 978-4-263-20681-2 2018.08
渡辺賢治
（わたなべ・けんじ）
編
医歯薬出版

た漢方治療を解説する。処方実例も収録。

*1030884477*
445

がん・生殖医療 妊孕性温存の診療 新版

医学

同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■ガ 415p
最新の治療動向と研究成果をまとめた、日本がん・生殖医療学会監修によるレファ 冊子版 978-4-263-73194-9 2020.04

日本がん・生殖医療学会監修
医歯薬出版

鈴木直
（すずき・なお）
編集

レンス・ブック。妊孕性温存の基礎・臨床の最新知見から、がん・生殖医療連携
の構築、ヘルスケアプロバイダーによる支援までを幅広く紹介する。

*1032295328*
コグニサイズ 指導マニュアル 3STEPで認知症予防

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ■コ
運動しながら認知課題を行い、脳の活性化を効率的に促進する、認知症予防を目 157p
的とした運動方法「コグニサイズ」を包括的にわかりやすく紹介。認知症予防の 冊子版 978-4-263-26619-9 2020.03
島田裕之
（しまだ・ひろゆき）
編集
医歯薬出版

基礎と、認知症予防を目的としたアセスメントについても解説する。

*1032295329*
シーティング技術のすべて

医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
豊富なイラストと症例写真で、シーティングの臨床実践をわかりやすく学べるテキスト。 ■シ 261p
運動学・生理学、評価、車椅子の操作やアセスメントなどの基礎知識を説明した 冊子版 978-4-263-26616-8 2020.03
木之瀬隆
（きのせ・たかし）
編
医歯薬出版

森田智之
（もりた・ともゆき）
編

上で、目的・疾患・環境別に具体的な技術や対応を詳説する。

*1032295330*
すぐに使える!fMRI データの脳活動・機能的結合性の解析
SPM,SnPM,CONNを使いこなす

菊池吉晃
（きくち・よしあき）
編著
医歯薬出版

脳機能イメージデータの解析ソフト
「SPM12」の一般的な脳活動解析について詳解。
SnPM13によるノンパラメトリック集団解析、CONNを用いた機能的結合性の解析
等も解説。解析用 fMRIデータのダウンロード可。

スタンダード輸血検査テキスト 第3版
認定輸血検査技師制度協議会カリキュラム委員会編集
医歯薬出版

輸血医療に携わる臨床検査技師や、認定輸血検査技師を目指す臨床検査技師の
ためのテキスト。輸血検査と精度管理、血液製剤の適応と管理・供給、輸血療
法など、輸血検査に必要な知識と技術をまとめる。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎491.371 件名◎脳 キス 172p
冊子版 978-4-263-26601-4 2019.08

*1031875428*
医学
同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 36,960円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸血 ■ス 361p
冊子版 978-4-263-22284-3 2017.09

*1030884498*
トータルアプローチアレルギー診療重要基礎知識40

〈医学のあゆみ BOOKS〉

医学

同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 38,280円 + 税
分類◎493.14 件名◎アレルギー ■ト
244p
アレルギー診療に必須の重要知識を中心にまとめたテキスト。「アレルギー診療に 冊子版 978-4-263-20685-0 2019.10
永田真
（ながた・まこと）
編
医歯薬出版

おける“トータルアプローチ ” の重要性」「気管支喘息（成人）の診断と治療」「ア
ナフィラキシーのガイドラインに基づいた診断と管理」等を収録。

ペインクリニック診療38のエッセンス

〈医学のあゆみ BOOKS〉
細川豊史
（ほそかわ・とよし）
編
医歯薬出版

急性痛・慢性疼痛の概念をはじめ、難治性疼痛の代表格である神経障害性疼痛
の診断と治療、さまざまな痛みを生じる疾患の個別の概念と治療法、鎮痛薬と鎮痛
補助薬による薬物療法のノウハウ、“ がん疼痛 ” の治療などを解説する。

446

*1032295322*
医学
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎494.24 件名◎ ペインクリニック ■
ペ 209p
冊子版 978-4-263-20680-5 2018.07

*1030884478*

ポケットマニュアル 尿沈渣 カラー版 第2版

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.17 件名◎尿検査 ヤポ 248p
見やすく、読みやすく、わかりやすい、尿沈渣成分の鑑別知識・能力が身につくポケッ 冊子版 978-4-263-22677-3 2016.10
八木靖二
（やぎ・せいじ）
著
医歯薬出版

福井巖
（ふくい・いわお）
監修

トマニュアル。図表やカラー写真を多用し、どの施設でも行える無染色法とS 染色
法を中心に、簡素にまとめる。

*1030884488*
リハビリテーション栄養ポケットマニュアル

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
リハビリテーション栄養の基礎知識から臨床での適切な栄養介入まで、幅広い内 ワリ 331p
容を網羅したポケットマニュアル。セッティング別、疾患・障害別のリハビリテーショ 冊子版 978-4-263-26573-4 2018.10
若林秀隆
（わかばやし・ひでたか）
編著 日本リハビリテーション栄養学会監修
医歯薬出版

ン栄養についても詳しく解説する。

*1030884476*
わかる!できる! 心臓リハビリテーションQ＆A

医学

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 ■ワ
心臓リハビリテーションに関する臨床的疑問や問題点を、
「急性期」
「運動療法」
「リ 297p
スク管理」「指導」などの章ごとに厳選。それぞれの解決策や対応策を、第一線 冊子版 978-4-263-26565-9 2018.07
伊東春樹
（いとう・はるき）
監修
医歯薬出版

百村伸一
（ももむら・しんいち）
監修

で活躍する専門家が、簡潔にわかりやすくQ＆A 形式で解説する。

*1030884495*
医療スタッフのための動機づけ面接 2

糖尿病などの生活習慣病におけるMI 実践
北田雅子
（きただ・まさこ）
著
医歯薬出版

村田千里
（むらた・ちさと）
著

「動機づけ面接」を医療スタッフ向けに説明したテキスト。全体像と面接のプロセ
スを会話例とともに解説。糖尿病などの生活習慣病の事例を紹介し、臨床家の言
動とそれに対応した患者の発話の関連性がわかるように記述する。

映画に描かれた疾患とペーソス 〈安東教授のシネマ回診 2〉

医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎ 件名◎精神療法 キイ 165p
冊子版 978-4-263-23740-3 2020.05

*1032295324*
医学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎490.4 件名◎病気 アエ 229p
「92歳のパリジェンヌ」と尊厳死、「恍惚の人」と認知症のケア…。映画をキース 冊子版 978-4-263-73193-2 2020.02
安東由喜雄
（あんどう・ゆきお）
著
医歯薬出版

テーションとしながら、人間という動物の存在を、ありとあらゆる角度から観察する。
『メ
ディカルクオール』連載を書籍化。

*1032295327*
映画に描かれた疾患と募る想い 安東教授のシネマ回診
安東由喜雄
（あんどう・ゆきお）
著
医歯薬出版

「リンカーン」とマルファン症候群、「セッションズ」とポリオ、「オデッセイ」と自律
神経失調症…。映画と遺伝性疾患について、医学的視点と映画史的知識を駆使
して語るエッセイ集。『メディカルクオール』連載を書籍化。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎490.4 件名◎病気 アエ 271p
冊子版 978-4-263-73180-2 2018.01

*1032295326*
外来医マニュアル プライマリケアのための実践書 第4版

医学

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 36,960円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■ガ 954p
外来診療で遭遇する頻度の高い疾患、病態に対し、診療科を超えて幅広く対応で 冊子版 978-4-263-73184-0 2018.06
加藤なつ江
（かとう・なつえ）
編集代表
医歯薬出版

きるマニュアル。臨床研修制度で求められる経験目標を可及的に網羅。小児編の
章を新設し、最新診療ガイドライン・EBMをふまえた第4版。

*1032295320*
447

楽しく学んで好きになる! 心電図トレーニングクイズ
谷内亮水
（たにうち・りょうすい）
著
医歯薬出版

山本克人
（やまもと・かつひと）
監修

心電図波形の基本的な読み方をクイズ形式で学べる書。クイズに答え、さらに解
説を読むことで、自然と心電図判読のプロセスや方法、ポイントが身につく。
『Medical
Technology』連載に加筆し再構成。

医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 タタ
179p
冊子版 978-4-263-22932-3 2016.04

*1030884499*
顎口腔手術の麻酔科学 手術の特性からみた全身管理法
小谷順一郎
（こたに・じゅんいちろう）
著
医歯薬出版

中嶋正博
（なかじま・まさひろ）
執筆協力

顎口腔手術の麻酔・全身管理について写真やイラストで解説。歯科麻酔科医の
視点から顎口腔手術の全身麻酔において最も重要な上気道管理の基礎的事項を
軸に、臨床での手術ごとにその特性と麻酔・全身管理の関係を述べる。

医学
同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ 件名◎口腔外科学 コガ 192p
冊子版 978-4-263-44577-8 2020.06

*1032295331*
基礎からわかる!カテーテルアブレーション

研修医・看護師・臨床工学技士・診療放射線技師のための

医学

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎493.23 件名◎不整脈 ■キ
280p
研修医・看護師、臨床工学技士、診療放射線技師など、多職種に向けたアブレー 冊子版 978-4-263-73183-3 2018.03
松尾征一郎
（まつお・せいいちろう）
編集
医歯薬出版

ション入門書。心電図や電気生理学的検査の必須知識からアブレーション治療の
実際までを、カラーイラストを使ってわかりやすく解説する。

矯正歯科治療 この症例にこの装置 第2版

*1030884496*
医学

同時アクセス1 62,700円 + 税
同時アクセス3 125,400円 + 税
分類◎497.6 件名◎歯科矯正学 ■キ
具体的な症例を提示し、症例分析、総合評価による診断の決定、治療目標の設定、 19,351p
治療方針・治療方法の策定、矯正装置の選択・調整方法についてビジュアルに 冊子版 978-4-263-44514-3 2017.12
後藤滋巳
（ごとう・しげみ）
編集代表
医歯薬出版

順序よく解説。20症例を入れ替えた第2版。

*1030884500*
矯正歯科治療のエビデンスサマリー
Greg J.Huang 原著
医歯薬出版

Stephen Richmond 原著

矯正歯科の治療法や装置について、最新で高いエビデンスレベルから、その是
非を明示する臨床ガイド。システマティックレビューによる厳選された56のサマリー
を掲載。EBM の歴史と基礎をコンパクトに学べる。

医学
同時アクセス1 42,900円 + 税
同時アクセス3 85,800円 + 税
分類◎ 件名◎歯科矯正学 ■キ 235p
冊子版 978-4-263-44594-5 2020.07

*1032295332*
研修医手技マニュアル 第2版

医学

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■ケ 241p
厚生労働省が定めた研修医の必修手技をすべて収載した、ベッドサイドで便利に 冊子版 978-4-263-73171-0 2016.09
井上賀元
（いのうえ・よしもと）
編集代表
医歯薬出版

使えるポケットサイズのマニュアル。カラー写真や図を多用し、手順のポイント、コ
ツなども豊富に掲載。電子版が読める、袋とじID＆キー付き。

*1032295319*
高次脳機能障害のリハビリテーション Ver.3 〈CR BOOKS〉
武田克彦
（たけだ・かつひこ）
編集
医歯薬出版

三村將
（みむら・まさる）
編集

高次脳機能障害に関する知識と認知リハビリテーションの治療技術をまとめる。各
病態、原因となる疾患群の特徴と注意点、画像検査技術を解説するとともに、リハ
ビリテーション治療の基本と技術、症例報告を収録。

医学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎493.73 件名◎高次脳機能障害
■コ 406p
冊子版 978-4-263-21878-5 2018.12

*1030884493*
448

今日からできる高齢者の誤嚥性肺炎予防

医学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ヒキ 130p
施設や病院において、高齢者の日常生活の状態（食事時の覚醒状態、姿勢、む 冊子版 978-4-263-26572-7 2018.09
東嶋美佐子
（ひがしじま・みさこ）
著
医歯薬出版

渡辺展江
（わたなべ・のぶえ）
著

せなど）から、摂食嚥下障害に陥るリスクを早期発見するためのノウハウを写真
や図を交えてわかりやすく解説。摂食嚥下関連の相談窓口も紹介する。

*1030884475*
最新アミロイドーシスのすべて 診療ガイドライン2017とQ＆A

医学

同時アクセス1 31,020円 + 税
同時アクセス3 62,040円 + 税
分類◎493.12 件名◎類澱粉症 ■サ
アミロイドーシス診療ガイドラインの解説書。2017年の診断基準の改定に合わせて、 250p
病型ごとの病態・診断・治療に関する総論および Q＆Aをまとめる。
冊子版 978-4-263-73175-8 2017.03
安東由喜雄
（あんどう・ゆきお）
監修
医歯薬出版

植田光晴
（うえだ・みつはる）
編集

*1030884487*
災害リハビリテーション標準テキスト

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎498.89 件名◎災害医療 ■サ
大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（JRAT）の活動をもとに、 196p
災害リハビリテーションの基本から実際までをまとめたテキスト。平時の備え・連携、 冊子版 978-4-263-21877-8 2018.06
大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会企画・編集
医歯薬出版

災害発生時の対応などを解説し、困ったときの Q＆Aも収録。

*1030884474*
在宅医マニュアル 第2版

医学

同時アクセス1 19,470円 + 税
同時アクセス3 38,940円 + 税
分類◎498 件名◎在宅医療 ■ザ 785p
高齢者を対象にした在宅医療に従事する医師が現場で遭遇しうる様々なシチュエー 冊子版 978-4-263-73190-1 2019.05
中村琢弥
（なかむら・たくや）
編集代表
医歯薬出版

ションを想定し、具体的な対策方法や考え方をまとめた実践書。新たに30項目を追
加し、社会的課題の “ 在宅イベント編 ”を新設した第2版。

*1032295321*
歯の移植・再植 これから始めるために
下地勲
（しもじ・いさお）
編著
医歯薬出版

歯の移植・再植について、臨床の実際の記載に重点をおきながら、術式、術後管
理を視覚的、具体的にわかりやすく示す。容易な症例から難症例へと段階的に提
示し、類似、参考症例もすぐに探せるように構成。

医学
同時アクセス1 59,400円 + 税
同時アクセス3 118,800円 + 税
分類◎497.3 件名◎口腔外科学 シハ
253p
冊子版 978-4-263-44467-2 2016.04

*1031460101*
歯根膜による再生治療 インプラントを考える前に

医学

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎497.2 件名◎歯科学 シシ 194p
特別な手段や材料を利用せずとも、生態の組織である歯根膜のもつ自然治癒力を 冊子版 978-4-263-44295-1 2009.10
下地勲
（しもじ・いさお）
著
医歯薬出版

引き出すことによって、歯周組織の再生は可能である。歯根膜が臨床で果たす役
割や、治療の局面での歯根膜の活用などを、多くの症例とともに示す。

*1031460100*
事例でわかる死亡診断書・死体検案書記載の手引き
a manual of death certificate

岩瀬博太郎
（いわせ・ひろたろう）
編
医歯薬出版

死亡診断書・死体検案書作成の手引き。死因の種類・テーマ別に代表的な事例
をとりあげ、書類の記入例と、その事例における注意点・問題点を見開きで掲載す
る。死亡診断書・死体検案書の基礎知識も説明。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎ 件名◎医師－法令 ■ジ 95p
冊子版 978-4-263-73195-6 2020.05

*1032295325*
449

耳鼻咽喉科診療の進歩40のエッセンス

〈医学のあゆみ BOOKS〉
山岨達也
（やまそば・たつや）
編
医歯薬出版

専門医が知っておくべき、耳鼻咽喉科領域の最近の進歩をコンパクトに編集。難
聴の遺伝子検査、聴力温存型人工内耳（EAS）
、好酸球性副鼻腔炎の抗体療法、
頭頸部癌の免疫療法など、新しい診断・治療法を解説する。

心臓リハビリテーションポケットマニュアル

医学
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎496.5 件名◎耳鼻咽喉科学 ■ジ
212p
冊子版 978-4-263-20679-9 2018.05

*1030884479*
医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 ■シ
心臓リハビリテーションの臨床現場で必要な知識や技術を具体的に網羅したポケッ 276p
トマニュアル。心血管疾患の解剖学的・病理学的理解、各種の運動負荷方法、 冊子版 978-4-263-21735-1 2016.07
伊東春樹
（いとう・はるき）
監修 ジャパンハートクラブ編集
医歯薬出版

チーム医療の方法などをわかりやすく記す。

*1030884489*
神経伝導検査ポケットマニュアル 第2版

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎492.16 件名◎電気診断法 ■シ
神経伝導検査に関する知識と技術を習得し、得られた波形を正しく解析できるよう、 208p
豊富な写真やイラストを交えてわかりやすく解説。検査の注意点チェックリスト付き。 冊子版 978-4-263-21678-1 2017.11
正門由久
（まさかど・よしひさ）
編
医歯薬出版

高橋修
（たかはし・おさむ）
編

神経伝導検査における上肢2神経と下肢2神経を追加。

*1030884484*
腎臓リハビリテーション RENAL REHABILITATION 第2版

医学

同時アクセス1 32,340円 + 税
同時アクセス3 64,680円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 コジ
腎臓機能障害の知識と腎臓リハビリの具体的な進め方を紹介。脳卒中、心疾患、 541p
運動器疾患など、重複障害を有する腎臓機能障害患者に対するリハビリの実際も 冊子版 978-4-263-26575-8 2018.10
上月正博
（こうずき・まさひろ）
編著
医歯薬出版

解説する。ガイドラインや診療報酬の最新知識を盛り込んだ第2版。

*1030884494*
整形外科テストポケットマニュアル

臨床で使える徒手的検査法86
高橋仁美
（たかはし・ひとみ）
著
医歯薬出版

金子奈央
（かねこ・なお）
著

整形外科領域の86の徒手的テストをまとめたコンパクトなマニュアル。豊富な写
真で手順を説明し、陽性の判定と注意点をわかりやすく解説。メカニズム、疑われ
る疾患についてのコラムも掲載。20の反射テストも収録する。

摂食嚥下リハビリテーション 第3版
才藤栄一
（さいとう・えいいち）
監修
医歯薬出版

植田耕一郎
（うえだ・こういちろう）
監修

摂食嚥下リハビリテーションという視点から摂食嚥下に関する学究的な裏付けと臨
床の両面にわたりまとめた手引書。日本の医療保険制度において、2010年に保険
に独立して収載された「嚥下造影検査」等を踏まえた第3版。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎494.72 件名◎整形外科学 タセ
180p
冊子版 978-4-263-21733-7 2016.05

*1030884490*
医学
同時アクセス1 25,080円 + 税
同時アクセス3 50,160円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ■セ 406p
冊子版 978-4-263-44447-4 2016.09

*1030884505*
当直医マニュアル 2020
井上賀元
（いのうえ・よしもと）
編集代表
医歯薬出版

当直医が担当するプライマリケアに焦点を絞った実践的マニュアル。頻度の高い
疾患を診療科を越えて網羅し、各項目の冒頭にポイントを掲載。POCUS（point
‐of‐care ultrasound）などを追加。

医学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■ト 927p
冊子版 978-4-263-73444-5 2020.01

*1032295318*
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内科医のための漢方製剤の使い方
118症状別選択と処方のポイント

篠原誠
（しのはら・まこと）
監修
医歯薬出版

趙基恩
（ちょう・きおん）
編著

咳から抗癌剤・放射線治療の副作用まで、臨床でよく見られる118の症状別に漢方
製剤の使い方を解説。また、常用漢方製剤の臨床応用や使用上の注意点もわかり
やすく記述する。

脳卒中 基礎知識から最新リハビリテーションまで

医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎499.8 件名◎漢方薬 ■ナ 305p
冊子版 978-4-263-73177-2 2017.08

*1030884486*
医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
各科の医師からリハビリテーション医療者、およびリハ療法士養成校の学生までを 583p
対象とした脳卒中のテキスト。脳卒中に関する基礎知識、診断・評価、治療、脳 冊子版 978-4-263-26599-4 2019.06
正門由久
（まさかど・よしひさ）
編著
医歯薬出版

高木誠
（たかぎ・まこと）
編著

卒中リハの実際を詳細に解説する。

*1031875430*
脳卒中ポケットマニュアル 日本医大式

医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
研修医・専修医・コメディカルに向けた、実践的でわかりやすい脳卒中の診断・ 298p
治療のポケットマニュアル。日本医大神経内科で実践している脳卒中診療をもとに、 冊子版 978-4-263-73187-1 2018.11
木村和美
（きむら・かずみ）
編著
医歯薬出版

西山康裕
（にしやま・やすひろ）
編著

超急性期から慢性期に至るポイントを示す。Q and Aも掲載。

*1030884491*
病理組織の見方と鑑別診断 第6版 〈カラーアトラス〉

医学

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理組織学 ■ビ
病理標本から正しい診断に辿り着くための手引き。各臓器で典型的な病変を観察し 699p
た場合にどんな所見がみられ、鑑別に重要な病変や鑑別点はどんなものであるかを 冊子版 978-4-263-73185-7 2018.09
赤木忠厚
（あかぎ・ただあつ）
監修
医歯薬出版

松原修
（まつばら・おさむ）
監修

解説。CBT・国家試験対策 Webアプリを使えるパスワード付き。

*1031439199*
保健所研修ノート 研修医・コメディカルスタッフのための 第4版

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.07 件名◎公衆衛生 ヤホ
医師臨床研修の地域保健領域の保健所研修テキスト。研修で学ぶべき重要なポ 208p
イントを提示し、それらに沿った地域保健の基本的な考え方を、具体的な事例とと 冊子版 978-4-263-73179-6 2017.10
安武繁
（やすたけ・しげる）
著
医歯薬出版

もに解説する。制度の見直し・新設に対応した第4版。

*1030884485*
滅菌・消毒・洗浄 ハンドブック 国際標準の感染予防対策
ICHG 研究会編
医歯薬出版

院内感染予防対策の基本から、医療現場ですぐに実践できる具体的手順まで、
「減
菌・消毒・洗浄」に関わる基本的な考え方を、国際標準に基づいて解説する。「温
度チェックの方法」「病室の花瓶」等をテーマにしたコラムも収録。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ■メ
128p
冊子版 978-4-263-23717-5 2018.11

*1030884492*
有病者はこう診る 歯科チェアサイドマニュアル
和田健
（わだ・たけし）
監著
医歯薬出版

岡田定
（おかだ・さだむ）
監修

全身疾患のある患者が開業歯科を受診した場合の対処法をまとめる。歯科の日常
診療で遭遇する全身疾患を取り上げ、各疾患ごとに問診のポイント、押さえておき
たい知識や歯科治療上の留意事項等を解説する。

医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎497.2 件名◎歯科学 ワユ 229p
冊子版 978-4-263-42222-9 2016.07

*1030884503*
451

臨床力を鍛えるシミュレーション教育

医学

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎ 件名◎医学教育 ■リ 178p
医学教育は実践能力の重視へと改革が進んでいる。その実践力を強化する教育と 冊子版 978-4-263-20686-7 2020.06
鈴木利哉
（すずき・としや）
編
医歯薬出版

して注目を浴びるシミュレーション教育の最前線と、世界と日本におけるシミュレータ
の進歩を紹介。週刊『医学のあゆみ』連載を単行本化。

*1032295323*
老化と摂食嚥下障害 「口から食べる」を多職種で支えるための視点

医学

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ■ロ 175p
老化に伴う摂食嚥下障害にかかわるさまざまな問題について専門家や先駆者がディ 冊子版 978-4-263-42233-5 2017.09
藤本篤士
（ふじもと・あつし）
編著
医歯薬出版

糸田昌隆
（いとだ・まさたか）
編著

スカッションするほか、臨床現場での対応や患者を支える先進的な取り組みなどを
解説。サルコペニア、フレイル、認知症等についても説明する。

*1030884504*
嚥下障害ポケットマニュアル 第4版

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎493.73 件名◎嚥下障害 ■エ
ポケットやカバンに入れて手軽に持ち運べ、嚥下障害の実際の臨床の場で必要な 319p
手技と知識を調べやすいようにまとめたマニュアル。最新の情報を取り入れ、文献 冊子版 978-4-263-26569-7 2018.09
聖隷嚥下チーム執筆
医歯薬出版

を見やすい形に整えるなどの工夫を加えた第4版。

*1030884473*
痙縮治療ポケットマニュアル

ボツリヌス療法・ITB 療法・リハビリテーション

医学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.74 件名◎ジストニー ■ケ
113p
日々の臨床で役立つ痙縮治療のマニュアル。痙縮治療の柱であるボツリヌス療法、 冊子版 978-4-263-26566-6 2018.07
藤原俊之
（ふじわら・としゆき）
編
医歯薬出版

ITB 療法、リハビリテーション治療を写真・イラストを交えてコンパクトに解説する。

*1030884481*

452

医療科学社
核医学安全基礎読本 2

核医学安全のための科学知識と技術スキル
渡邉直行
（わたなべ・なおゆき）
著
医療科学社

核医学診療ならではの患者ケアの意義と実践をはじめ、核医学診療に欠かせない
放射線物理学、細胞や個体への放射線影響の理解に必須となる放射線生物学、
放射線診療従事者の職業被ばくに係る放射線防護などについて解説する。

核医学安全基礎読本 3 内用療法

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ワカ
437p
冊子版 978-4-86003-112-1 2019.10

*1031115482*
医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ワカ
様々なRI 内用療法について説明。内容療法の主な対象である悪性腫瘍に関して 210p
概説し、各論では対象となる悪性および良性疾患の概念と標準的な治療法、内容 冊子版 978-4-86003-114-5 2019.11
渡邉直行
（わたなべ・なおゆき）
著
医療科学社

療法の役割を解説する。

*1031115483*
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*

453

岩波書店
高速文字列解析の世界

データ圧縮・全文検索・テキストマイニング 〈確率と情報の科学〉
岡野原大輔
（おかのはら・だいすけ）
著
岩波書店

近年爆発的に増加している「文字列」を、より高度に、高速で解析するには ? 文
字列解析に有用な理論、データ構造、アルゴリズムと、それをふまえたデータの圧縮、
検索、分析の実践手法を紹介する。

『存在と時間』第2篇評釈 本来性と時間性

総記
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎007.6 件名◎データ圧縮 オコ
140p
冊子版 978-4-00-006974-8 2012.12

*1031004509*
西洋哲学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎ 件名◎存在と時間 スソハ
ハイデガーの主著「存在と時間」のうち、最大の難所として、専門の研究者さえ 529,13p
敬遠しがちであった第2篇を、「先視」としての「無差別性」という一貫した理念の 冊子版 978-4-00-023743-7 2020.05
須藤訓任
（すとう・のりひで）
著
岩波書店

もと、大胆かつ緻密に読み解く。

DL不可

*1031873779*
ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究
出来事 , 運命愛 ,そして永久革命

鹿野祐嗣
（しかの・ゆうじ）
著
岩波書店

哲学者ドゥルーズの2番目の主著「意味の論理学」の全容を文献学的手法で読み
解き、1960年代ドゥルーズ哲学の核心にある「存在論的な永久革命の思想」を再
燃させる。難解なドゥルーズ著作の注釈という試み。

歴史意識の断層 理性批判と批判的理性のあいだ
三島憲一
（みしま・けんいち）
著
岩波書店

西欧人文学における歴史意識の諸側面を反省的に捉え、それを通じて現代の知へ
の批判を行ってきた著者の論文集。修辞学と政治、アカデミズムと公共圏、近代
化と解釈学の関連などを主題とした、主要な思想史的論考を収める。

西洋哲学
同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 74,250円 + 税
分類◎135.5 件名◎意味の論理学 シドド
601,147p
冊子版 978-4-00-061392-7 2020.02
DL不可

*1031983400*
西洋哲学
同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 62,370円 + 税
分類◎134 件名◎ドイツ哲学 ミレ 356p
冊子版 978-4-00-025665-0 2014.12

*1031004517*
功利主義とは何か
カタジナ・デ・ラザリ=ラデク著 ピーター・シンガー著
岩波書店

幸福を最大化し、苦しみを最小化する－。功利主義は世界中に大きな影響を与え、
社会変革を促してきた。その歴史・成果・残された課題をコンパクトに解説する、
代表的思想家による入門書。

倫理学、道徳
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎151.7 件名◎功利主義 デコ
148,17p
冊子版 978-4-00-022962-3 2018.11

*1031340499*
重慶大爆撃の研究
潘洵
（はん・じゅん）
著
岩波書店

徐勇
（しゅー・よん）
監修

日本軍は1938年12月から1943年12月まで、臨時首都となった重慶およびその周辺
地域に対し、200回を超える断続的な戦略爆撃を行った。「重慶大爆撃」による人
的、物的被害とその影響の正確な全体像に迫る。

日本史
同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 55,440円 + 税
分類◎210.74 件名◎日中戦争
（1937～
1945）ハジ 326p
冊子版 978-4-00-061105-3 2016.02

*1031004534*
日本近世村落論
渡辺尚志
（わたなべ・たかし）
著
岩波書店

日本の近世においては、武士や町人は圧倒的少数者であり、当時の人口の約8割
は村に住む「百姓」であった。村落の分析を通して、近世社会の本質を浮かび
あがらせる。

日本史
同時アクセス1 26,070円 + 税
同時アクセス3 78,210円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－江戸時
代 ワニ 335,9p
冊子版 978-4-00-061395-8 2020.02
DL不可

*1031814493*
454

リスク学入門 1 リスク学とは何か 新装増補

社会科学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 217p
経済学・法律学・社会学など、各学問領域に通底する新しい学問として、リスク・ 冊子版 978-4-00-028476-9 2013.03
橘木俊詔
（たちばなき・としあき）
責任編集
岩波書店

長谷部恭男
（はせべ・やすお）
責任編集

マネジメントの総合化・体系化を目指し、問題の発見と整理を行なう。全編集委員
による座談会「リスク学の再定義と再構築」を付す。

*1031004521*
リスク学入門 2 経済からみたリスク 新装増補
橘木俊詔
（たちばなき・としあき）
責任編集
岩波書店

駒村康平
（こまむら・こうへい）
ほか著

結婚、出産・育児、失業、離婚、病気など、人生上の諸事象に注目して、人
はどのような対応策や準備をしているかを詳しく検討する。責任編集者による論考
「3.11後のリスク学のために」を付す。

社会科学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 190p
冊子版 978-4-00-028477-6 2013.03

*1031004522*
リスク学入門 3 法律からみたリスク 新装増補
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
責任編集
岩波書店

島田聡一郎
（しまだ・そういちろう）
ほか著

刑法、ネット社会、環境行政、環境リスク、社会保障法、安全保障など、いくつ
かの事例を挙げながら、法学にリスク概念を導入し新たな知見を探求する。責任
編集者による論考「3.11後のリスク学のために」を付す。

社会科学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 181p
冊子版 978-4-00-028478-3 2013.03

*1031004523*
リスク学入門 4 社会生活からみたリスク 新装増補

社会科学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 171p
家族、教育、健康と医学、情報化などのリスクが生む格差社会や監視社会、そ 冊子版 978-4-00-028479-0 2013.03
今田高俊
（いまだ・たかとし）
責任編集
岩波書店

山田昌弘
（やまだ・まさひろ）
ほか著

れらに対処するための信頼関係の構築、リスク・コミュニケーションのあり方を考える。
責任編集者による論考「3.11後のリスク学のために」を付す。

*1031004524*
リスク学入門 5 科学技術からみたリスク 新装増補
益永茂樹
（ますなが・しげき）
責任編集
岩波書店

住明正
（すみ・あきまさ）
ほか著

科学技術の発達による新たな人為的リスク、定量化・モデル化といった評価・分
析方法など、豊富な具体例で科学とリスクの基礎知識を解説。責任編集者による
論考「3.11後のリスク学のために」を付す。

社会科学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎301 件名◎リスク ■リ 182p
冊子版 978-4-00-028480-6 2013.03

*1031004525*
現代中国外交

政治

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 30,690円 + 税
分類◎319.22 件名◎中国－対外関係
新興国から大国へと変貌した中国外交70年の軌跡をたどり、中国にとって重要な位 モゲ 316p
置を占める対日関係、対ロシア関係、対米関係を柱に外交の展開を解明・分析す 冊子版 978-4-00-061305-7 2018.12
毛里和子
（もうり・かずこ）
著
岩波書店

る。学習に役立つ文献ガイド、現代中国政治・外交略年表も収録。

*1031434047*
西洋政治思想史 視座と論点 〈岩波テキストブックス〉

政治

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎311.23 件名◎政治思想－ヨーロッ
正義、自由、富、権力、性など、政治について考えるうえで重要な16のテーマを パ カセ 268,41p
取り上げ、時代横断的に諸思想を概観。各テーマの論点を整理するとともに、思 冊子版 978-4-00-028907-8 2012.01
川出良枝
（かわで・よしえ）
著
岩波書店

山岡龍一
（やまおか・りゅういち）
著

想の流れを浮かび上がらせ、現代の問題への分析視座を探る。

*1031004526*
455

西洋政治思想史講義 精神史的考察
小野紀明
（おの・のりあき）
著
岩波書店

哲学、文学、芸術、音楽、科学－。古代ギリシアから現代まで、精神史的遺産
を縦横に渉猟し、政治的思考の新たな可能性を探究する。神戸大学、京都大学
両法学部で行われた講義の記録。

政治
同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 67,320円 + 税
分類◎311.23 件名◎政治思想－ヨーロッ
パ オセ 510p
冊子版 978-4-00-061017-9 2015.02

*1031004532*
東南アジアから見た近現代日本

「南進」
・占領・脱植民地化をめぐる歴史認識

政治

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 67,320円 + 税
後藤乾一
（ごとう・けんいち）
著
分類◎319.1023 件名◎日本－対外関係
岩波書店
－東南アジア－歴史 ゴト 363,6p
日本では、支配・被支配の過去はどう歴史化されているのか。「南進」「占領」「独 冊子版 978-4-00-025842-5 2012.05

立と脱植民地化」をキーワードに、日本と東南アジアのあいだの戦前・戦中・戦
後関係史を辿り、未決着の歴史認識問題に一石を投じる。

日常生活と政治 国家中心的政治像の再検討
田村哲樹
（たむら・てつき）
編
岩波書店

安藤丈将
（あんどう・たけまさ）
ほか著

家族、社会運動、環境問題、政治理論、フィリピンのムスリムとクリスチャンの「共
棲」や自民党の女性たち等、多様な角度から政治学における日常生活の欠落を問
い、学問としてのあり方を再検討。方法論的国家主義を問い直す。

*1031004519*
政治
同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 53,460円 + 税
分類◎311.04 件名◎政治学 ■ニ
270p
冊子版 978-4-00-061381-1 2019.12
DL不可

*1031670273*
日本外交史講義 新版 〈岩波テキストブックス〉

政治

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 26,730円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
160年前の開国から現在まで、日本はいくつもの選択肢の中で、国内政治と相互に 史 イニ 274p
影響しあいながら、ある外交政策を実行してきた。なぜ、その選択がなされ、今が 冊子版 978-4-00-028911-5 2014.03
井上寿一
（いのうえ・としかず）
著
岩波書店

あるのか。日本外交の軌跡を検証し、あるべき外交の姿を示す。

*1031004528*
比較議院内閣制論 政府立法・予算から見た先進民主国と日本
佐々木毅
（ささき・たけし）
編
岩波書店

阪野智一
（さかの・ともかず）
ほか執筆

政府立法と予算という角度から、大統領制のアメリカを含めて欧米と日本とを共時
的に比較。さらに、帝国議会と現在の国会とを通時的に比較することによって、議
院内閣制のダイナミズムを多角的に描き出す。

政治
同時アクセス1 19,470円 + 税
同時アクセス3 58,410円 + 税
分類◎313.7 件名◎議院内閣制 ■ヒ
262p
冊子版 978-4-00-024538-8 2019.09
DL不可

*1032433711*
琉球 奪われた骨 遺骨に刻まれた植民地主義

政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎316.81 件名◎民族問題－日本 マ
帝国日本に奪われた琉球人遺骨の苦難をたどり、日本の大学や博物館の「学知に リ 264,16p
よる植民地主義」を歴史的に検証し、差別と偏見、支配と暴力の構造を明らかに 冊子版 978-4-00-025579-0 2018.10
松島泰勝
（まつしま・やすかつ）
著
岩波書店

する。民族の自己決定権行使としての遺骨返還運動の意義も論じる。

*1031340498*
冷戦と
「アメリカの世紀」 アジアにおける「非公式帝国」の秩序形成

政治

同時アクセス1 21,120円 + 税
同時アクセス3 63,360円 + 税
分類◎319.5302 件名◎アメリカ合衆国
「リベラルなアメリカ」は何を目指していたのか。1945年から74年にかけてのアメ －対外関係－アジア－歴史 カレ 332p
リカの対外政策とアジア諸国の多様な対応から、冷戦秩序の形成と転換を描く。 冊子版 978-4-00-025667-4 2016.08
菅英輝
（かん・ひでき）
著
岩波書店

日本の対米協力の実態をも明らかにする、冷戦史研究の集大成。

*1031004518*
456

憲法の円環 circus constitutionis

法律

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 ハケ 263p
法は実践理性においてどのような役割を果たしているのか。その問いへの探究から、 冊子版 978-4-00-022791-9 2013.05
長谷部恭男
（はせべ・やすお）
著
岩波書店

「国民代表」の意義や司法権・違憲審査の果たすべき役割をめぐる考察へ。原
理的問題から現代的課題まで縦横無尽に論じる。

*1031004511*
国際機構論講義

法律

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎329.3 件名◎国際組織 モコ
国際機構はなぜ創設され、どのような意義と可能性をもつのか。国家中心かつ国連 360p
中心であった既存のパラダイムを根本から問い直し、国際機構という存在を〈マル 冊子版 978-4-00-022954-8 2016.12
最上敏樹
（もがみ・としき）
著
岩波書店

ティラテラリズム〉の原理から読み解く。

*1031004513*
新 EU 法 基礎篇 〈岩波テキストブックス〉
庄司克宏
（しょうじ・かつひろ）
著
岩波書店

2009年末発効のリスボン条約をへて大変化をとげたEU 法の教科書。基礎篇は、
統治機構、法秩序、基本的人権という視点から、EU 法のロジックと仕組みが体
系的に理解できるように説明する。

法律
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 33,660円 + 税
分類◎329.37 件名◎法律－ヨーロッパ
共同体 シシ 375p
冊子版 978-4-00-028910-8 2013.06
DL不可

*1031004527*
新 EU 法 政策篇 〈岩波テキストブックス〉
庄司克宏
（しょうじ・かつひろ）
著
岩波書店

2009年末発効のリスボン条約をへて大変化をとげたEU 法の教科書。政策篇は、
EU 市民権と域内市場、EU 競争法、経済通貨同盟を中心に、豊富な判例法を駆
使して最先端の内容を体系的、理論的に説明する。

法律
同時アクセス1 13,530円 + 税
同時アクセス3 40,590円 + 税
分類◎329.37 件名◎法律－ヨーロッパ
共同体 シシ 428p
冊子版 978-4-00-028913-9 2014.10
DL不可

*1031004529*
民事訴訟法 第3版

法律

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 33,660円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事訴訟法 ハミ
民事訴訟の基本的な考え方の理解から、徐々に高度な論点をたどっていけるように 485p
工夫したスタンダードテキスト。むずかしいといわれる民事訴訟法を学習するのに 冊子版 978-4-00-024890-7 2020.02
長谷部由起子
（はせべ・ゆきこ）
著
岩波書店

最適な一冊。民法改正などに対応し、新判例を多数収録した第3版。

DL不可

*1031983399*
アクチュアリーのための生命保険数学入門
京都大学理学部アクチュアリーサイエンス部門編
岩波書店

生命保険数学を初めて勉強する人に向けた確率的アプローチによるテキスト。確
率の応用分野として理論的・実務的な面白みも感じられるように解説。確率過程を
用いたモデルなど生命保険数学の広がりも紹介する。

経済
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎339.1 件名◎保険 ■ア 289p
冊子版 978-4-00-006280-0 2014.07

*1031004503*
経済学は悲しみを分かち合うために 私の原点
神野直彦
（じんの・なおひこ）
著
岩波書店

人間を幸福にする経済とは ? 新自由主義に抗い、人間のための経済を提唱する著
者の思想はどのようにして育まれてきたのか。自らの人生、偉大な師や友人らとの交
流などを振り返りながら、経済学の使命を根源から問う。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 ジケ 252p
冊子版 978-4-00-061277-7 2018.06

*1031137111*
457

不況の経済理論
小野善康
（おの・よしやす）
編
岩波書店

経済
橋本賢一
（はしもと・けんいち）
編

新古典派経済学やニュー・ケインジアンが採用した方法論を踏襲しながら、貨幣
需要の非飽和性に注目し、経済学の新たな領域を描き出す。さらに、不況の動学
的一般均衡モデルに基づいて、従来とは異なった政策提言を行う。

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 55,440円 + 税
分類◎337.9 件名◎景気 ■フ 317p
冊子版 978-4-00-024673-6 2012.08

*1031004515*
法律家をめざす人のための経済学 〈岩波テキストブックスS〉
常木淳
（つねき・あつし）
著
岩波書店

法律学と経済学のそれぞれが持っている思考 パターンの差異を踏まえて、経済学
の最も基礎的かつ中心的な部分を丁寧に解説する。法科大学院における講義ノー
トをもとに書籍化。

経済
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 37,620円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ツホ 248p
冊子版 978-4-00-028916-0 2015.01

*1031004531*
現代メディア史 新版 〈岩波テキストブックス〉

社会

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎361.453 件名◎マス・メディア－
19世紀後半以降のメディアの発達は、現代社会の形成にどのような影響を与えた 歴史 サゲ 266p
のか。各メディアの発展を国民国家形成の歴史の中に位置づけながら、英米独の 冊子版 978-4-00-028920-7 2018.11
佐藤卓己
（さとう・たくみ）
著
岩波書店

各国とも比較する。「AI」など最新の動向を補筆した新版。

DL不可

*1031533275*
世界史のなかの台湾植民地支配 台南長老教中学校からの視座
駒込武
（こまごめ・たけし）
著
岩波書店

1885年、英国の宣教師が台湾に設立した台南長老教中学校。植民地台湾で芽
生えた自治的な空間形成の夢をつぶさに追い、複雑に交錯する諸帝国主義の暴力
性を、グローバルな全体像において明らかにする。

教育
同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 148,500円 + 税
分類◎372.224 件名◎台湾－教育 コセ
711,166p
冊子版 978-4-00-061073-5 2015.10

*1031004533*
幼児教育と対話 子どもとともに生きる遊びの世界

教育

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 32,670円 + 税
分類◎376.1 件名◎幼児教育 エヨ
〈教える〉関係から〈ともに育ち合える〉関係へ。40年にわたり実践研究を重ねてき 297,3p
た著者が、53の実例をもとに幼児教育のあり方を検証する。特別支援学校でのエ 冊子版 978-4-00-025473-1 2018.12
榎沢良彦
（えのさわ・よしひこ）
著
岩波書店

ピソードも収録。

*1031274391*
13歳の娘に語るアルキメデスの無限小
金重明
（きむ・ちゅんみょん）
著
岩波書店

アルキメデスの無限小×無限大、指数と対数、オイラーの公式、超準解析…。
数学を愛する父が娘とともに摩訶不思議な数学の迷宮を探求。アルキメデスに始
まる無限への挑戦の歴史をひもとく。

数学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎410.9 件名◎無限
（数学）キジ
254p
冊子版 978-4-00-005013-5 2014.03

*1031004494*
13歳の娘に語るガウスの黄金定理
金重明
（きむ・ちゅんみょん）
著
岩波書店

数学を愛する父が思春期の娘に語る、初等整数論の最高峰とも呼ばれるガウスの
黄金定理。算数レベルから合同式、二次形式論、ガウス整数の世界へと、数学
者の足跡も辿りつつ、「黄金定理」こと平方剰余の相互法則の真髄に迫る。

数学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎412 件名◎整数論 キジ 257p
冊子版 978-4-00-005216-0 2013.01

*1031004496*
458

13歳の娘に語るガロアの数学

数学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎411.73 件名◎ガロア理論 キジ
数学と革命に生きたガロアの20年の生涯に魅せられた歴史小説家が中学生の娘 240p
に語る、世界で一番やさしいガロア理論の入門書。歴史にそって、大学の講義で 冊子版 978-4-00-005211-5 2011.07
金重明
（きむ・ちゅんみょん）
著
岩波書店

は絶対に出てこない具体的な例をあげながら記述する。

*1031004495*
カーネル 多変量解析 ―非線形 データ解析の新しい展開―
（確率と情報の科学）
赤穂 , 昭太郎
岩波書店

カーネル法によるデータ解析は今や生命情報科学やデータマイニングの分野では
標準である．しかし文字列やグラフ解析など別分野に適応できるように自身で設計し
ようとすると容易ではない．本書は，カーネル法という多変量解析の底に流れる基本
的な考え方を紹介して，読者自身が設計を行う際の道標になるような内容をめざす．

シンプレクティック幾何学

数学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-00-006971-7

2008

*1031004506*
数学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎
シンプレクティック幾何学は20世紀幾何学の「局所から大域へ」という潮流に乗り 冊子版 978-4-00-005462-1
深谷 , 賢治
岩波書店

遅れた．しかし，中興の祖グロモフに始まる概正則曲線を用いた研究によって豊か
な内容を含むことが明らかになり，その風景は一変した．本書ではグロモフ以後飛
躍的に発展した大域シンプレクティック幾何学を中心に，ミラー対称性との関係も含
め概説する．

データ解析のための統計モデリング入門

一般化線形モデル・階層ベイズモデル・MCMC 〈確率と情報の科学〉

2008

*1031004500*
数学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 37,620円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 クデ
267p
現象を数理モデルで表現・説明することになれていない人のために、章ごとに異な 冊子版 978-4-00-006973-1 2012.05
久保拓弥
（くぼ・たくや）
著
岩波書店

る問題を解決していく過程を通して、統計モデルの基本となる考え方を紹介する。

*1031004508*
はじめての応用解析 〈Iwanami Mathematics〉

数学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎413.6 件名◎微分方程式 フハ
人工知能（AI）技術やビッグデータ解析などの技術の根底にある原理を理解する 253p
には数理が必要である。自然現象を記述する微分方程式、フーリエ変換、変分法、 冊子版 978-4-00-005840-7 2019.09
藤田宏
（ふじた・ひろし）
著
岩波書店

齊藤宣一
（さいとう・のりかず）
著

超関数といった応用解析の手法を紹介し、その有用性を示す。

DL不可

*1032310336*
応用がみえる線形代数 〈Iwanami Mathematics〉
高松瑞代
（たかまつ・みずよ）
著
岩波書店

主成分分析、画像圧縮処理、ウェブページのランクづけ…。現実の応用例の中
から基礎的な概念を見つけることで、その重要さと有用性を実感しながら学ぶことが
できる、線形代数の入門書。演習問題も収録。

数学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎411.3 件名◎線型代数学 タオ
211p
冊子版 978-4-00-005131-6 2020.02
DL不可

*1031814494*
曲線と曲面の現代幾何学 入門から発展へ

〈Iwanami Mathematics〉
宮岡礼子
（みやおか・れいこ）
著
岩波書店

幾何学の基本を学ぶテキスト。曲線論と曲面論の目標であるガウス－ボンネの定
理から、フビニ－スタディ計量やポアンカレ計量などの発展的トピックまで解説する。
各章末に「まとめ」と「問題」も収録。

数学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎414 件名◎幾何学 ミキ 237p
冊子版 978-4-00-005250-4 2019.09
DL不可

*1032433710*
459

群の表現論序説
高瀬幸一
（たかせ・こういち）
著
岩波書店

群を構成する関数は、表現論の立場から特定の性質や構造をもつことが明確に定
義できる。群を有限群、コンパクト群、局所コンパクト群と階層化してそれぞれの
表現論を展開し、Banach 環やユニタリ表現の基本を解説する。

数学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 37,620円 + 税
分類◎411.62 件名◎群論 タグ 234p
冊子版 978-4-00-005271-9 2013.05

*1031004498*
結び目理論入門 上 〈岩波数学叢書〉

数学

同時アクセス1 25,740円 + 税
同時アクセス3 77,220円 + 税
分類◎415.7 件名◎結び目理論 ムム
3次元 ユークリッド空間内の輪のもつれを位相幾何学的に研究する結び目理論の入 328p
門書。上は、結び目の定義・表示から、
ジョーンズ多項式、HOMFLYPT 多項式といっ 冊子版 978-4-00-029826-1 2019.12
村上斉
（むらかみ・ひとし）
著
岩波書店

た重要な不変量までを取り上げる。章末問題付き。

DL不可

*1031670272*
現代三角関数論

数学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎413.59 件名◎三角関数 クゲ
多角三角関数というコンセプトを軸に、三角関数、ガンマ関数、ゼータ関数という 267p
3つの関数が統一的にとらえられるという著者の独創的なアイデアをまとめる。
冊子版 978-4-00-005327-3 2013.11
黒川信重
（くろかわ・のぶしげ）
著
岩波書店

*1031004499*
数理統計学の考え方 推測理論の基礎
竹内啓
（たけうち・けい）
著
岩波書店

統計的推測に焦点を当て、その基礎にある数学的手法や考え方を解説。統計的
データ分析の最も簡単な場合である、1つの母数θについて複数の観測値が存在す
る場合を選び、統計的推測理論を体系的に展開する。

数学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 タス
138p
冊子版 978-4-00-005539-0 2016.03

*1031004501*
絶対ゼータ関数論

数学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎413.5 件名◎ゼータ関数 クゼ
数学最大の未解決問題リーマン予想を解くには、絶対ゼータ関数論が最有力とさ 175p
れる。絶対ゼータ関数とは何か、
なぜそれが解決に有効なのか。理論の基礎から「絶 冊子版 978-4-00-006283-1 2016.01
黒川信重
（くろかわ・のぶしげ）
著
岩波書店

対数学」のさらなる展望までを含めて解説する。

*1031004504*
調査観察 データの統計科学

因果推論・選択 バイアス・データ融合 〈確率と情報の科学〉

星野崇宏
（ほしの・たかひろ）
著
岩波書店

「共変量情報の積極的な利用」「欠測データモデル」「セミパラメトリック推定」
という3つの武器を用いて、偏りのあるデータから正しい推論を行う方法論を示す。
インターネット調査の偏りの補正やデータ融合なども説明する。

乱数生成と計算量理論 〈確率と情報の科学〉

数学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 37,620円 + 税
分類◎417.6 件名◎推計学 ホチ 245p
冊子版 978-4-00-006972-4 2009.07

*1031004507*
数学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎417.6 件名◎乱数 コラ 153p
コンピュータでアルゴリズム的に乱数を生成する機構の背景に、どんな数理がある 冊子版 978-4-00-006975-5 2014.11
小柴健史
（こしば・たけし）
著
岩波書店

のか。「真の乱数」から「擬似乱数」を生成する方法と、逆に擬似乱数から真の
乱数を抽出する理論を解説する。

*1031004510*
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共形場理論 Conformal Field Theory
江口徹
（えぐち・とおる）
著
岩波書店

菅原祐二
（すがわら・ゆうじ）
著

時空2次元の共形不変性を持つ共形場の理論は、超弦理論の数学的な基礎づけ
を与える理論としてその重要性が知られている。2次元共形場理論を基礎から先端
の研究まで解説し、超対称性を持つ共形場理論についても詳説する。

物理学
同時アクセス1 18,810円 + 税
同時アクセス3 56,430円 + 税
分類◎421.3 件名◎場の量子論 エキ
321p
冊子版 978-4-00-005249-8 2015.09

*1031004497*
光学 ハンドブック 基礎と応用
宮本健郎
（みやもと・けんろう）
著
岩波書店

光学の基礎的内容を簡潔に説明し、最新の応用とのつながりをわかりやすくまとめた
テキスト。光の性質、光の伝搬に関する基本的な現象、波動場（スカラー）の
波動方程式では説明のできない現象などを取り上げる。

物理学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 41,580円 + 税
分類◎425 件名◎光学 ミコ 280p
冊子版 978-4-00-006302-9 2015.01

*1031004505*
新 SI 単位と電磁気学
佐藤文隆
（さとう・ふみたか）
著
岩波書店

物理学

北野正雄
（きたの・まさお）
著

2018年の国際単位系の大改定にともない、異なる表記が併存してきた電磁気学は
どう記述されるべきか。電磁気学を中心に、単位系の物理学的な意味を詳述する。
単位系余話も掲載。

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎420.75 件名◎単位 サシ 200p
冊子版 978-4-00-061261-6 2018.06

*1031434046*
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*
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*
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*
一般 デザイン学 GENERAL DESIGN THEORY

工芸

同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 74,250円 + 税
分類◎501.83 件名◎デザイン
（工業）ヨ
デ ザインを人の知的作業における概念操作と位置づけ、対象の種類によらない一 イ 380p
般的な方法の体系化を、初めて提唱した著者による研究の集大成。デザイナーが、 冊子版 978-4-00-005062-3 2020.02
吉川弘之
（よしかわ・ひろゆき）
著
岩波書店

デザイナー以外の人に語りかけるための言葉を身につける理論。

DL不可

*1031814495*
461

はじめての言語獲得 普遍文法に基づくアプローチ
杉崎鉱司
（すぎさき・こうじ）
著
岩波書店

幼児による言語知識（母語知識）の獲得に関する研究の入門書。普遍文法が母
語獲得を支える一要因として機能しているか否かを、さまざまな言語現象の獲得を
対象に検討する。各章末に練習問題も掲載。

言語
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎801 件名◎言語学 スハ 174p
冊子版 978-4-00-005839-1 2015.11

*1031004502*
大学一年生の文章作法 〈岩波テキストブックスα〉

日本語

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎816 件名◎文章 ヤダ 177p
名文や美文ではなく、日常生活のツールとしての「分かる・伝わる」 文章が書ける 冊子版 978-4-00-028915-3 2014.12
山本幸司
（やまもと・こうじ）
著
岩波書店

ようになることに的を絞った授業実践の経験を踏まえ、作文技術の基本中の基本か
ら丁寧に解説する。作文で悩む人に役立つ文章表現の手引き。

*1031004530*
源氏物語越境論 唐物表象と物語享受の諸相

日本文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎913.36 件名◎源氏物語 カゲム
古代から現代まで、様々な領域に越境を続けてきた「源氏物語」。唐物表象をはじ 420,9p
め作品そのものに織り込まれている異文化接触の痕跡と、図像化や翻訳などメディ 冊子版 978-4-00-061306-4 2018.12
河添房江
（かわぞえ・ふさえ）
著
岩波書店

アの上での多様な変奏などを考察し、「源氏物語」の生命力に迫る。

*1031274390*
中世和歌史論 様式と方法
渡部泰明
（わたなべ・やすあき）
著
岩波書店

中世において和歌に何が起こったのか。古代和歌の諸特性を継承しつつ、中世の
歌人たちが固有の表現を生み出し、多彩な詩的達成を獲得していく様相を描く。

日本文学
同時アクセス1 31,680円 + 税
同時アクセス3 95,040円 + 税
分類◎911.14 件名◎和歌－歴史 ワチ
458,9p
冊子版 978-4-00-023889-2 2017.03

*1031004514*
徒然草の誕生 中世文学表現史序説

日本文学

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎914.45 件名◎徒然草 ナツヨ
それは何のために、いかにして書かれたのか。消息文や楽書、教訓書など、先行 333,4p
する様々なテクストとの格闘を通して、書き記すという行為の可能性を広げていった 冊子版 978-4-00-001410-6 2019.02
中野貴文
（なかの・たかふみ）
著
岩波書店

「徒然草」の姿を、時代の中に描き出す。

*1031533276*
連想の文体 王朝文学史序説

日本文学

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 89,100円 + 税
分類◎910.23 件名◎日本文学－歴史－
王朝人にとって思考や感情を仮名の文章で書き表すことは、いかなる営為だったか。 平安時代 スレ 355p
歌言葉の連想に依拠しながらも、独自の批評を加えて新しい散文表現を獲得した「枕 冊子版 978-4-00-025660-5 2012.11
鈴木日出男
（すずき・ひでお）
著
岩波書店

草子」など、連想の文体という観点から王朝文学史を捉え直す。

*1031004516*
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インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
1週間で Python の基礎が学べる本

総記

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラムが動くしくみから、初心者向けのプログラム言語「Python」を使った ピュータ）カイ 327p
簡単なプログラムの書き方までをていねいに解説する。練習問題も掲載。
冊子版 978-4-295-00853-8 2020.03
亀田健司
（かめだ・けんじ）
著
インプレス

*1032464486*
CentOS 8実践ガイド Linux サーバの運用・管理ノウハウ

システム管理編 〈impress top gear〉

総記

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
古賀政純
（こが・まさずみ）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
インプレス
システム コセ 535p
CentOS 8のインストールから障害対応まで、システム管理にかかわるテーマを網羅。 冊子版 978-4-295-00845-3 2020.03

ポイントとなる基本的な操作方法を押さえた上で、実践的な運用管理手法や最新の
トピックを解説する。

Elastic Stack 実践ガイド A Guide to Distributed

search,Analytics,and Visualization Logstash/Beats 編
ログ分析プラットフォームの構築と活用 〈impress top gear〉
日比野恒
（ひびの・ひさし）
著
インプレス

*1032464488*
総記
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◎検索エンジン ■エ 375p
冊子版 978-4-295-00998-6 2020.09

はじめてElastic Stackに触れる人でも理解できるよう、ログ管理や分析について説
明した上で、LogstashとBeats の概要から導入方法、利用方法、運用までを解
説する。具体的なログ活用の事例も掲載。

Excel マクロ＆VBA 基本＆活用マスターブック

Office 365/2019/2016/2013/2010対応 〈できるポケット〉

*1032433784*
総記

同時アクセス1 2,904円 + 税
同時アクセス3 5,808円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）■エ 238p
Excelマクロ＆VBAの基本から、業務自動化の便利技までわかりやすく解説する。 冊子版 978-4-295-00645-9 2019.07

小舘由典
（こたて・よしのり）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

サンプルファイルはダウンロード可能。解説動画にアクセスできるQRコード付き。
Office 365/2019～2010対応。

Excel 関数基本＆活用マスターブック

Office 365/2019/2016/2013/2010対応 〈できるポケット〉

尾崎裕子
（おざき・ゆうこ）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

Excel 関数の基本から、仕事に生かせる時短技までをわかりやすく解説する。サ
ンプルファイルはダウンロード可能。解説動画にアクセスできるQRコード付き。
Office 365/2019～2010対応。

Outlook 2019基本＆活用マスターブック

Office2019/Office365両対応 〈できるポケット〉
山田祥平
（やまだ・しょうへい）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

Outlook 2019の基本と活用法を、見開きで簡潔に解説する。解説動画を視聴で
きるQRコード 付き。ジャケット裏に仕事に役立つ機能ガイドあり。Office 2019/
Office 365両対応。

PowerPoint 困った!＆便利技230

Office 365/2019/2016/2013対応 〈できるポケット〉

*1031338957*
総記
同時アクセス1 2,904円 + 税
同時アクセス3 5,808円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■エ
254p
冊子版 978-4-295-00644-2 2019.07

*1031338956*
総記
同時アクセス1 3,234円 + 税
同時アクセス3 6,468円 + 税
分類◎007.63 件名◎ PIM ■ア 206p
冊子版 978-4-295-00848-4 2020.03

*1032464502*
総記

同時アクセス1 3,234円 + 税
同時アクセス3 6,468円 + 税
分類◎007.63 件名◎プレゼンテーション
ソフト ■パ 222p
資料作成＆プレゼンの疑問を解決 ! 仕事で役立つ PowerPoint の使い方を紹介す 冊子版 978-4-295-00849-1 2020.03

井上香緒里
（いのうえ・かおり）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

る。解説動画を視聴できるQRコード付き。Office 365/2019/2016/2013対応。

*1032464503*
463

Windows7かららくらく乗換 Windows10入門 Win10の使い

総記

方からトラブル Q＆Aまでキホンがわかる! 〈impress mook〉

同時アクセス1 2,574円 + 税
同時アクセス3 5,148円 + 税
インプレス
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
インターネット、メール、写真や音楽、ファイルの管理など、Windows10の基本的 システム ■ウ 111p
な使い方を紹介。Windows7をWindows10にアップグレードする方法も案内する。 冊子版 978-4-295-00789-0 2019.11

解説動画の QRコード付き。

*1031338971*

いちばんやさしい Excelピボットテーブルの教本
人気講師が教えるデータ集計が一瞬で終わる方法

総記

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
羽毛田睦土
（はけた・まこと）
著
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ハイ
インプレス
287p
目的の表がすぐに作れる! ピボットテーブルに適した元データの作り方を、実用的な 冊子版 978-4-295-00728-9 2019.08

例を通して解説。操作手順は大きな画面でひとつひとつのステップを丁寧に説明し、
役立つ知識や注意点も記す。

かんたん合格 IT パスポート教科書 令和2年度
坂下夕里
（さかした・ゆうり）
著 ラーニング編集部著
インプレス

本書は広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せずに最
後まで学習できます。解説では、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかが
ひと目でわかる
！最新シラバス4.0対応。さらにスマホで学べる単語帳「でる語句
200」付き。

かんたん合格基本情報技術者過去問題集 令和2年度春期
ノマド・ワークス著
インプレス

＊無料特典の利用が可能です。詳細は「目次」のページをご参照ください。 基
本情報技術者試験の定番過去問！ 直近15回分の豊富な過去問題に加え、無料
特典として全文 PDF＆スマホアプリで使える単語帳「出る語句 200」付き。

*1031338962*
総記
同時アクセス1 3,234円 + 税
同時アクセス3 6,468円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■カ 398p
冊子版 978-4-295-00781-4 2019.11

*1031137149*
総記
同時アクセス1 4,884円 + 税
同時アクセス3 9,768円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■カ 575p
冊子版 978-4-295-00787-6 2019.12

*1031137155*
かんたん合格基本情報技術者教科書 令和2年度
五十嵐順子
（いがらし・じゅんこ）
著 ラーニング編集部著
インプレス

本書は広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せずに最後
まで学習できます。解説では、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかがひ
と目でわかる
！出題増の数学問題について、巻頭特集でていねいに解説。スマホ
で学べるデジタル単語帳「でる語句200」付き。

スッキリわかるJava 入門 第3版

総記
同時アクセス1 4,224円 + 税
同時アクセス3 8,448円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■カ 478p
冊子版 978-4-295-00782-1 2019.11

*1031137150*
総記

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 開発環境（JDK）のインストールなしに、Javaの開発と実行ができるWeb サー ピュータ）ナス 765p
ビス「dokoJava」を使って、Javaを学習できる入門書。オブジェクト指向の本質 冊子版 978-4-295-00780-7 2019.11
中山清喬
（なかやま・きよたか）
著
インプレス

国本大悟
（くにもと・だいご）
著

と面白さを丁寧に解説。Java11対応。

*1031137148*
スラスラ読めるJava ふりがなプログラミング

総記

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラム（ソースコード）に日本語の意味を表す「ふりがな」を振り、さらに文章 ピュータ）■ス 231p
として読める「読み下し文」を付してJava のプログラミングを解説。サンプルファ 冊子版 978-4-295-00855-2 2020.03
谷本心
（たにもと・しん）
監修 リブロワークス著
インプレス

イルのダウンロードサービス付き。

*1032464492*
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データセンター調査報告書 Data Center Research Report

2020 東京・大阪圏で増えるハイパースケール DCと新設が相次ぐ地
方電力系 DCそれぞれの戦略
〈インプレス総合研究所〈新産業調査レポートシリーズ〉〉
クラウド＆データセンター完全ガイド監修 インプレス総合研究所編
インプレス

総記
同時アクセス1 528,000円 + 税
同時アクセス3 1,056,000円 + 税
分類◎007.35 件名◎インターネットデータ
センター ■デ 324p
冊子版 978-4-295-00865-1 2020.03

データセンターの市場動向や、市場で実際に提供されているサービスの動向、ユー
ザー企業の利用動向をまとめた調査報告書。

データベーススペシャリスト教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

*1032464484*
総記

同時アクセス1 8,514円 + 税
同時アクセス3 17,028円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
充実した午後問題対策と、「本文解説→例題」を連続で展開するスモールステッ ■デ 686p
プ 方式で、効率的に合格力が高まる徹底攻略 DB 教科書に、セキュリティ対策ほ 冊子版 978-4-295-00727-2 2019.09
瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

か出題傾向に合わせて解説を強化した改訂版が登場！ 購入者特典として「全文
PDF」と「単語帳アプリ」が付いています。

データベーススペシャリスト教科書 令和3年度 〈徹底攻略〉

*1031338961*
総記

同時アクセス1 8,514円 + 税
同時アクセス3 17,028円 + 税
分類◎〈S007.6〉 件名◎情報処理技術
充実した午後問題対策と、「本文解説→例題」を連続で展開するスモールステッ 者 ■デ 702p
プ 方式で、効率的に合格力が高まる徹底攻略 DB 教科書に、セキュリティ対策ほ 冊子版 978-4-295-00990-0 2020.09
瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

か出題傾向に合わせて解説を強化した改訂版が登場！ 開発現場でも役立つ丁寧な
解説で、どんな出題にも対応できる応用力が身につくテキスト＆問題集の決定版！

できるAccess 2019 Office 2019/Office 365両対応

*1032464480*
総記

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース ■
Access 2019の基礎から応用まで解説。軽減税率・インボイスに対応したデータベー デ 446p
スが作れる。練習用ファイルのダウンロードサービス、操作を確認できる動画のQRコー 冊子版 978-4-295-00862-0 2020.03
広野忠敏
（ひろの・ただとし）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ド付き。Office 2019/365対応。

*1032464496*
できるExcelグラフ Office 365/2019/2016/2013対応

総記

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■デ
Excel で、表からグラフを作成する方法、日常的によく使うグラフ特有のテクニック 398p
などを解説。練習用ファイルのダウンロードサービス、操作動画を見られるQRコー 冊子版 978-4-295-00793-7 2019.12

きたみあきこ著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ド付き。Office 365/2019～2013対応。

*1031137158*
できるExcelピボットテーブル Office 365/2019/2016/2013対応

総記

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■デ
Excel のピボットテーブルの操作手順を、オールカラーの画面写真で丁寧に解説。 334p
練習問題、操作を動画で確認できるQRコード、練習用ファイルのダウンロードサー 冊子版 978-4-295-00792-0 2019.12

門脇香奈子
（かどわき・かなこ）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ビス付き。Office 365/2019～2013対応。

*1031137157*
できるGoogleビジネス+テレワークパーフェクトブック困った!
＆便利ワザ大全
インサイトイメージ著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ビデオ会議、スマホ連携、クラウド共有など、テレワークに活用できるGoogle サー
ビスの使いこなし方や、
さまざまなワザを解説。動画解説が視聴できるQRコード付き。
ジャケット裏にショートカットキー早見表あり。

総記
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◎検索エンジン ■デ 270p
冊子版 978-4-295-01009-8 2020.09

*1032433789*
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できるWindows 10 2020年改訂5版

総記

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
Windows 10の基本から、機能的な使い方や便利なTipsまでを解説。電子版入手、 システム ■デ 318p
動画解説サービスあり。Home/Pro/Enterprise/S モード対応。限定冊子「ショー 冊子版 978-4-295-00812-5 2020.01

法林岳之
（ほうりん・たかゆき）
著
インプレス

一ケ谷兼乃
（いちがや・けんの）
著

トカットキー厳選＆便利技」付き。

*1032464497*
できるWindows 10パーフェクトブック困った!＆便利ワザ大
全 2020年改訂5版

総記

同時アクセス1 4,884円 + 税
同時アクセス3 9,768円 + 税
広野忠敏
（ひろの・ただとし）
著 できるシリーズ 編集部著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
インプレス
システム ■デ 350p
Windows 10を快適に使うワザを多数紹介。Home/Pro/Enterprise/S モード対 冊子版 978-4-295-00811-8 2020.01

応。動画解説の視聴、電子書籍版ダウンロード用のQRコード付き。ジャケッ
ト裏にショー
トカットキー早見表あり。

できるキッズ 子どもと学ぶ Scratch 3プログラミング入門

*1032464498*
総記

小学3年生以上対象

同時アクセス1 6,204円 + 税
同時アクセス3 12,408円 + 税
TENTO 著 できるシリーズ 編集部著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
インプレス
ピュータ）■デ 286p
プログラミングの考え方・作り方がゲームで学べる! Scratchを初めて学ぶ人のた 冊子版 978-4-295-00643-5 2020.03

めに使い方や機能を丁寧に解説。小学校プログラミング教育対応。操作動画を
見られるQRコード付き。練習用ファイルはダウンロード可能。

できるクリエイターInkscape 独習 ナビ

Windows ＆ Mac 対応 〈できるクリエイターシリーズ〉

*1032464494*
総記

同時アクセス1 5,874円 + 税
同時アクセス3 11,748円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
フィックス ■デ 286p
ドロー系画像編集ソフトウェア「Inkscape」を本格的に学びたい人に向けたテキスト。 冊子版 978-4-8443-8155-6 2016.09
大西すみこ
（おおにし・すみこ）
著
インプレス

小笠原種高
（おがさわら・しげたか）
著

画面写真を多用して解説し、練習問題も収録する。サンプルファイルのダウンロー
ドサービス付き。バージョン0.91対応。

できるゼロからはじめるパソコン超入門 ウィンドウズ10対応

*1031441361*
総記

令和改訂版

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
法林岳之
（ほうりん・たかゆき）
著 できるシリーズ 編集部著
分類◎007.6 件名◎パーソナルコンピュー
インプレス
タ ■デ 254p
パソコンがはじめての人にもわかるように、画面の見方やマウスの持ち方、文字入 冊子版 978-4-295-00731-9 2019.09

力、文書作成、インターネットの Web ページの活用などについて解説する。ウィンド
ウズ10対応。ジャケット裏にホームポジション早見表あり。

できるたのしくやりきるScratch 3子どもプログラミング入門

*1031338964*
総記

同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
Scratch 3を用いて、キャラクターを動かしたりゲームを作ったりしながら楽しく学習で ンピュータ）コデ 110p
きるプログラミングの入門書。小学校プログラミング教育にも対応。動画解説を 冊子版 978-4-295-00765-4 2019.10
小林真輔
（こばやし・しんすけ）
著
インプレス

視聴できるQRコード付き。

*1031137159*
ネットワークスペシャリスト教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

総記

同時アクセス1 9,174円 + 税
同時アクセス3 18,348円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
SG、AP、SC、DB の執筆も手がける試験対策指導歴15年以上の著者が、出題 セネ 662p
傾向を徹底分析。丁寧な解説の随所に例題を挟み込んだ「スモールステップ方式」 冊子版 978-4-295-00844-6 2020.03

瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

で効率的に実力 UP するNW 対策の決定版！ 重要事項をリスト化した「項目別要
点 チェック」も備え、直前対策も万全。過去問解説は紙面＋PDFダウンロードで
計9回分を用意。
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*1032464479*

プリントすると写真が上手くなる カメラ誌で人気の連載が1冊に

総記

〈impress mook DCM MOOK〉

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
インプレス
分類◎007.642 件名◎写真－現像－デー
写真のプリントを楽しむ人の方が表現力や技術力の向上が顕著。気に入った写真 タ処理 ■プ 127p
が撮れたらプリントする習慣を付けよう。プリント、
フォトペーパーなどについて解説する。 冊子版 978-4-295-00794-4 2019.11

『デジタルカメラマガジン』連載を書籍化。

マイクロサービスパターン

実践的システムデザインのためのコード解説 〈impress top gear〉

*1031338972*
総記

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
Chris Richardson 著 長尾高弘
（ながお・たかひろ）
訳
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学 リ
インプレス
マ 549p
システムのマイクロサービス化に向けた実践的な解説書。豊富なサンプルコード 冊子版 978-4-295-00858-3 2020.03

を示しながら、ストーリー仕立てで具体的に説明する。ビジネスロジックの開発、デー
タの永続化、テストやデプロイなども取り上げる。

応用情報技術者教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

*1032464489*
総記

同時アクセス1 7,854円 + 税
同時アクセス3 15,708円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
応用情報技術者試験の網羅型教科書の定番！ 本文各節毎に節キーワードの「頻 セオ 790p
出度 マーク」を追加しますので、重要ポイントに絞っての学習が可能になります。 冊子版 978-4-295-00778-4 2019.11

瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

直近9回分の過去問題に加え、無料特典として全文 PDF＆スマホアプリで使える
単語帳「出る語句 200」付き。

基礎 Python 入門から実践へステップアップ

〈IMPRESS KISO SERIES〉

*1031137146*
総記

同時アクセス1 8,844円 + 税
同時アクセス3 17,688円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）オキ 310p
プログラミングの初心者を対象にしたPython 3の入門書。変数の取り扱いから、 冊子版 978-4-8443-8015-3 2016.03
大津真
（おおつ・まこと）
著
インプレス

Python 固有のデータの操作、制御構造や関数まで、サンプルを提示しながら解説。
サンプルファイルのダウンロードサービスあり。

基本情報技術者教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

*1031986261*
総記

同時アクセス1 5,214円 + 税
同時アクセス3 10,428円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
毎年着実に実績を伸ばしている、類書中唯一の網羅型テキスト『徹底攻略 基本 ツキ 643p
情報技術者教科書』の令和2年度版。無料特典として全文 PDF＆スマホアプリ 冊子版 978-4-295-00779-1 2019.11

月江伸弘
（つきえ・のぶひろ）
著
インプレス

大滝みや子
（おおたき・みやこ）
監修

で使える単語帳「出る語句 200」付き。

*1031137147*
機械学習100+ ページエッセンス

新たな視点をもたらす!AIエキスパートの知見 〈impress top gear〉

総記

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ブキ
28,159p
さまざまな機械学習アルゴリズムにおける考え方や数式を示しつつ、アルゴリズム 冊子版 978-4-295-00798-2 2019.12
Andriy Burkov 著
インプレス

清水美樹
（しみず・みき）
訳

の利用条件や長所 / 短所、活用範囲などを解説。機械学習を現場で実践し、獲
得してきた知見を展開する。

新世代 Javaプログラミングガイド Java SE 10/11/12/13と

*1031137152*
総記

言語拡張プロジェクト 〈impress top gear〉

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
Mala Gupta 著 柴田芳樹
（しばた・よしき）
訳
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
インプレス
ピュータ）グシ 198p
Java SE 10から13までのアップデートを包括的に説明。多岐にわたる機能を取り上 冊子版 978-4-295-00847-7 2020.03

げ、その内容だけでなく、背景、使い方、ユースケースも紹介する。Java 13/14
にも言及。

*1032464490*
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世界一やさしいウィンドウズ10 基本から最新機能までらくらく使

える!

総記

令和改訂版 〈impress mook〉

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◎007.634 件名◎オペレーティング
ウィンドウズ10の基本的な使い方から、「May 2019 Update」で追加された新機 システム ■セ 95p
能までをわかりやすく解説。解説動画を閲覧できるURL、切り取り式「ポイント+ト 冊子版 978-4-295-00619-0 2019.08

ラブルQ＆Aガイド」付き。

*1031338948*

世界一やさしいウィンドウズ10活用ワザ123

目からウロコのワザがたっぷり!!

改訂版 〈impress mook〉

総記

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◎ 件名◎オペレーティング システム
ウィンドウズ10をもっと使いこなそう! デスクトップやスタートメニューのカスタマイズ ■セ 79p
方法から、ウェブサイトの閲覧を効率的にこなすテクニック、写真や動画、音楽の 冊子版 978-4-295-00879-8 2020.05

よりよい楽しみ方まで。目からウロコのワザがたっぷり!

*1032464505*
世界一やさしいエクセル2019 表作成のキホンがわかる!

〈impress mook〉

総記

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■セ
見やすい勤務表、グラフ付きの集計表、応用できる住所録の作成を通して、エク 87p
セル2019の使い方をやさしく解説。切り取り式のステップアップガイド付き。練習用ファ 冊子版 978-4-295-00620-6 2019.09

インプレス

イルはダウンロードできる。

*1031338949*
世界一やさしいエクセルワードパワーポイント
2019/Office 365対応 〈impress mook〉

総記

同時アクセス1 2,904円 + 税
同時アクセス3 5,808円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■セ
エクセル、ワード、パワーポイントを使う時に必要な基本操作と活用方法を、わかり 159p
やすく解説する。練習用ファイルのダウンロードサービス付き。2019/Office 365対応。 冊子版 978-4-295-00835-4 2020.03

インプレス

*1032464506*
世界一やさしいパワーポイント2019 2016/2013対応

総記

〈impress mook〉

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◎007.63 件名◎プレゼンテーション
資料作成からプレゼンを実践するときに覚えておくべき基本機能まで、パワーポイン ソフト ■セ 79p
トの使い方をわかりやすく解説する。練習用サンプルファイルのダウンロードサービ 冊子版 978-4-295-00752-4 2019.10

ス付き。

*1031338965*

超絶レタッチ術 思い描いた世界観を表現する仕上げの技法

総記

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.642 件名◎写真－修整－デー
「イメージ」と「仕上げ」の超絶テクニックで世界観を表現できる!「風景」
「花」
「ポー タ処理 ■チ 167p
トレート」などのテーマ別に、レタッチを行う前の写真と比較しながら、重要なレタッ 冊子版 978-4-295-00640-4 2019.07
北村佑介
（きたむら・ゆうすけ）
著
インプレス

後藤洋亮
（ごとう・ひろあき）
著

チの機能やイメージ、撮影テクニック等を解説する。

*1031338955*
Microsoft Teams 全事典 テレワーク必携 〈できるポケット〉

経済

同時アクセス1 4,224円 + 税
同時アクセス3 8,448円 + 税
分類◎ 件名◎経営管理－データ処理 ■
「Microsoft Teams」の基本的な機能と活用法を画面写真とともにわかりやすく解 マ 222p
説。初期設定からメッセージやチャット、ビデオ会議と通話、ファイルの共有、チー 冊子版 978-4-295-00999-3 2020.09
インサイトイメージ著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ムの管理まで、117ワザを取り上げる。

*1032433781*
468

SDGs 思考 2030年のその先へ17の目標を超えて目指す世界

経済

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◎企業の社会的責任 ■エ
SDGsを経営に組み込む際に躓きがちなポイントを押さえ、アイデアの源泉となる思 340p
考法を解説。「人権」「ESG」など、SDGsを推進する上で欠かせない重要なテー 冊子版 978-4-295-00997-9 2020.09

田瀬和夫
（たせ・かずお）
著
インプレス

SDG パートナーズ 著

マについて、世界の潮流と事例を交えながら説明する。

*1032433782*
いちばんやさしい DX の教本

人気講師が教えるビジネスを変革する攻めの IT 戦略

亀田重幸
（かめだ・しげゆき）
著
インプレス

進藤圭
（しんとう・けい）
著

DX のために必要な知識と実行ステップを、ペーパーレス化など小さく始められるデ
ジタル化から行い、徐々にビジネスプロセス、ビジネスモデルの変革を目指せるよ
うに、豊富な図を用いて解説。電子書籍付き。

いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本
人気講師が教える新たな経済圏のビジネス

川野祐司
（かわの・ゆうじ）
著
インプレス

キャッシュレスの仕組み、海外の事例、社会問題への対策、キャッシュレスにかか
わる新ビジネスなどについて、図表を交えてわかりやすく解説する。PDF 版電子書
籍のダウンロードサービス付き。

クラウド＆データセンター完全ガイド

戦略的 ITインフラがビジネスを強くする 2020年冬号 〈特集〉データ
センター向けサーバー製品最新トレンド 〈impress mook〉

経済
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◎経営情報 カイ 190p
冊子版 978-4-295-00980-1 2020.09

*1032433786*
経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎338 件名◎電子決済 カイ 206p
冊子版 978-4-295-00785-2 2019.12

*1031137153*
経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎336.17 件名◎経営情報 ■ク
インプレス
143p
「クラウド&データセンター完全ガイド」は国内唯一のITインフラ専門誌です。選定・ 冊子版 978-4-295-00831-6 2019.12

利用に携わる読者に向けてディープかつタイムリーに情報発信しています。特集は
データセンター向けサーバー製品最新トレンド。

ビジネスチャット時短革命

メールは時間泥棒 メールを48.6%も減らす働き方 〈できるビジネス〉

*1032464481*
経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 コビ 182p
「脱メール」こそが時短実現のカギ ! 仕事を効率化するチャット活用術や、オンライ 冊子版 978-4-295-00842-2 2020.03
越川慎司
（こしかわ・しんじ）
著
インプレス

ン会議の使い方・浸透方法、メールの特性を生かすチャットとの使い分けテクなど、
チャットを使った時短術を成功 パターンとともに紹介する。

プロセスマイニングの衝撃

シーメンスや BMW、Uberは、なぜ本気で取り組むのか ?

*1032464495*
経済

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◎経営管理－データ処理 ラ
プ 232p
大量のログデータから日々の業務プロセスの実態を可視化・分析する「プロセス 冊子版 978-4-295-01000-5 2020.09

ラース・ラインケマイヤー編著
インプレス

百瀬公朗
（ももせ・きみお）
訳

マイニング」。デジタル時代に必須のツールを、シーメンス、BMW、Uberなど欧
米先進企業11社の12のユースケースを通じて紹介する。

最高に得するキャッシュレス決済 〈impress mook〉

*1032433783*
経済

同時アクセス1 2,574円 + 税
同時アクセス3 5,148円 + 税
分類◎338 件名◎電子決済 ■サ 79p
令和元年10月から、キャッシュレス決済をすると消費税が還元される! お得を享受で 冊子版 978-4-295-00759-3 2019.10

岩田昭男
（いわた・あきお）
監修
インプレス

きるよう、キャッシュレス決済の基本や、さまざまな決済 サービスについて丁寧に紹
介する。LINE Pay の割引クーポン付き。

*1031338967*
469

部活はそんなに悪者なのか !? 脱ブラック部活 ! 現役教師の挑戦
猿橋善宏
（さるはし・よしひろ）
著
インプレス

大利実
（おおとし・みのる）
構成

軍隊的で理不尽な部活指導を抜け出すには。公立中学校の野球部を30年間指導
してきた著者が、学校の役割や部活動の教育的価値を問いながら、部活動ガイド
ライン、主体性を育むための指導法などを語る。

教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎クラブ活動 サブ 251p
冊子版 978-4-295-00885-9 2020.05

*1032464517*
スーツがキマる! 若返る! アンジャッシュ児嶋のおっさんずヨガ
加藤広大
（かとう・こうだい）
監修
インプレス

山下真由実
（やました・まゆみ）
監修

でっぷりお腹を引き締める! イケてるスーツ姿を取り戻す ! ヨガ歴約10年の芸人・児
嶋一哉が、
「おっさんあるある」に対応したお悩み解消ヨガを紹介。インストラクター
によるポーズ動画を視聴できるQRコード付き。

医学
同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎ヨガ ■ス 127p
冊子版 978-4-295-00989-4 2020.08

*1032464508*
マンガで合格 ! アロマテラピー検定1級・2級テキスト+ 模
擬問題 スマホ問題集付き 第2版

医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
ふたば著 aiko
（あいこ）
監修
分類◎ S499.87 件名◎アロマテラピー フ
インプレス
マ 247p
本書は、かみ砕いた表現と重要箇所に絞った解説で、初心者でも無理なく学習でき 冊子版 978-4-295-00857-6 2020.03

ます。巻末に2級・1級の模擬問題を1回ずつ収録しているほか、スキマ 時間も活
用できるスマホ問題集付きで、一発合格を目指せます。

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。

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〉

*1032464509*
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*
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。

PC自作・チューンナップ虎の巻 2020 〈impress mook〉
インプレス

*1031338959*
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

*1031338976*
470

RancherによるKubernetes 活用完全ガイド

〈THINK IT BOOKS〉

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
市川豊
（いちかわ・ゆたか）
著 藤原涼馬
（ふじわら・りょうま）
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 ■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

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。

Zoom 基本 + 活用ワザ 最新完全版 〈できるfit〉

*1031338960*
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。

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
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

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。

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。

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〉

*1031137145*
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 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
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

インプレス

*1031338947*
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*
471

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
インプレス
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

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*
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*
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

〈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。

1週間で宅建士の基礎が学べる本 音声講義付き超入門

*1032464516*
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*
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。

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。

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1 297,000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 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 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。
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*1031491788*

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
高田朋貴
（たかだ・ともき）
著 戸澗幸大
（とま・ゆきひろ）
著
分類◎ 件名◎マーケティング－データ処
インプレス
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

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。

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。

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

*1032433788*
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 7,590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。

生田昌弘の Web 担当者に喝 ! 〈Web 担選書〉

動画

*1031137156*
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*
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 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。

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。

*1032464518*
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。

*1032464501*
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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*
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。

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 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 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
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

インプレス

Pro/Pro Max 対応。

*1031338974*
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
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
インプレス

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
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

インプレス

アンドロイド対応。

*1032464507*
ロゴのつくりかたアイデア帖 “ いい感じ”に仕上げる65の引き出し
遠島啓介
（とおしま・けいすけ）
著
インプレス

デ ザイン初心者でも、ロゴデ ザインでしっかり想いやイメージを表現できるよう、デ
ザインの基本からアイデア出し、納品までのアイデアを65の引き出しとして紹介。
見るだけで楽しくなる＆参考になる作例を豊富に収録。

絵画
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎727.8 件名◎ロゴタイプ トロ
174p
冊子版 978-4-295-00854-5 2020.03

*1032464511*
Premiere Proよくばり入門 できるよくばり入門
金泉太一
（かないずみ・たいち）
著
インプレス

Premiere Proを使った動画づくりの基礎から応用・発展までを解説。実際の画面
でどのように操作するかをステップごとに説明する。ライトリークス素材、練習用ファ
イルのダウンロード、解説動画付き。CC 対応。

写真
同時アクセス1 8,844円 + 税
同時アクセス3 17,688円 + 税
分類◎ 件名◎録画 カプ 270p
冊子版 978-4-295-00981-8 2020.09

*1032433787*
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週末をもっと楽しく! 予算1万円で行く写真旅

写真

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎743 件名◎写真－撮影 ■シ
潮風香る瀬戸内ドライブ、東京湾ぐるっと食べ撮りつくし…。1万円の予算内で行 239p
ける撮影プランを提案。写真家や旅フォトグラファーが旅先での失敗や面白エピソー 冊子版 978-4-295-00850-7 2020.03

デジタルカメラマガジン編集部編集
インプレス

ドを披露する。『デジタルカメラマガジン』連載を書籍化。

*1032464514*
ゾンビのトリセツ 超進化版

演劇

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎778.2 件名◎ホラー映画 ■ゾ
ゾンビはどこから生まれたのか ? どのように進化してきたのか ? 生態はどうなのか ? 175p
出会ってしまったときの対処法は? ゾンビをあらゆる角度から諸説も交えて徹底解説。 冊子版 978-4-295-00630-5 2019.08

リビングデッド調査班著
インプレス

押さえておきたいゾンビ関連作品も満載。

*1031338953*
オレたちは
「ガイジン部隊」
なんかじゃない !
野球留学生ものがたり

スポーツ、体育

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎783.7 件名◎高校野球 キオ
271p
地元の冷ややかな視線や心ない声を浴びせられながら、奮闘する彼らは、どのよう 冊子版 978-4-295-00856-9 2020.04

菊地高弘
（きくち・たかひろ）
著
インプレス

な日々を過ごしているのか。地元の高校生と何が違うのか。高校野球界で「ガイジ
ン部隊」と呼ばれる越境入学者たちの実態を伝える。

高速スライダー 幸運な男・伊藤智仁

*1031616186*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎783.7 件名◎伊藤智仁 ワコイ
今もなお、多くの野球ファンの心に深く刻み込まれている、元ヤクルトスワローズ伝 254p
説の投手・伊藤智仁。その半生を綴った書籍『幸運な男――伊藤智仁 悲運のエー 冊子版 978-4-295-00822-4 2020.02

渡辺保裕
（わたなべ・やすひろ）
漫画
インプレス

長谷川晶一
（はせがわ・しょういち）
原作

スの幸福な人生』（長谷川晶一著）を原案として、三度の飯より野球好き、むしろ
三度の飯も球場で食べたい！
という野球愛あふれるマンガ家・渡辺保裕氏が作画を
担当したWeb 連載が、ついにコミックになって登場！

松坂世代、それから
矢崎良一
（やざき・りょういち）
著
インプレス

平成の怪物・松坂大輔を筆頭に、野球界を牽引してきた「松坂世代」。そんな最
強世代も不惑を迎えた。野球、仕事、家族、仲間…そして人生。16名の知られざ
る人間ドラマに迫るノンフィクション。

*1032464513*
スポーツ、体育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎ 件名◎野球 ヤマ 509p
冊子版 978-4-295-00988-7 2020.08

*1032464515*
野球を裏切らない 負けないエース斉藤和巳

スポーツ、体育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎783.7 件名◎斉藤和巳 モヤサ
わずか4年で64勝を挙げた、負けないエース・斉藤和巳。数多くいるエースの中で、 343p
彼は何が違ったのか ? 両親、恩師、後輩などの証言をもとに、今まで語られること 冊子版 978-4-295-00626-8 2019.06

元永知宏
（もとなが・ともひろ）
著
インプレス

のなかったエピソードを余すことなく紹介する。

*1031338952*
ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術 改訂3版

諸芸、娯楽

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト ニゲ
リアルタイム3Dグラフィックスの基礎知識から、テレビアニメでも活用されるトゥーン・ 448p
シェーディング技術まで、画面ショットとイラストを使って完全解説。
冊子版 978-4-295-00786-9 2019.12
西川善司
（にしかわ・ぜんじ）
著
インプレス

*1032464493*
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このレトロゲームを遊べ ! ゲーム機 / アーケードゲーム / パソコン

〈impress mook〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 5,874円 + 税
同時アクセス3 11,748円 + 税
インプレス
分類◎798.5 件名◎テレビゲーム ■コ
1980年代～90年代の名作ソフト＆ハードが集結 ! 今、楽しめる名作100本超のほか、 196p
レトロゲームセンター、ゲームミュージック、キーマンたちのトークなど、幅広い話題 冊子版 978-4-295-00615-2 2019.06

を収録する。電子版のダウンロードサービス付き。

*1031338946*
モンスターハンター超生物学

モンスターvs 生物のスペシャリスト 〈impress mook〉

川上和人
（かわかみ・かずと）
ほか考察・執筆
インプレス

知られざるモンスターの生態とは ? 「モンスターハンター：ワールド」「モンスターハ
ンター：アイスボーン」に登場するモンスター20種について、鳥類・魚類・哺乳類・
爬虫類の専門家が徹底考察する。

子どもから大人までスラスラ読めるJavaScript ふりがな
Kidsプログラミング ゲームを作りながら楽しく学ぼう!

諸芸、娯楽
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト ■モ
127p
冊子版 978-4-295-00815-6 2020.01

*1032464510*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
LITALICOワンダー監修 リブロワークス文
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
インプレス
ンピュータ）■コ 223p
ゲームを作りながら楽しく学ぼう! スクリプトに日本語の意味を表す「ふりがな」を振り、 冊子版 978-4-295-00783-8 2019.11

さらに文章として読める「読み下し文」を付してJavaScriptのプログラミングを解説。
サンプルプログラムはダウンロード可能。

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

*1031137151*
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。
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*1031889377*

エヌ・ティー・エス
人と共生するAI 革命 活用事例からみる生活・産業・社会の未来展望

総記

同時アクセス1 105,600円 + 税
同時アクセス3 158,400円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 ■ヒ
AI が拓く新たな未来社会のヒントを提示。画像診断、気象現象予測、芸術創作 433,12p 図版14p
など、生活・産業・社会領域での具体的なAI 導入事例や、AI 導入のためのノウ 冊子版 978-4-86043-608-7 2019.06
栗原聡
（くりはら・さとし）
監修
エヌ・ティー・エス

ハウを幅広く紹介する。

*1030871167*
アクセシブルデザイン

高齢者・障害者の知覚・認知特性に配慮した人間中心のデザイン

佐川賢
（さがわ・けん）
著
エヌ・ティー・エス

倉片憲治
（くらかた・けんじ）
著

高齢者やさまざまな障害者などを取り込み、さらにユーザーを拡大することを目指す
アクセシブルデザイン。その基本理念を紹介し、特に感覚系の人間工学的知見とデー
タを基に、情報とデザイン技術を分かりやすく解説する。

刺激応答性高分子 ハンドブック

Stimuli‐Responsive Polymers Handbook

社会
同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
分類◎369.18 件名◎福祉機器 ■ア
240,6p
冊子版 978-4-86043-610-0 2019.07

*1030871171*
化学

同時アクセス1 132,000円 + 税
同時アクセス3 198,000円 + 税
分類◎578 件名◎高分子材料 ■シ
806p 図版30p
身近な材料やシステムへの応用はもちろん、医療、エネルギーなど幅広い領域で 冊子版 978-4-86043-535-6 2018.12

宮田隆志
（みやた・たかし）
監修
エヌ・ティー・エス

の最先端技術材料としても期待される刺激応答性高分子。刺激応答性高分子の
第一線の研究者が、関連分野の背景から最新の研究動向までを解説する。

実践ニオイの解析・分析技術

香気成分のプロファイリングから商品開発への応用まで
長谷川登志夫
（はせがわ・としお）
編著
エヌ・ティー・エス

藤原隆司
（ふじはら・たかし）
編著

ニオイ成分の分子構造に基づいた香気特性をプロファイリングするための実践書。
ニオイ分子の理解に必要な有機化学の基礎や、香りの正体を解明し、内に秘めた
特殊な能力を発揮させるための解析・分析技術などを解説する。

プレシジョン・メディシン

ビッグデータの構築・分析から臨床応用・課題まで
佐藤孝明
（さとう・たかあき）
監修
エヌ・ティー・エス

榊佳之
（さかき・よしゆき）
監修

医療革命を引き起こすと期待されるプレシジョン・メディシン。その研究の最前線を
紹介。データベース構築と解析・分析手法の開発、がんを中心とした治療分野に
おけるプレシジョン・メディシンの進展などについてまとめる。

核酸の分子栄養学 Molecular Nutrition of Nucleic Acids
加藤久典
（かとう・ひさのり）
編
エヌ・ティー・エス

加藤将夫
（かとう・ゆきお）
編

「核酸」は生体を構成する全ての細胞に含まれるもので生命維持に不可欠な物質。
核酸の吸収、代謝、排泄など生体内の核酸について分子栄養学的な視点を含め
て分かりやすく解説する。

*1030871162*
化学
同時アクセス1 74,800円 + 税
同時アクセス3 112,200円 + 税
分類◎433.9 件名◎有機分析 ■ジ
255,7p 図版13p
冊子版 978-4-86043-547-9 2019.02

*1030871165*
医学
同時アクセス1 101,200円 + 税
同時アクセス3 151,800円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■プ 373,10p
冊子版 978-4-86043-580-6 2018.10

*1030871157*
医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎498.55 件名◎核酸 ■カ 201p
冊子版 978-4-86043-614-8 2019.05

*1030871170*
筋肉研究最前線

代謝メカニズム、栄養、老化・疾病予防、科学的トレーニング法

森谷敏夫
（もりたに・としお）
編集協力
エヌ・ティー・エス

からだとこころの健康の鍵である筋肉。その基本構造と運動効果をはじめ、骨格筋
の代謝と調節メカニズム、老化と疾病、機能性食品やトレーニング等の開発につ
いて詳解。筋肉にかかわる最新研究トピックスも収録する。

医学
同時アクセス1 83,600円 + 税
同時アクセス3 125,400円 + 税
分類◎491.363 件名◎筋肉 ■キ
310,10p
冊子版 978-4-86043-615-5 2019.09

*1030871175*
477

実践食品安全統計学 RとExcelを用いた品質管理とリスク評価
藤川浩
（ふじかわ・ひろし）
著
エヌ・ティー・エス

統計解析用ソフトウェアRとExcelを用いて、有害な化学物質や微生物などの食品
リスクに対する食品安全および品質管理方法の統計学的な考え方を解説する。プ
ログラム（コード）のダウンロードサービス付き。

医学
同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎498.54 件名◎食品衛生 フジ
255,4p
冊子版 978-4-86043-604-9 2019.11

*1030871177*
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*
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
分類◎512.75 件名◎リモートセンシング
■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

中山裕則
（なかやま・やすのり）
監修
エヌ・ティー・エス

杉村俊郎
（すぎむら・としろう）
監修

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。

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。

*1030871173*
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*
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1 105,600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*
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。

ALD〈原子層堆積〉によるエネルギー変換 デバイス

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*
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*
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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。

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 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 70,400円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
堀越智
（ほりこし・さとし）
監修
分類◎541.33 件名◎高電圧 ■パ
エヌ・ティー・エス
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

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。

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。

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

*1030871172*
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*
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。

Agricultural Bioinformatics 翻訳版

*1030871160*
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。

バイオアートの世界 神のかくし絵を使って
岩波洋造
（いわなみ・ようぞう）
著
エヌ・ティー・エス

まるで鳳凰のような脳の断層写真、壷や香炉、花びんのような放散虫の走査電子
顕微鏡写真…。植物や動物の体の中にある形を顕微鏡で見て描く「バイオアート」
に、短いエッセーを添えた作品集。

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*
絵画
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎727.087 イバ 195p
冊子版 978-4-86043-625-4 2019.08

*1030871176*
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富士通エフ・オ－・エム
IT パスポート試験対策テキスト＆過去問題集
令和2-3年度版 〈よくわかるマスター〉

富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

最新の「シラバスVer.4.0」で追加された内容を含め、「シラバスVer.4.0」に記
載されている用語をすべて解説しており、必要な知識が習得できます。シラバスに沿っ
た目次構成で、体系的な学習が可能です。各章末には、オリジナルの予想問題
をご用意。ご購入特典として、Web 試験、解説動画をご用意。

IT パスポート試験直前対策1週間完全プログラム

シラバスVer.4.1対応 〈よくわかるマスター〉
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

本書は、試験直前の1週間で合格を手にすることを目的としたIT パスポート試験対
策用の教材です。IT パスポート試験によく出る用語だけを厳選収録しています。
「シ
ラバスVer.4.0」で新しく追加された内容を含む重要用語を記載しています。さらに、
「シラバスVer.4.1」にも対応しています。

MOS Excel 365＆2019対策テキスト＆問題集

Microsoft Office Specialist 〈よくわかるマスター〉
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

MOS Excel 365＆2019 試験の出題範囲を完全分析・網羅したテキストです。

総記
同時アクセス1 3,267円 + 税
同時アクセス3 6,534円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■ア 437p
冊子版 978-4-86510-420-2 2020.01

*1031458192*
総記
同時アクセス1 3,217円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎〈S007.6〉 件名◎情報処理技術
者 ■ア 201p
冊子版 978-4-86510-431-8 2020.07

*1032282423*
総記
同時アクセス1 3,118円 + 税
同時アクセス3 6,237円 + 税
分類◎〈S007.63〉 件名◎ビジネスソフト
■エ 294p
冊子版 978-4-86510-429-5 2020.07

*1032282422*
MOS Word 365＆2019対策テキスト＆問題集
Microsoft Office Specialist 〈よくわかるマスター〉

総記

同時アクセス1 3,118円 + 税
同時アクセス3 6,237円 + 税
分類◎〈S007.63〉 件名◎ビジネスソフト
■エ 326p
本書は、MOS Word 365&2019試験の出題範囲を100% 網羅した的確な解説で 冊子版 978-4-86510-430-1 2020.07
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

基礎力を養い、本試験を徹底的に分析した模擬試験で実践力を養うことができるテ
キスト& 問題集です。Lesson は操作手順を記載した詳しい解説が付いており、出
題範囲の機能を確実に学習できます。

よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013VBAプログ
ラミング実践

*1032282424*
総記

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
FOM 出版
ピュータ）■ヨ 295p
VBAを利用した簡単なシステム作成のための技術を習得できるテキスト。業務シ 冊子版 978-4-86510-423-3 2020.04

ステムの作成を通して、プログラミングの基礎から応用まで実践的なテクニックを
解説する。学習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013マクロ/
VBA

*1031629243*
総記

同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
FOM 出版
ピュータ）■ヨ 233p
Excel のマクロとVBAを使って業務効率をアップしたい人に向けて、VBA の基本 冊子版 978-4-86510-410-3 2019.09

的な用語、記録機能を使用したマクロの作成や編集、変数や制御構造などを解説。
問題も掲載。学習ファイル等のダウンロードサービス付き。

よくわかるMicrosoft Excel 2019ドリル
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

Excel 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ルを習得することを目的
とした練習用のドリル。「基礎」「応用」「まとめ」の構成で、38レッスンを収録。
学習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

*1031458191*
総記
同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■ヨ
99p
冊子版 978-4-86510-421-9 2020.04

*1031629244*
480

よくわかるMicrosoft Excel 2019演習問題集

総記

同時アクセス1 2,722円 + 税
同時アクセス3 5,445円 + 税
分類◎〈007.63〉 件名◎表計算ソフト ■
Excelを使いこなす応用力を身につけたい人のための演習問題集。完成図を参考 ヨ 122p
に自分で考えながら作成する問題を、Excel の機能別に90レッスン収録。学習ファ 冊子版 978-4-86510-427-1 2020.07
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

イルと解答のダウンロードサービス付き。

*1032282421*
よくわかるMicrosoft Word 2019＆Microsoft Excel 2019
スキルアップ問題集 操作マスター編

総記

同時アクセス1 3,217円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
分類◎〈007.63〉 件名◎表計算ソフト ■
FOM 出版
ヨ 107p
Word 2019＆Excel 2019の基本操作が マスターできる初級者向けの問題集。 冊子版 978-4-86510-436-3 2020.09

Word25問、Excel25問の全50問を収録し、様々な題材を通してビジネスやプライベー
トでの活用術も学べる。

よくわかる仕事に使えるMicrosoft Excel 関数ブック
2019/2016/2013対応

富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

ビジネスやプライベートで活用できる、基本的なExcel 関数の使い方を紹介。関
数の書式や機能、具体的な使用例を解説する。学習ファイルがダウンロードできる
URL 付き。Excel 2019/2016/2013対応。

よくわかる初心者のための Microsoft Excel 2019

*1032383737*
総記
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■ヨ
248p
冊子版 978-4-86510-426-4 2020.05

*1032282419*
総記

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■ヨ
初めてExcelを使う人を対象に、表やグラフの作成から、並べ替えや抽出によるデー 183p
タベース処理まで、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、 冊子版 978-4-86510-398-4 2019.06
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

総合問題も収録。学習ファイルのダウンロードサービスあり。

*1031458188*
よくわかる初心者のための Microsoft PowerPoint 2019

総記

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.63 件名◎プレゼンテーション
PowerPoint 初心者を対象に、スライドの作成、箇条書きの入力、表の作成、画 ソフト ■ヨ 191p
像の挿入、スライドショーの実行など、基本的な機能と操作方法をわかりやすく解 冊子版 978-4-86510-413-4 2019.11
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

説する。学習ファイルのダウンロードサービス付き。

*1031458189*
情報モラル＆情報セキュリティ 40の事例でわかりやすく解説 !
改訂3版

富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

情報モラルと情報セキュリティ対策の知識を習得できるテキスト。日常生活の様々
な場面で起こりうる情報 モラルや情報セキュリティ対策を問われる問題について、
学生が巻き込まれやすい事例やイラストを用いてわかりやすく解説。

情報リテラシー
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

情報社会を生き抜くためのルールやマナー、セキュリティの知識から、Windows の
基本操作や、Word・Excel・PowerPoint の操作方法まで解説する。Windows
10 Office 2019対応。

総記
同時アクセス1 1,237円 + 税
同時アクセス3 2,475円 + 税
分類◎007.3 件名◎情報倫理 ■ジ 91p
冊子版 978-4-86510-419-6 2020.02

*1031458193*
総記
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ジ 1冊
冊子版 978-4-86510-415-8 2020.03

*1031629240*
481

情報リテラシー アプリ編

総記

同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ジ 1冊
Word、Excel、PowerPoint の操作方法を、身近な題材を使って解説。レポート 冊子版 978-4-86510-418-9 2020.03
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

作成やデータの集計・分析などがマスターできる。チェックシート付き。Windows
10 Office 2019対応。

*1031629241*
情報リテラシー 入門編

総記

同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ジ 1冊
情報モラルや情報セキュリティに関する知識を、Windows、Office の基本操作と 冊子版 978-4-86510-416-5 2020.03
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

共に解説。章末に練習問題、巻末に総合スキルアップ問題も掲載。チェック欄あり。
Windows 10/Office 2019対応。

*1031629242*
よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013関数テクニック

経済

同時アクセス1 5,692円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
Excel の基本機能をマスターしている人を対象に、知っていると業務効率が抜群に 処理 ■ヨ 231p
上がる関数を厳選して紹介する。総合問題、関数一覧も掲載。Excelテクニック集、 冊子版 978-4-86510-401-1 2019.07
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

学習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

*1031458190*
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Microsoft Word 2019演習問題集

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*
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*

482

オーム社
APIではじめるディープラーニング・アプリケーション開発

総記

Google Cloud API 活用入門

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
キャッツ株式会社編 渡辺政彦
（わたなべ・まさひこ）
共著
分類◎007.13 件名◎深層学習 ■エ
オーム社
182p
APIとディープラーニングをわかりやすく説明し、Python や Javaといった一般的な 冊子版 978-4-274-22400-3 2020.01

プログラミング言語でAPIを利用する際の基本的なコーディングを解説。また、「テ
スト採点の自動化」などのアプリも詳述する。

Cによるアルゴリズムとデータ構造 改訂2版

DL不可

*1032310355*
総記

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.64 件名◎アルゴリズム イシ
C 言語によるアルゴリズムとそのプログラムを、基本説明をはじめ重要なデータ構造、 246p
整列アルゴリズム、アルゴリズムの設計、実現まで章ごとにまとめ、それぞれに演 冊子版 978-4-274-22391-4 2019.05

茨木俊秀
（いばらき・としひで）
著
オーム社

習問題を付す。プログラムコードのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1032336439*
Hyperledger Iroha 入門 ブロックチェーンの導入と運営管理

総記

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
数あるブロックチェーンプラットフォームのうち、もっとも導入やプログラミングが容易 サハ 275p
な日本製「Hyperledger Iroha」の基本的な環境構築からプログラミングまで、 冊子版 978-4-274-22473-7 2020.02
佐藤栄一
（さとう・えいいち）
著 コネクト株式会社監修
オーム社

幅広い内容を網羅し解説する。

DL不可

*1031533295*
Pythonでつくる対話システム

総記

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.13 件名◎パターン認識 ■
Pythonによる実装からAmazon Alexa/Google Homeとの連携まで、知的対話 パ 246p
型のシステム開発を解説する。クラウドソーシングを用いたデータ収集の具体的な 冊子版 978-4-274-22479-9 2020.02

東中竜一郎
（ひがしなか・りゅういちろう）
共著
オーム社

稲葉通将
（いなば・みちまさ）
共著

方法も取り上げる。

DL不可

*1032310356*
Pythonによるデータマイニングと機械学習

総記

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎007.609 件名◎データマイニング
データマイニングと機械学習の各種アルゴリズムの基本理論および Python 言語 フパ 359p
によるプログラム実現を、順序よくスムーズに学べるように構成。理論を飛躍なく丁 冊子版 978-4-274-22412-6 2019.08
藤野巖
（ふじの・いわお）
著
オーム社

寧に解説し、例題のソースコードは省略せずに全文を掲載する。

DL不可

*1032336443*
Python 基礎ドリル 穴埋め式

総記

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Python である程度プログラムが作れるようになった人が、さらにステップアップする ピュータ）■パ 208p
ためのテキスト。選択肢を示さない穴埋め式の問題全99問を解くことで、Python 冊子版 978-4-274-22515-4 2020.04

Grodet Aymeric 共著
オーム社

松本翔太
（まつもと・しょうた）
共著

の基礎力が身に付く。

DL不可

*1032310357*
Python 超入門 モンティと学ぶはじめてのプログラミング

総記

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミング言語 Pythonについて、小学校高学年でもわかるように、会話文も取 ピュータ）オパ 179p
り入れながらやさしく解説。おみくじや数当てゲームの作り方やエラーの対処法など 冊子版 978-4-274-22494-2 2020.02
及川えり子
（おいかわ・えりこ）
著
オーム社

も収録する。ソースコードのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1031533296*
483

Rustプログラミング入門

総記

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミング初学者に向けた、Rust 言語の入門書。文法的な説明は最小限に ピュータ）サラ 292p
とどめ、コンピュータがプログラムを実行する仕組みやメモリ管理など、他のプロ 冊子版 978-4-274-22435-5 2019.10
酒井和哉
（さかい・かずや）
著
オーム社

グラミング言語にも共通することを解説する。

DL不可

*1031616201*
オペレーティングシステム 改訂2版 〈IT Text〉

総記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
理工系の情報関連学部および学科の学生向けのオペレーティングシステムの教科 システム ■オ 248p
書。オペレーティングシステムの内部的な原理や処理、ユーザインタフェースなど 冊子版 978-4-274-22156-9 2018.01

野口健一郎
（のぐち・けんいちろう）
共著
オーム社

光来健一
（こうらい・けんいち）
共著

外部的な機能や、ネットワークセキュリティについて解説。

DL不可

*1032336419*
コンパイラ COMPILER 第2版

総記

同時アクセス1 9,075円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミングの基礎知識のある人を対象に、コンパイラを構成するアルゴリズム、 ピュータ）ツコ 198p
コンパイラ作成支援ツールの動作原理、コンパイラを作成するための技法につい 冊子版 978-4-274-22472-0 2019.12
辻野嘉宏
（つじの・よしひろ）
著
オーム社

て解説する。演習問題も掲載。

DL不可

*1032336435*
リファクタリング 既存のコードを安全に改善する 第2版

総記

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
コード中にバグを加えずに、ソフトウェアの構造を体系的に改善する「リファクタリング」 ピュータ）フリ 434p
のガイドブック。系統立った効果的なリファクタリング手法を解説する。見返しにリ 冊子版 978-4-274-22454-6 2019.11
Martin Fowler 著
オーム社

児玉公信
（こだま・きみのぶ）
共訳

スト等あり。

DL不可

*1032433729*
わかりやすいパターン認識 第2版

総記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎007.13 件名◎パターン認識 ■ワ
パターン認識を初めて学ぶ読者をおもな対象として、扱うテーマを基本的な項目にし 257p
ぼり、それらを重点的かつ詳細に解説したテキスト。より多くの具体例、実験例を 冊子版 978-4-274-22450-8 2019.11

石井健一郎
（いしい・けんいちろう）
共著
オーム社

上田修功
（うえだ・なおのり）
共著

取り入れ、各章末に演習問題を掲載した第2版。

DL不可

*1031983506*
基礎から学ぶ人工知能の教科書
小高知宏
（おだか・ともひろ）
著
オーム社

生活や仕事の様々な局面で、日常的に人工知能技術を利用している私たち。人工
知能はどんなしくみでなにができるのか、どんな技術から構成されているのか。人工
知能の全体像をできるだけ数式を用いずに概観する。章末問題付き。

総記
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 オキ
279p
冊子版 978-4-274-22426-3 2019.09
DL不可

*1032336446*
機械学習エンジニアのための知財＆契約ガイド

総記

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎ 件名◎ソフトウェア ■キ 189p
AI・データと特許、OSSと知的財産権…。機械学習エンジニアや研究者が知っ 冊子版 978-4-274-22567-3 2020.07

渡辺知晴
（わたなべ・ともはる）
共著
オーム社

齊藤友紀
（さいとう・ともかず）
共著

ておくべき法律的な考え方や基礎知識を、実務的な観点やキャラクターの会話、コ
ラムなどを交えながら丁寧に解説する。

DL不可

*1032433730*
484

機械学習ガイドブック RとPythonを使いこなす

総記

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 サキ
機械学習の入門者・中級者に向けた実践的ガイドブック。機械学習の概要、主要 262p
なアルゴリズム、RとPython、Kerasを活用したディープラーニングの実践、アル 冊子版 978-4-274-22393-8 2019.06
櫻井豊
（さくらい・ゆたか）
著
オーム社

ファゼロなどを取り上げる。

DL不可

*1032336441*
情報理論 改訂2版

総記

今井秀樹
（いまい・ひでき）
著
オーム社

情報理論の全容を、直観的に理解できるよう図と例を多く用いて簡潔にまとめた書。
情報理論の主要な問題を明示し、それに答えていく形で解説する。応用上深い意
味を持つ例題や演習問題も掲載。

同時アクセス1 8,525円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報理論 イジ
280p
冊子版 978-4-274-22325-9 2019.02
DL不可

*1032336436*
人間知能と人工知能 あるAI 研究者の知能論
大須賀節雄
（おおすが・せつお）
著
オーム社

人工知能はもはや人間知能の小型機械化版ではなく、人間知能に肩を並べる存
在。人間の知能の全体像を広く捉え、かつ形式化を図ることにより、人工知能化の
可能性を探り、人間知能との比較を行う。

総記
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 オニ
164p
冊子版 978-4-274-22532-1 2020.04
DL不可

*1031670306*
図解コンピュータ概論 ソフトウェア・通信ネットワーク 改訂4版

総記

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.6 件名◎コンピュータ ■ズ
コンピュータを知り、自由に使いこなすための基礎を網羅。コンピュータの構成から、 270p
ソフトウェア、プログラミング言語、OS、通信ネットワーク、情報システムの開発 冊子版 978-4-274-22143-9 2017.11
橋本洋志
（はしもと・ひろし）
共著
オーム社

菊池浩明
（きくち・ひろあき）
共著

までを解説する。各章末に演習問題を付す。

DL不可

*1032336427*
図解コンピュータ概論 ハードウェア 改訂4版

総記

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.6 件名◎コンピュータ ■ズ
コンピュータを知り、自由に使いこなすための基礎を網羅。コンピュータの構成から、 266p
データ表現、論理回路、プロセッサ、記憶装置、入出力機器、性能と信頼性ま 冊子版 978-4-274-22144-6 2017.11
橋本洋志
（はしもと・ひろし）
共著
オーム社

小林裕之
（こばやし・ひろゆき）
共著

でを解説する。各章末に演習問題を付す。

DL不可

*1032336428*
量子コンピュータが変える未来

総記

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎007.1 件名◎量子コンピュータ テ
量子コンピュータはどんな社会を創り、新しい事業を生み出すのか。量子コンピュー リ 335p
タを取り巻く世の中の動向や自動車業界・製造業の未来、今後の展望等を綴る。 冊子版 978-4-274-22372-3 2019.07
寺部雅能
（てらべ・まさよし）
共著
オーム社

大関真之
（おおぜき・まさゆき）
共著

量子コンピュータに取り組んでいる13企業のインタビューも収録。

DL不可 EPUB

*1032336418*
マンガでわかる管理会計 はじめてでもわかる儲けのからくり

経済

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎管理会計 ハマ 188p
女子高生が父親の会社を救うために立ち上がる!? ストーリーマンガを通して、
リーダー 冊子版 978-4-274-22530-7 2020.06

原尚美
（はら・なおみ）
著
オーム社

鎌尾こんぶ
（かまお・こんぶ）
作画

のための必勝ツール「管理会計」を楽しく学べる一冊。ワークショップも掲載。

DL不可

*1032433735*
485

マンガでわかる業務改善プロジェクト 新米プロマネ、奮闘中 !
広兼修
（ひろかね・おさむ）
著
オーム社

松木れな
（まつき・れな）
作画

PMBOK の基本、スコープ、ステークホルダー、コミュニケーション…。会社や組
織で行われる、業務改善プロジェクトの管理手法（プロジェクトマネジメント）に
ついて、マンガを交えてわかりやすく解説する。

経済
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎経営管理 ヒマ 214p
冊子版 978-4-274-22582-6 2020.08
DL不可

*1032433737*
やさしい計量経済学 プログラミングなしで身につける実証分析

経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 カヤ
計量経済学の基本的な概念と、それを実際に応用するためのソフトウェア「gretl」 268p
の使い方を解説。手を動かして体験することで、データ分析の基礎力が養える。 冊子版 978-4-274-22453-9 2019.11

加藤久和
（かとう・ひさかず）
著
オーム社

練習問題も収録。サンプルデータのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1031873822*
よりよくわかるプロジェクトマネジメント

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎336 件名◎プロジェクト管理 ■ヨ
プロジェクトマネジメントはどのように行われ、
どのような役割を果たすのか。
「家づくり」 124p
を題材として、プロジェクトマネジメントの基本を図解とともにやさしく紹介する。
冊子版 978-4-274-22424-9 2019.10
日本プロジェクトマネジメント協会編
オーム社

DL不可

*1031439215*
基礎がよくわかる!ゼロからの RPA UiPath 超実践テクニック
吉田将明
（よしだ・まさあき）
著
オーム社

「作り方」と「考え方」がロジカルに身につくUiPath のテキスト。開発中のつまず
きポイントを題材にした演習問題を多数収録するほか、業務ですぐに使える安定性、
保守性向上のテクニックも紹介する。

経済
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎ RPA ヨキ 305p
冊子版 978-4-274-22572-7 2020.07
DL不可

*1032433733*
AI 時代の離散数学

数学

茨木俊秀
（いばらき・としひで）
著
オーム社

AI の基礎となっている数学のひとつである離散数学のテキスト。その基礎から、論
理関数、ニューラルネットワーク、グラフ理論とネットワーク最適化、組合せ論まで
を解説する。練習問題も掲載。

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎離散数学 イエ 274p
冊子版 978-4-274-22581-9 2020.08
DL不可

*1032433736*
Excelで学ぶ AHP 入門 第2版

数学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎417 件名◎意思決定－データ処
Excelを使ってAHPを体験学習する書。数式を使わず、AHP や HFIを表によって 理 タエ 186p
図解し、さまざまなAHP や HFI のしくみをExcel の計算式や計算結果で理解できる 冊子版 978-4-274-22227-6 2018.05

高萩栄一郎
（たかはぎ・えいいちろう）
共著
オーム社

中島信之
（なかじま・のぶゆき）
共著

ようにする。

DL不可

*1032336422*
JMPではじめるデータサイエンス

数学

同時アクセス1 9,625円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学－データ
これからデータサイエンスに取り組む人に向けて、
データサイエンスの中核にある
「JMP 処理 ミジ 358p
ならではの統計分析」を、7日間で習得できるテキスト。JMP15に対応。サポートファ 冊子版 978-4-274-22440-9 2019.11
三井正
（みつい・ただし）
著
オーム社

イルのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1031439214*
486

Pythonで学ぶネットワーク分析

ColaboratoryとNetworkXを使った実践入門

数学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
村田剛志
（むらた・つよし）
著
分類◎417 件名◎ネットワーク手法－デー
オーム社
タ処理 ムパ 198p
SNSによる口コミの広がり、Web サイトの引用関係、流通網や交通網…。様々な「つ 冊子版 978-4-274-22425-6 2019.09

ながり」を分析する基本を、ネットワーク分析ツールNetworkXを用いて、豊富な
サンプルコードでわかりやすく解説。練習問題も収録。

アンケート分析入門 Excelによる集計・評価・分析

DL不可

*1032336445*
数学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学－データ
調査票の作成、集計、推定・検定、多変量解析…。アンケート調査における各 処理 カア 325p
工程に対する実務的知識が理解できるように、多くの事例を用いて解説。Excelア 冊子版 978-4-274-22239-9 2018.06

菅民郎
（かん・たみお）
著
オーム社

ドインフリーソフト「統計解析ソフトウェア」の活用法も紹介する。

DL不可

*1032336423*
ざせつしない微分積分 ゆるます!

数学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎413.3 件名◎微分学 キザ 271p
個性豊かなキャラクターたちがゆるーく会話をしながら、単に問題を解くだけではなく 冊子版 978-4-274-22436-2 2019.10

菊地唯真
（きくち・ゆいしん）
著
オーム社

計算の意味を追求。気楽なプライベートレッスンを受ける感覚で楽しみながら、微
分積分とはなにかという本質が摑める。

DL不可

*1031873821*
すぐに役立つ統計のコツ 医学統計編

数学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学－データ
2つの代表値（平均値・中央値）の比較、比率の差を比較する（クロス集計）、 処理 ■ス 210p
他次元データの比較（多変量解析）…。医療現場で必要な統計分析をExcel で 冊子版 978-4-274-21816-3 2015.11

情報統計研究所編
オーム社

実行するための手法を、例題で示して丁寧に解説する。

DL不可

*1032290712*
使える51の統計手法

数学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 シツ
「統計解析を身につけて実務で使いたい、でも難解な統計解析にどのように取り組 245p
めばいいかわからない」という人を対象に、51の統計手法をイラストと例題でやさし 冊子版 978-4-274-22407-2 2019.09
志賀保夫
（しが・やすお）
共著
オーム社

姫野尚子
（ひめの・なおこ）
共著

く解説する。統計でよく使用されるExcel 関数も紹介。

DL不可

*1031873820*
数式なしでわかるデータサイエンス

ビッグデータ時代に必要なデータリテラシー

数学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 ウス
164p
仕事や生活のさまざまな場で求められる意思決定に活用されているデータサイエン 冊子版 978-4-274-22401-0 2019.07

Annalyn Ng 共著
オーム社

Kenneth Soo 共著

ス。ビッグデータを想定したデータサイエンスの考え方を、数式なしで、初学者に
わかりやすく解説した入門書。

微分積分・線形代数・ベクトル解析 〈理工系のための数学入門〉
浜松芳夫
（はままつ・よしお）
共著
オーム社

星野貴弘
（ほしの・たかひろ）
共著

微分積分・線形代数・ベクトル解析といった、理工系の専門科目を学ぶのに必要
な数学的分野を取り上げたテキスト。解析結果として得られた数式がなぜ成り立つ
のかや、数式のもつ意味をわかりやすく解説する。章末問題付き。

DL不可

*1032336442*
数学
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎微分学 ハビ 273p
冊子版 978-4-274-22568-0 2020.07
DL不可

*1032433731*
487

ベクトルからはじめる電磁気学

物理学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎427 件名◎電気磁気学 サベ
物理学の中でも難解といわれる「電磁気学」を、そのバックボーンとなる数学のベ 182p
クトルからスタートして解説したテキスト。ベクトル解析とのつながりを理解できるよう、 冊子版 978-4-274-22245-0 2018.08
坂本文人
（さかもと・ふみと）
著
オーム社

登山や天気図といった身近なものを例示して説明する。

DL不可

*1032336425*
サプリメント式有機化学

化学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎437 件名◎有機化学 タサ 218p
化合物命名法、立体化学、脂肪族求核付加…。有機化学の「これだけは押さえ 冊子版 978-4-274-22098-2 2018.01

竹内敬人
（たけうち・よしと）
著
オーム社

て欲しい」という部分だけを精選し、「サプリメント（知識補充）式」としてまとめ
た参考書。知識の整理や反復復習などに活用できる。見返しに表あり。

DL不可

*1031670308*
はじめての基礎化学実験

化学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎432 件名◎化学－実験 ■ ハ
化学実験を安全に実施できるように、心得、準備、実験室のあり方を丁寧に紹介。 209p
化学薬品や様々な器具、道具類の扱い方と注意点についても、実例を用いて図を 冊子版 978-4-274-22275-7 2018.10

山崎友紀
（やまさき・ゆき）
共著
オーム社

平山美樹
（ひらやま・みき）
共著

豊富に取り入れながら解説する。電気化学、機器分析なども収録。

DL不可

*1032336421*
化学のための Pythonによるデータ解析・機械学習入門

化学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎430.7 件名◎化学－データ処理
化学・化学工学分野でPythonを使って機械学習を行うための入門書。Pythonと カカ 212p
データ解析・機械学習の基本から、材料設計、分子設計、プロセス管理の実践 冊子版 978-4-274-22441-6 2019.10
金子弘昌
（かねこ・ひろまさ）
著
オーム社

までを解説。サンプルプログラムのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1032336430*
化学史への招待

化学

化学史学会編
オーム社

近代化学の誕生前後から現代までの時代を扱う化学史の入門書。化学史の記述
法、概念史、人物史、技術と環境問題など、様々な興味深いトピックスを掘り下げ
た全31編のエッセイを収録する。

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎430.2 件名◎化学－歴史 ■カ
280p
冊子版 978-4-274-22251-1 2019.01
DL不可

*1032336426*
Pythonによるバイオデータ解析入門

生物科学、一般生物学

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎467.3 件名◎バイオインフォマティ
生物分野での NGS 出力などの大量データをコンピュータで処理する場合に、プロ クス ヤパ 370p
グラミング言語 Pythonを用いて行う方法を紹介する。プログラムを動作させるた 冊子版 978-4-274-22423-2 2019.11
山内長承
（やまのうち・ながつぐ）
著
オーム社

めの知識やコラムも収録。

DL不可

*1032336434*
ワークブックで学ぶ生物学の基礎 第3版

生物科学、一般生物学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎460 件名◎生物学 ■ワ 303p
豊富な写真とイラストにより生物学の基礎から人の健康までを網羅。各トピック1-2ペー 冊子版 978-4-274-50585-0 2015.11

Tracey Greenwood 共著
オーム社

Lissa Bainbridge‐Smith 共著

ジ構成のため柔軟な授業の組み立てが可能。書き込み式。

DL不可

*1032290713*
488

Common Disease の病態生理と薬物治療
寺田弘
（てらだ・ひろし）
監修
オーム社

金保安則
（かなほ・やすのり）
監修

“よくかかる病気（Common Disease）”50種類の疾患の概念、症状、発症機構
について記述。それぞれの疾患に有効な医薬品の作用機構と副作用をも念頭に入
れた適切な使用法を解説する。

医学
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■コ
709p
冊子版 978-4-274-22070-8 2019.03
DL不可

*1031983438*
わかりやすいデータ解析と統計学

医療系の解析統計をExcelで始めてみよう

医学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
高橋龍尚
（たかはし・たつひさ）
著
分類◎490.19 件名◎医学統計－データ
オーム社
処理 タワ 250p
得られた医療データの解析手順やその後の統計処理までを、Excelを使って自学で 冊子版 978-4-274-22111-8 2017.11

きるよう、分かりやすく解説。Excel 操作部分もていねいに説明し、「ノンパラメトリッ
ク検定」も取り上げる。

医療 AI の夜明け AIドクターが医者を超える日

DL不可

*1031670309*
医学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎498 件名◎医療－データ処理 オ
健康を守るのは、AI、それとも医師 ? 長年医療とAIを研究してきた医学博士が、 イ 240p
人工知能とはどんなものなのかを、ヒトの脳と対比させてやさしく解説。医療の世界 冊子版 978-4-274-22433-1 2019.12

岡田正彦
（おかだ・まさひこ）
著
オーム社

で進むAI の応用などについても説明する。

DL不可 EPUB

*1031533298*
核医学検査 ハンドブック

医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ■カ
診療に多く用いられている核医学検査の内容をコンパクトにまとめて、わかりやすく 232p
解説したハンドブック。将来的に導入が期待される客観的臨床能力試験（OSCE） 冊子版 978-4-274-22329-7 2019.03

大西英雄
（おおにし・ひでお）
編
オーム社

において想定される設問なども掲載。

DL不可

*1032336438*
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。

絵とき水理学 改訂4版

DL不可

*1032433739*
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*
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

2001

DL不可

*1032418946*
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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*
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*
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*
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*
マンガでわかるドローン

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*
FPGAによるPLL モーション制御

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*
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

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。
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DL不可

*1032336431*

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*
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*
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*
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

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*
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。

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*
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

電気工学

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。

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*
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。

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*
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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*
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*
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 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*
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*
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*
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海青社
絵図と映像にみる山岳信仰

宗教

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎163.1 件名◎山岳崇拝 イエ
大山や出羽三山など、日本各地に聳える霊山について、著者が35年余りに渡り行っ 221p 図版8枚
てきた山岳信仰研究の集大成。古地図や映像をできる限り活用した歴史地理学・ 冊子版 978-4-86099-345-0 2019.03
岩鼻通明
（いわはな・みちあき）
著
海青社

文化地理学的視点から日本各地の霊山信仰を究明する。

*1030866946*
宗教の羅針盤 ズバリ!! 図式で考える
西川義光
（にしかわ・ぎこう）
著
海青社

世界3大宗教と言われる、キリスト教・イスラム教・仏教の「神仏と自己の関係」
に注目し、教義構造を図式化。宗教・宗派の垣根を超えて教義を理解する方法を
提案する。英語の対訳付き。

宗教
同時アクセス1 3,055円 + 税
同時アクセス3 4,583円 + 税
分類◎165 件名◎比較宗教学 ニシ 61p
冊子版 978-4-86099-337-5 2018.08

*1030866938*
白洲正子と歩く琵琶湖 江北編 山、命生む母性への祈り

伝記

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎289.1 件名◎白洲正子 オシシ
近江を深く愛した随筆家・白洲正子の作品に登場する場所、および関連する場所 155p
を取り上げ、著者の感性を交え、近江に継承された文化について解説。江北編で 冊子版 978-4-86099-340-5 2019.04
大沼芳幸
（おおぬま・よしゆき）
著
海青社

は、山と山に拠る人が紡ぎ上げた様々な文化を紹介する。

*1030866947*
朽木谷の自然と社会の変容

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎291.61 件名◎高島市 ■ク
京都近郊の中山間地域「朽木」。その特徴的な自然、すなわち朽木の気候や地形、 318p 図版8枚
植生のなかで、人々がどのような暮らしや社会を作り上げてきたかをわかりやすく解 冊子版 978-4-86099-332-0 2019.03
水野一晴
（みずの・かずはる）
編
海青社

藤岡悠一郎
（ふじおか・ゆういちろう）
編

説する。2017年3月に開催されたシンポジウムの成果を集成。

*1030866945*
地図でみる京都 知られざる町の姿

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎291.62 件名◎京都府－地理 イチ
京都の町歩きを楽しむための本。京都府内の北から南まで36ケ所の市町村を取り 79p
上げて2万5千分の1地形図で示し、その成り立ちや特徴を解説する。見返しに地 冊子版 978-4-86099-344-3 2019.01
岩田貢
（いわた・みつぐ）
著
海青社

山脇正資
（やまわき・まさし）
著

図記号あり。

*1030866937*
読みたくなる
「地図」 国土編 日本の国土はどう変わったか
平岡昭利
（ひらおか・あきとし）
編
海青社

見開きの左の頁に明治時代の地形図、右の頁に現在の地形図を配置し、地図上
に現れた日本の国土の変貌を読み解く。これまでの国土政策を振り返る足がかりとな
る一冊。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎291 件名◎日本－地理 ■ヨ 92p
冊子版 978-4-86099-346-7 2019.03

*1030866944*
離島研究 6

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 8,140円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 ■リ
多様性をもつ離島地域を地理学的な手法で詳細に分析。6は、「島のかたち」「島 208p
のなりわい」
「島のくらし」をテーマに、離島の一般的性格や島の経済活動のあり方、 冊子版 978-4-86099-334-4 2018.10
平岡昭利
（ひらおか・あきとし）
監修
海青社

須山聡
（すやま・さとし）
編著

祭や Iターン者などについて論じる。

*1030866939*
493

地域連携活動の実践 大学から発信する地方創生
山田浩久
（やまだ・ひろひさ）
編著
海青社

授業やゼミでPBL（課題解決型学習）を実践している大学教員が、大学の “ 第
三の使命 ”とされてきた社会貢献について考え、公正中立な域外他者として地域や
大学にとって真に必要な地域連携活動のあり方を提案。

教育
同時アクセス1 5,093円 + 税
同時アクセス3 7,639円 + 税
分類◎377.212 件名◎大学－日本 ヤチ
221p
冊子版 978-4-86099-353-5 2019.03

*1030866943*
佐賀・酒と魚の文化地理 文化を核とする地域おこしへの提言
中村周作
（なかむら・しゅうさく）
著
海青社

佐賀県の各地で、どんな酒が飲まれているか、どんな魚料理が食べられているか ?
地酒と伝統的魚介類食が、佐賀県域でどのように根付き愛され続けてきたのかを明
らかにし、それらを活用した地域振興のあり方を考察する。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎383.8192 件名◎食生活 ナサ
197p
冊子版 978-4-86099-339-9 2018.10

*1030866936*
自然と人を尊重する自然史のすすめ
北東北に分布する群落からのチャレンジ

植物学

同時アクセス1 7,130円 + 税
同時アクセス3 10,695円 + 税
分類◎472.124 件名◎植物－秋田県 エ
シ 166p
生態系は地球上でもっとも巨大なネットワークである。秋田を含む北東北の植生の 冊子版 978-4-86099-341-2 2018.12
越前谷康
（えちぜんや・やすし）
著
海青社

特徴を明らかにするとともに、近年大きく変貌した植生景観等にも言及する。植生
調査法等のデータファイルを収録したCD-ROM 付き。

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。

*1030866942*
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*
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*
集積 あるふぁべっとのかたちたち

絵画

同時アクセス1 5,093円 + 税
同時アクセス3 7,639円 + 税
分類◎723.1 タシ 63p
繊維造形物によるレリーフ状絵画と立体、インスタレーションで知られる現代美術家、 冊子版 978-4-86099-347-4 2019.01
玉本奈々
（たまもと・なな）
著
海青社

玉本奈々による作品集。アルファベットの26文字を題材にした作品に自作の詩を添え、
新たな世界を展開する。

*1030866941*
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化学同人
ケーススタディでよくわかる学生とのコミュニケーション
今日からできる! 研究指導実践マニュアル

西澤幹雄
（にしざわ・みきお）
著
化学同人

ハラスメントを避けつつ適切な研究指導を進めていくには ? 研究を指導する教員に
役立つよう、学生と教員の間で起こりうる様々なケースを取り上げ、対応のコツやヒ
ントを解説。Q＆A、研究指導チェックリストも掲載。

すぐにできる! 双方向オンライン授業 Zoom、Teams、Google

ソフトを活用して、質の高い講義と化学実験を実現
福村裕史
（ふくむら・ひろし）
編
化学同人

飯箸泰宏
（いいはし・やすひろ）
編

Zoom、Teams、Googleソフトを活用したオンライン授業で、質の高い講義と化
学実験を行うためのマニュアル本。オンライン授業を始めるための基本から、学生
個々人のログの取り方など高度な手法まで丁寧に解説。

なぜ疑似科学を信じるのか 思い込みが生みだすニセの科学

〈DOJIN 選書 48〉
菊池聡
（きくち・さとる）
著
化学同人

疑似科学の問題点や科学と疑似科学をめぐる考え方を整理し、疑似科学を信じて
しまう傾向の核心に迫る。宏観異常現象による地震予知や血液型性格学をはじめと
して、疑似科学に共通してあらわれる特性を鋭くついた入門書。

マンガでわかる! 今日からドヤれる科学リテラシー講座
教えて! 夜子先生

くられ原案・解説 くがほたるマンガ
化学同人

天然無添加は安心安全 ? 水素水で健康になれる? 血液型で性格がわかるって本
当 ? あやしいウワサや気になる現象を、科学の視点でぶった斬る、科学リテラシー
入門マンガ。『TOCANA』連載を加筆・修正。

幸せをつかむ数式 数学が教える健康・お金・恋愛の成功法則
オスカー・E.フェルナンデス著
化学同人

藤原多伽夫
（ふじわら・たかお）
訳

「どの栄養素をとれば太らないか」「貯金をすべきか借金を返すべきか」「最愛の
恋人をゲットするための戦略は」などがわかる計算式がある!? 「数学がいかに役立
つか」を、健康やお金、恋愛などをテーマに解説する。

教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ニケ 82p
冊子版 978-4-7598-1998-4 2019.08
DL不可

*1030990108*
教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎ 件名◎化学教育 ■ス 87p
冊子版 978-4-7598-2043-0 2020.07

*1031983439*
自然科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,150円 + 税
分類◎404 件名◎科学 キナ 258p
冊子版 978-4-7598-1348-7 2012.10

*1031115480*
自然科学
同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 5,390円 + 税
分類◎ 件名◎科学 クマ 135p
冊子版 978-4-7598-2039-3 2020.07

*1031983440*
数学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎410.4 件名◎数学 フシ 205p
冊子版 978-4-7598-1985-4 2019.07
DL不可

*1030990113*
高機能性金属錯体が拓く触媒科学

革新的分子変換反応の創出をめざして 〈CSJ Current Review 37〉

日本化学会編
化学同人

新しい高機能性金属錯体の創製に焦点を絞り、従来の方法では実現困難な触媒
反応の開発研究を行っている研究者が、研究背景や最前線の研究成果を解説す
る。関連重要用語や知っておくと便利な関連情報も収録。

最新有機合成法 設計と戦略 第2版
G.S.Zweifel 著
化学同人

M.H.Nantz 著

大学4年生あるいは大学院初年生を対象に、研究を始める際に必要な有機合成の
知識を提供。逆合成解析などの合成設計から、炭素環化合物の合成まで、最新
技術や方法を簡潔に提示する。最新の進歩を取り入れた第2版。

化学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 15,510円 + 税
分類◎431.35 件名◎触媒 ■コ 204p
冊子版 978-4-7598-1397-5 2020.03

*1031983445*
化学
同時アクセス1 16,830円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎434 件名◎有機合成 ■サ 454p
冊子版 978-4-7598-1961-8 2018.03

*1032019479*
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食と栄養を学ぶための化学
有井康博
（ありい・やすひろ）
著
化学同人

川畑球一
（かわばた・きゅういち）
著

栄養士・管理栄養士養成校で専門科目を学ぶ際に必要になる化学の基礎と有機
化学を解説する。章の冒頭に予習のための動画が見られるQRコード、章末に復
習問題付き。科学を学ぶ楽しさが感じられるコラムも掲載。

化学
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■シ 189p
冊子版 978-4-7598-2020-1 2020.03

*1031983442*
人名反応に学ぶ有機合成戦略
ラズロー・カーティ
化学同人

有機合成で最も頻繁に使われる人名反応250項目を取りあげて、1項目見開きで簡
潔に解説。左頁には、人名反応の発見の経緯と歴史的背景、および反応機構が
要領よくまとめられており、右頁にはその人名反応を用いた最近の主要な合成例を3
例4例示してある。

大学院をめざす人のための有機化学演習
基本問題と院試問題で実戦トレーニング !

東郷秀雄
（とうごう・ひでお）
著
化学同人

大学院入試をめざす学部3・4年生が、基本をざっとおさらいし、院試の基本問題
レベルから、大学院レベルの実戦的問題にも取り組み、院試に合格できる実力を
つけることができる最新の演習書。

超分子ポリマー 超分子・自己組織化の基礎から先端材料への応

用まで 〈CSJ Current Review 33〉
日本化学会編
化学同人

超分子化学や自己組織化の基礎から、超分子ポリマーの歴史、重要な解析法や
技術までを解説。さらに、一線で活躍する研究者の最新のトピックや、超分子ポリマー
の化学を大きく発展させた革新的論文などを紹介する。

生体分子反応を制御する

化学的手法による機構と反応場の解明 〈CSJ Current Review 36〉

日本化学会編
化学同人

さまざまな分野において、生体内で起こっている反応の理解と制御が必要である。
複雑な生体反応を分子レベルで解明するという観点から、最前線の研究成果や動
向を解説する。関連重要用語や知っておくと便利な関連情報も収録。

パンデミックを阻止せよ! 感染症を封じ込めるための10のケース

スタディ 新型コロナウイルス対応改訂版 〈DOJIN 選書 84〉
浦島充佳
（うらしま・みつよし）
著
化学同人

スペイン風邪、SARS、エボラ出血熱…。これまでの感染症の事例から、感染源
や感染経路の特定、致死率の算出、封じ込めの対策などを分析し、危機管理へ
の活かし方を検討する。新型コロナウイルス感染症を加えた改訂版。

時間栄養学 時計遺伝子、体内時計、食生活をつなぐ
柴田重信
（しばた・しげのぶ）
編
化学同人

体内時計を研究する時間生物学が盛んになっている。時間生物学の観点から栄養
学を捉え、体内時計と食事・栄養の関連について、マウス、ヒト、臨床での最新
の知見を紹介し、その応用や展望まで述べる。

化学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 43,560円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7598-1068-4

*1031314154*
化学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 11,770円 + 税
分類◎437 件名◎有機化学 トダ 313p
冊子版 978-4-7598-1984-7 2019.07
DL不可

*1030990110*
化学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 15,510円 + 税
分類◎431.1 件名◎超分子 ■チ 194p
冊子版 978-4-7598-1393-7 2019.08
DL不可

*1030990109*
生物科学、一般生物学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 15,510円 + 税
分類◎464 件名◎生化学 ■セ 193p
冊子版 978-4-7598-1396-8 2020.03

*1031983444*
医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎ 件名◎感染症対策 ウパ 279p
冊子版 978-4-7598-1684-6 2020.06

*1031873826*
医学
同時アクセス1 13,970円 + 税
同時アクセス3 20,020円 + 税
分類◎ 件名◎栄養生理 ■ジ 244p
冊子版 978-4-7598-2036-2 2020.06

*1031983441*
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2006

食感をめぐるサイエンス

味や香りだけではない、もう一つのおいしさを探る

オーレ・G. モウリットセン著 クラフス・ストルベク著
化学同人

食感は味の知覚にどう関わるか ? 身近な食材や料理を取り上げながら、その食に潜
むサイエンスをわかりやすく語りかけ、料理を食べている時に感じている感覚や、
おいしい食材の構造の巧妙さを伝える。レシピも収録。

食品添加物はなぜ嫌われるのか

食品情報を
「正しく」読み解くリテラシー 〈DOJIN 選書 83〉

畝山智香子
（うねやま・ちかこ）
著
化学同人

食品添加物悪玉論、オーガニックの安全神話…。食をめぐるさまざまな情報は、ど
う見極めたらよいのか。印象やイメージに惑わされることなく、科学的知見に基づい
て適切に判断するためのポイントをわかりやすく解説する。

人体、なんでそうなった?

余分な骨、使えない遺伝子、あえて危険を冒す脳

ネイサン・レンツ著
化学同人

久保美代子
（くぼ・みよこ）
訳

人類が進化の最高傑作ならば、なぜしょっちゅう風邪を引くのか ? なぜ手首に無駄
な骨が多くあるのか ? 人体の構造や機能の「欠点・欠陥」に焦点をあて、なぜそ
うなったのかを進化の歴史を紐解きながら語る。

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

医学
同時アクセス1 10,340円 + 税
同時アクセス3 14,740円 + 税
分類◎498.51 件名◎食品 モシ 331p
冊子版 978-4-7598-2006-5 2019.08

*1031274443*
医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,150円 + 税
分類◎ 件名◎食品衛生 ウシ 252p
冊子版 978-4-7598-1683-9 2020.06

*1031873825*
医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎491.3 件名◎人体 レジ 286p
冊子版 978-4-7598-2010-2 2019.08
DL不可

*1030990112*
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*
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。

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

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*
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*
「森の演出家」がつなぐ森と人 五感を解き放つとっておきの自然体験
土屋一昭
（つちや・かずあき）
著
化学同人

多摩の古民家を拠点に、様々な自然体験プログラムを通して人を元気にする活動
を続けている「森の演出家」土屋一昭。自身のこれまでの歩みを振り返るとともに、
その仕事について解説。独自に確立した「五感メソッド」も紹介。

スポーツ、体育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎786 件名◎野外活動 ツモ 157p
冊子版 978-4-7598-2012-6 2019.11

*1031274442*
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なるほど最新スポーツ科学入門

スポーツ、体育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎780.1 件名◎スポーツ ■ナ
体操、柔道、陸上競技の秘話と歴史、
トップアスリートのトレーニング、勝つためのメソッ 219p
ド、才能の育て方…。金メダリストをはじめとする執筆陣が、スポーツ科学について、 冊子版 978-4-7598-2026-3 2020.02
伊東浩司
（いとう・こうじ）
編
化学同人

吉田孝久
（よしだ・たかひさ）
編

科学的 エビデンスをまぜながらわかりやすく解説する。

*1031616203*
大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件

なぜ美しい羽は狙われたのか
カーク・ウォレス・ジョンソン著
化学同人

矢野真千子
（やの・まちこ）
訳

大英自然史博物館から約300羽の鳥の標本が消えた。世にも美しい鳥が行きつい
た先は、希少な羽で毛針を制作する愛好家たちの世界だった－。2009年6月に起き
た盗難事件の真相に迫る犯罪ルポルタージュ。
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英米文学
同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎936 件名◎窃盗 ジダ 381p 図版
16p
冊子版 978-4-7598-2013-3 2019.08
DL不可

*1030990111*

学芸出版社
学校開放でまち育て ―サスティナブルタウンをめざして―

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
東京湾の埋立地にあるニュータウン秋津は、どこにでもある小学校の機能と施設を 冊子版 978-4-7615-1236-1
岸 裕司
学芸出版社

住民と協働・共有するユニークな地域づくりで注目されている。住民たちが「子縁」
でつながり、秋津小を拠点に築いてきたコミュニティが、少子高齢化によるまちの衰
退に抗し、いかに次世代育ちを実現しようとしているのか、その取組と課題に迫る。

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。

2008

*1031853769*
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*
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*
図説わかる環境工学

建設工学、土木工学

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。

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

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

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*
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*
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*
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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*
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*
図説わかる土木計画
松村暢彦
（まつむら・のぶひこ）
編著
学芸出版社

建設工学、土木工学
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*
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*
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*
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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

建築学

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。

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*
図説やさしい建築積算

建築学

渡邉浩文
（わたなべ・ひろふみ）
編著
学芸出版社

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*
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*
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*
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図説建築材料

建築学

武田雄二
（たけだ・ゆうじ）
著
学芸出版社

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*
図説建築設備
村川三郎
（むらかわ・さぶろう）
監修
学芸出版社

建築学
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*
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*
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学事出版
「探究」の学びを推進する高校授業改革
学校図書館を活用して
「深い学び」
を実現する

高見京子
（たかみ・きょうこ）
著
学事出版

稲井達也
（いない・たつや）
著

学校図書館を活用した「探究」の学びが、高校の授業を変え、生徒を変える! 探
究的な学習を実現する学校図書館の様々な機能を、実践事例を交えて解説する。
『図書館教育ニュース』付録の連載に加筆。

「社会に開かれた教育課程」
を実現する学校づくり
具体化のためのテーマ別実践事例15

貝ノ瀬滋
（かいのせ・しげる）
監修
学事出版

稲井達也
（いない・たつや）
編著

地域との協働で作り上げる防災授業、
「観光教育」を取り入れた社会科指導など、
「社会に開かれた教育課程」を進める学校づくりの実践事例15件を紹介。その実
現に向けた教育委員会との連携の在り方や校長の役割等も概説する。

47のエピソードで学ぶ学校のリスクマネジメント

日常的なトラブルへの実践的対応
櫻井靖久
（さくらい・やすひさ）
著
学事出版

生徒の盗撮事件、落下事故、DV 被害生徒の転校、飴玉覚醒剤事件、実力派
教師のいい加減さ、書籍強要への対処…。学校のリスクマネジメントについて、
自身が経験・見聞した事例を総括を添えて紹介する。

学校をおもしろくする思考法 卓越した企業の失敗と成功に学ぶ

図書館、図書館学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎017.4 件名◎学校図書館 タタ
127p
冊子版 978-4-7619-2534-5 2019.01

*1030910499*
教育
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 ■シ 119p
冊子版 978-4-7619-2521-5 2018.12

*1030910496*
教育
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 サヨ 175p
冊子版 978-4-7619-2554-3 2019.04

*1030910501*
教育

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 セガ 186p
子どもたちのために、よりよい学校にするには? Google、スターバックス、星野リゾー 冊子版 978-4-7619-2565-9 2019.07
妹尾昌俊
（せのお・まさとし）
著
学事出版

ト、トップ 棋士など、優れた企業等の先行事例や失敗を参考にしながら、日本の学
校が学べることをまとめる。

*1030910504*
荒れへの不安がにわか指導につながる

新任・若手が身につけるべき生徒指導の考え方と力

吉田順
（よしだ・じゅん）
著
学事出版

「荒れ」から立ち直った学校や学級には共通した「考え方」がある。生徒指導が
得意になる8つの「考え方」とその「鍛え方」を紹介。よくある生徒指導上の問題
を例にした、指導の方針と方法をつくる演習問題も収録する。

新学習指導要領を推進する学校マネジメント

スクールリーダーが取り組むべき8つの重要課題
現代学校経営研究会著
学事出版

新学習指導要領について、
「学校経営案作成」「カリキュラム・マネジメント」「「現
代的な教育課題」 対応のヒント」「人材育成」「PDCA」「危機管理」など、8
つの面から学校づくりの考え方と方法をまとめる。

図説・例解生徒指導史

少年非行・いじめ・不登校等の歴史から学ぶ生徒指導
嶋崎政男
（しまざき・まさお）
著
学事出版

学校荒廃、少年非行、いじめ、不登校…。多様で困難な生徒指導上の問題を、
データや事例とともに解説。過去の事案に学び、新たな知見を得ることで、問題行
動等の未然防止や適切な対応に役立つ。『月刊生徒指導』連載に加筆。

教育
同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎375.2 件名◎生徒指導 ヨア
220p
冊子版 978-4-7619-2563-5 2019.06

*1030910502*
教育
同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 5,692円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導要領 ■シ
119p
冊子版 978-4-7619-2522-2 2018.12

*1030910497*
教育
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎375.2 件名◎生徒指導 シズ
175p
冊子版 978-4-7619-2562-8 2019.07

*1030910503*
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特集・
「事務をつかさどる」
（ 法改正）
と教育経営

日本教育事務学会年報編集委員会編集
学事出版

教育事務の第一線の研究論文を収録。

教育
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎374.5 件名◎学校事務 ■ニ
103p
冊子版 978-4-7619-2535-2 2018.12

*1030910498*
理不尽な保護者への対応術

関係を悪化させず教師が疲弊しないためのガイド

教育

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
齋藤浩
（さいとう・ひろし）
著
分類◎374.6 件名◎家庭と学校 サリ
学事出版
143p
理不尽な保護者の言動を「教師の心を踏みにじるクレーム」「トンチンカンな要求」 冊子版 978-4-7619-2551-2 2019.03

「クレームや要求は伴わないがモラルのない言動」の3グループ8パターンに分類。
教師が疲弊しないための対応術を、具体例を交えて紹介する。
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*1030910500*

学文社
国際コミュニケーションとメディア 東アジアの諸相

政治

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎319.2 件名◎国際文化交流 ■コ
国家と云う枠組みと国家を越えた枠組みにおいて、マス・メディアを介したコミュニケー 315p
ションがそれぞれの国、あるいは国の枠組みを超えた文化現象によってどのような影 冊子版 978-4-7620-2907-3 2019.03
山本賢二
（やまもと・けんじ）
編著
学文社

小川浩一
（おがわ・こういち）
編著

響を受けているのかを、直接、間接の視点から論じる。

*1030910478*
アースヒストリー Earth history 1

社会

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 イア 193p
人類社会が新たな段階にさしかかっている現在、20世紀後半から21世紀にかけて 冊子版 978-4-7620-2912-7 2019.07
飯田哲也
（いいだ・てつや）
著
学文社

の世界の現実批判を行い、そこから導き出される課題と対処、そしてユートピアへ
のプロセスについて述べる。

*1030910476*
知の社会学の可能性

社会

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎361 件名◎社会学 ■チ 349p
知にアプローチすることで社会的現実を解明しようとしたシュッツ。シュッツ理論や、
シュッ 冊子版 978-4-7620-2886-1 2019.03
栗原亘
（くりはら・わたる）
編著
学文社

関水徹平
（せきみず・てっぺい）
編著

ツ以外の知の社会学理論、日常知の在り方、戦後日本社会学を中心とした学知の
在り方など、知の社会学の可能性を広く問う論稿を収録。

*1030910479*
よい授業とは何か
川田龍哉
（かわだ・たつや）
著
学文社

先人の実践者、研究者の言葉を中心に、
「教育とはなにか」
「授業とはなにか」
「子
どもとはなにか」について改めて問い直し、その先にある「よい授業とは何か」に
ついて考察する。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎370.4 件名◎教育 カヨ 260p
冊子版 978-4-7620-2887-8 2019.03

*1030910477*
唱歌教育の展開に関する実証的研究

教育

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎375.762 件名◎音楽教育－歴史
唱歌教育が開始当初の紆余曲折を経て、全国で実施されるようになるまで約40年。 シシ 268p
唱歌教材、唱歌教授細目、新聞雑誌掲載記事等を分析・検討し、日本近代教育 冊子版 978-4-7620-2853-3 2018.12
嶋田由美
（しまだ・ゆみ）
著
学文社

史における唱歌教育の展開の特殊性を明らかにする。

*1030910480*
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。

*1030910473*
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鹿島出版会
格差社会と都市空間 東京圏の社会地図1990-2010

社会

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎社会階層 ■カ 301p
エリートの閉鎖性、
「アンダークラス」の実態、そして階層意識や政治的対立の発現、 冊子版 978-4-306-07355-5 2020.07
橋本健二
（はしもと・けんじ）
編著
鹿島出版会

浅川達人
（あさかわ・たつと）
編著

分極化と地域間格差の拡大…。階級・階層論と都市社会学から、格差拡大の姿
をビジュアルに捉え、東京圏の格差拡大の空間構造を明らかにする。

*1032326689*
津波のあいだ、生きられた村

社会

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎369.31 件名◎津波－歴史 ■ツ
明治三陸地震、昭和三陸地震の津波の最高遡上高を記録した岩手県大船渡市・ 119p
綾里。昭和三陸地震から東日本大震災までの「津波のあいだ」や、避難、復興といっ 冊子版 978-4-306-07353-1 2019.09
饗庭伸
（あいば・しん）
著
鹿島出版会

青井哲人
（あおい・あきひと）
著

た東日本大震災からの8年の実態を写真や図と共に明らかにする。

*1032326685*
〈入門〉複素関数・フーリエ変換・ラプラス変換
建築工学への数学

西谷章
（にしたに・あきら）
著
鹿島出版会

さまざまな工学分野で応用されている最もポピュラーな数学理論である、複素関数・
フーリエ 変換・ラプラス変換の「勘所」を解説したテキスト。確率過程論、動的
システム論、離散時間系の基礎についても説明する。

アーバニズムのいま 〈SD 選書 271〉

数学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎ 件名◎複素関数 ニニ 157p
冊子版 978-4-306-03389-4 2020.05

*1032326688*
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*
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*
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*
銀座ジャック再び ! 写真で銀ブラ

写真

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎748 件名◎銀座
（東京都中央区）
昼の大通りから夜の路地裏まで、多彩な表情で人々を魅了する日本の大繁華街・ －写真集 ■ギ 111p
銀座。伝統と革新が共存する銀座を、複眼的に逍遙する写真集。銀座1丁目から 冊子版 978-4-306-09450-5 2019.09

日本建築写真家協会編著
鹿島出版会

8丁目までの中央通りの折り込み大 パノラマ写真付き。

*1032326691*
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金子書房
はじめよう!ブックコミュニケーション 響きあう教室へ

図書館、図書館学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎019.2 件名◎読書指導 ムハ
ブックコミュニケーションは、先生が本との思い出や、本をきっかけにふと考えたこと、 127p
気づいたことを自由に子どもに語るもの。そのポイントを説明し、小学校編・中学校 冊子版 978-4-7608-3279-8 2019.11
村中李衣
（むらなか・りえ）
著
金子書房

伊木洋
（いぎ・ひろし）
著

編に分けて例を紹介。実践した先生たちの報告も収録する。

DL不可 EPUB

*1031629331*
セルフ・キャリアドック入門

キャリアコンサルティングで個と組織を元気にする方法

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
高橋浩
（たかはし・ひろし）
著 増井一
（ますい・はじめ）
著
分類◎336.4 件名◎キャリアデザイン タ
金子書房
セ 297p
セルフ・キャリアドックという枠組みを用い、個人と組織を活性化しうるキャリアコン 冊子版 978-4-7608-2673-5 2019.09

サルティングの考え方や理論・技法を紹介。個別面談よりも高い視座で「個人と
組織の関係性」を捉えて、「個を超えた支援方法」を提示する。

ビジトレ 今日から始めるミドルシニアのキャリア開発

DL不可 EPUB

*1031325337*
社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎ 件名◎キャリアデザイン ■ビ
45～60歳ぐらいのミドルシニアのビジネスパーソンのキャリアの築き方とは。キャリ 246p
ア開発、支援に向き合ってきた著者達が、ミドルシニア社員への調査を通じて明ら 冊子版 978-4-7608-3281-1 2020.06
田中研之輔
（たなか・けんのすけ）
著
金子書房

浅井公一
（あさい・こういち）
著

かになったリアルを基に、必要なトレーニングを紹介する。

DL不可 EPUB

*1031889421*
よくわかるキャリアコンサルティングの教科書

社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎366.29 件名◎職業指導 ワヨ
キャリアコンサルティングの理論や実践方法について、キャリア理論やカウンセリング、 208p
心理療法の歴史的経緯も踏まえて具体的かつ詳細に解説する。各項末に「発展 冊子版 978-4-7608-3615-4 2019.11
渡部昌平
（わたなべ・しょうへい）
著
金子書房

学習・グループ 学習のための議論のテーマ」も収録。

DL不可 EPUB

*1031325336*
感情や行動をコントロールできない子どもの理解と支援

児童自立支援施設の実践モデル

社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎369.43 件名◎児童養護施設 オ
カ 223p
日々子どもと関わる専門職を対象に、情緒や行動上の問題を示す子どもと家族に対 冊子版 978-4-7608-2429-8 2019.10
大原天青
（おおはら・たかはる）
著
金子書房

する理解と支援について、地域、社会資源の活用や法制度も含めた理論と実践を
具体的に紹介する。

夫婦・カップルのためのアサーション

自分もパートナーも大切にする自己表現
野末武義
（のずえ・たけよし）
著
金子書房

夫婦やカップルの関係や問題をどのように理解するかについて、カップル・セラピー
や家族心理学の立場からわかりやすく解説。自分も相手も大切にする自己表現、ア
サーションを使ったものの見方・気持ちの伝え方を紹介する。

これからの発達障害のアセスメント 支援の一歩となるために
〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
黒田美保
（くろだ・みほ）
編著
金子書房

黒田美保
（くろだ・みほ）
ほか著

特別支援・発達障害支援を進める上で基本となるアセスメント。自閉スペクトラム
症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、学習障害（LD）のアセスメントを
はじめ、知能検査、感覚・運動の検査の内容などを紹介する。

DL不可 EPUB

*1031491789*
社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎367.3 件名◎夫婦 ノフ 207p
冊子版 978-4-7608-3261-3 2015.08
DL不可 EPUB

*1032288268*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 クコ 98p
冊子版 978-4-7608-9543-4 2015.08
DL不可 EPUB

*1031547664*
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ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり

教育

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
柘植雅義
（つげ・まさよし）
編著 柘植雅義
（つげ・まさよし）
ほか著
分類◎378 件名◎特別支援教育 ツユ
金子書房
97p
誰もが学びやすい授業のデザインとは? 通常学級で取り組む授業のユニバーサル 冊子版 978-4-7608-9541-0 2014.09

デザインの実践を紹介するほか、学校全体で取り組むユニバーサルデザインなど
についての考察を収録する。

学校での ICT 利用による読み書き支援 合理的配慮のための

DL不可 EPUB

*1031547662*
教育

具体的な実践 〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
近藤武夫
（こんどう・たけお）
編著 近藤武夫
（こんどう・たけお）
ほか著
分類◎378 件名◎特別支援教育 コガ
金子書房
102p
ICT（情報通信技術）で発達障害のある児童生徒・学生の学びをいかに支えるか。 冊子版 978-4-7608-9546-5 2016.06

「読み書き等に困難のある児童生徒自身」 が教室内でICTを使うことで通常のカ
リキュラムに参加するための理論と事例を紹介する。

発達障害の「本当の理解」
とは 医学 , 心理 , 教育 , 当事者 ,それ

ぞれの視点 〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
市川宏伸
（いちかわ・ひろのぶ）
編著
金子書房

市川宏伸
（いちかわ・ひろのぶ）
ほか著

自閉症スペクトラムをはじめとする「発達障害の理解のあり方」について、医学、
心理、教育、当事者・保護者の視点など、幅広い視野で検討する。

発達障害のある子 /ない子の学校適応・不登校対応

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
小野昌彦
（おの・まさひこ）
編著
金子書房

小野昌彦
（おの・まさひこ）
ほか著

小学生から高校生までの発達障害のある子も含めた学校適応・不登校の対策につ
いて、実際に現場で取り組まれてきた個別支援計画を作成できる専門家との連携な
ど、不登校対応の優れた実践を多数紹介する。

発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
藤野博
（ふじの・ひろし）
編著
金子書房

藤野博
（ふじの・ひろし）
ほか著

コミュニケーション力が求められる現代、発達障害のある子の社会性やコミュニケー
ションをどう支援するか ? 最新の理論と実践、ユニークな試みを紹介する。

DL不可 EPUB

*1031547667*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 イハ 104p
冊子版 978-4-7608-9542-7 2014.11
DL不可 EPUB

*1031547663*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 オハ 99p
冊子版 978-4-7608-9550-2 2017.03
DL不可 EPUB

*1031547671*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 フハ 100p
冊子版 978-4-7608-9547-2 2016.08
DL不可 EPUB

*1031547668*
発達障害のある人の就労支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
梅永雄二
（うめなが・ゆうじ）
編著
金子書房

梅永雄二
（うめなが・ゆうじ）
ほか著

発達障害のある人の継続的な就労を実現するために必要な考え方や支援とは。職
業リハビリテーションや教育現場、民間企業の立場から就労支援を考えるほか、
大学や障害福祉 サービスにおける就労支援などを紹介する。

発達障害のある大学生への支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
高橋知音
（たかはし・ともね）
編著
金子書房

高橋知音
（たかはし・ともね）
ほか著

大学生活の中で十分に力を発揮することができないでいる学生たちに、どのような支
援が提供できるか、すべきか。高等教育機関における教職員、支援者を対象に、
発達障害のある大学生への支援の具体的方法を紹介する。
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教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ウハ 94p
冊子版 978-4-7608-9544-1 2015.10
DL不可 EPUB

*1031547665*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 タハ 102p
冊子版 978-4-7608-9548-9 2016.11
DL不可 EPUB

*1031547669*

発達障害の子を育てる親の気持ちと向き合う

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
中川信子
（なかがわ・のぶこ）
編著
金子書房

中川信子
（なかがわ・のぶこ）
ほか著

発達障害のある子を育てる親の心に寄り添い、将来を見据えた子育て支援を進め
るために、医療・心理・福祉・教育などの確かな実践に基づく理解と支援のあり方
を紹介する。「先生に贈るありがとうBOOK」の抜粋も掲載。

発達障害の早期発見・早期療育・親支援

〈ハンディシリーズ 発達障害支援・特別支援教育 ナビ〉
本田秀夫
（ほんだ・ひでお）
編著
金子書房

本田秀夫
（ほんだ・ひでお）
ほか著

発達障害の早期発見・早期療育・親支援はなぜ重要なのかを解説し、スクリーニ
ングツールの効能と限界、早期発見をめぐる親の葛藤への支援、早期療育から学
校教育への移行などを取り上げる。

心理測定を活かした看護研究

教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ナハ 98p
冊子版 978-4-7608-9549-6 2017.01
DL不可 EPUB

*1031547670*
教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ホハ 105p
冊子版 978-4-7608-9545-8 2016.02
DL不可 EPUB

*1031547666*
医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.907 件名◎看護学 ■シ
看護領域の研究で用いられる心理測定について、テストの理論、代表的な測定法、 170p
疫学研究のデザインと進め方、データ解析法、論文の書き方と学会プレゼンテーショ 冊子版 978-4-7608-2644-5 2013.06
横山和仁
（よこやま・かずひと）
編著
金子書房

青木きよ子
（あおき・きよこ）
編著

ン、研究の実例などを紹介する。

*1031843689*
「使える英語」はなぜ身につかないか 英語4技能の文化的なハードル

英語

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎830.7 件名◎英語教育 ■ツ
「使える英語」はどうすれば身につくのか。アメリカの学校に子どもを通わせた3人が、 185p
アメリカの英語教育の実際を紹介。文化的背景の違いに折り合いながら英語で適 冊子版 978-4-7608-2847-0 2020.03
尾見康博
（おみ・やすひろ）
著
金子書房

島津由以子
（しまず・ゆいこ）
著

切に自己表現や批判的思考をする方法を探る。

DL不可 EPUB

*1031875598*
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かもがわ出版
宗教者と科学者のとっておき対話 人のいのちと価値観をめぐって
有馬頼底
（ありま・らいてい）
著
かもがわ出版

安斎育郎
（あんざい・いくろう）
著

“ 物言う禅僧 ”と言われる臨済宗の高僧と、多彩な興味と思索が尽きない科学者が
織りなす、人生観と価値観についての深い洞察に満ちた対話。2019年秋に行われ
た対談を整理・補筆し書籍化。

宗教
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎160.4 件名◎宗教と科学 アシ
141p
冊子版 978-4-7803-1072-6 2020.02

*1031843676*
13歳からの天皇制 憲法の仕組みに照らして考えよう
堀新
（ほり・しん）
著
かもがわ出版

天皇・皇室を知れば、憲法がわかる－。「天皇制とは何か」を改めて定義し、憲
法上の地位、国民との関係、国民が憲法でどのような基本的人権を保障されてい
るかなどを解説。天皇・皇室と憲法の両方についての理解を深める本。

政治
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎313.61 件名◎天皇制 ホジ 158p
冊子版 978-4-7803-1076-4 2020.02

*1031843681*
戦後最悪の日韓関係 その責任は安倍政権にある

政治

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎319.1021 件名◎日本－対外関係
2018年10月、韓国政府が日韓 GSOMIAを終了させる決定を日本政府に通告。戦 －韓国 フセ 203p
後最悪の日韓関係に至った顚末と原因はなにか。日本政府を厳しく批判し、関係 冊子版 978-4-7803-1071-9 2020.01

深草徹
（ふかくさ・とおる）
著
かもがわ出版

悪化をどのように克服するかを考える。

*1031843675*
日韓が和解する日 両国が共に歩める道がある

政治

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎319.1021 件名◎日本－対外関係
日韓関係はこのままずるずると悪化を続けるのか。それともいつの日か、和解する時 －韓国 マニ 189p
は来るのか。日韓の主張の断絶を読み解き、安倍晋三首相にも文在寅大統領にも 冊子版 978-4-7803-1059-7 2019.11
松竹伸幸
（まつたけ・のぶゆき）
著
かもがわ出版

受け入れ可能な解決策を提示する。

*1031657028*
不快な表現をやめさせたい !? こわれゆく
「思想の自由市場」

政治

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎316.1 件名◎表現の自由 カフ
表現を規制することはどこまで許されるのか。「表現の不自由展」 事件、献血ポス 205p
ター炎上など実際の出来事を切り口に、自分にとって不快な表現にどう向き合えばい 冊子版 978-4-7803-1084-9 2020.04
紙屋高雪
（かみや・こうせつ）
著
かもがわ出版

いのかを考える。

*1031843687*
平和のための安全保障論 軍事力の役割と限界を知る
渡邊隆
（わたなべ・たかし）
著
かもがわ出版

元陸将で日本初の PKO 大隊長でもある著者の、現場での体験と模索が凝縮され
た講義録。戦争の起源からPKO、日米同盟、テロとの戦いまで、世界や我が国
の安全保障に関連するさまざまなことを取り上げる。

政治
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎319.8 件名◎安全保障 ワヘ
302p
冊子版 978-4-7803-1063-4 2019.12

*1031657031*
憲法九条は世界遺産
古賀誠
（こが・まこと）
著
かもがわ出版

憲法九条の改正だけは許さない。それは自分の母も含め、無数の戦争未亡人をつ
くった歴史を二度と繰り返さないためだ－。自由民主党元幹事長・古賀誠が、憲法
九条を、自身の生まれ、育ちとともに語る。

法律
同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎323.142 件名◎憲法－日本 コケ
95p
冊子版 978-4-7803-1045-0 2019.09

*1031657018*
510

金融グローバリズムの経済学

格差社会の形成と世界金融危機の勃発

経済

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
萩原伸次郎
（はぎわら・しんじろう）
著
分類◎338.9 件名◎国際金融 ハキ
かもがわ出版
143p
金融グローバリズムの資本主義世界の形成の歴史を、主にアメリカを中心に解説。 冊子版 978-4-7803-1066-5 2020.01

巨大金融資本封じ込め政策と新自由主義との決別によって、格差社会と世界金融
危機を乗り越えるルールある経済社会の創生を展望する。

13歳からの税

*1031657032*
財政

三木義一
（みき・よしかず）
監修
かもがわ出版

税の使い方はどう決める? 世界の消費税のちがいは? 税の集め方・使い方のしくみ
から、税の種類とその使い道、税の歴史、海外の税制度まで、社会を支えている「税」
についてわかりやすく解説する。

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ K345 件名◎租税 ■ジ 151p
冊子版 978-4-7803-1070-2 2020.01

*1031843680*
「若者 / 支援」
を読み解くブックガイド

社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎367.6 件名◎青少年問題 ■ワ
「若者 / 支援」について考えることのできる本をまとめたブックガイド。若者の生活 197p
現実を全般的あるいは詳細にとらえられる本、日々の実践やそれにかかわる自分自 冊子版 978-4-7803-1078-8 2020.03
阿比留久美
（あびる・くみ）
編
かもがわ出版

岡部茜
（おかべ・あかね）
編

身を振り返り、ときに支えることに資する本などを紹介する。

*1031843683*
扉を開けて ひきこもり、その声が聞こえますか
共同通信ひきこもり取材班著
かもがわ出版

中高年のひきこもり61万3000人。この国で一体、何が起きているのか。本人たちの
「声なき声」に耳を傾け、当事者の目線で社会のあり方や支援の形を模索する。
『共
同通信』配信記事に最新事情を加筆し書籍化。

社会
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎367.7 件名◎ひきこもり ■ト
159p
冊子版 978-4-7803-1062-7 2019.12

*1031657030*
いつからでもやりなおせる子育て 新装版

教育

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 3,630円 + 税
分類◎379.9 件名◎家庭教育 イイ
子どものことで悩んでいるのなら、ちょっと違う角度から子育てを考えてみませんか ? 116p
子どもとのコミュニケーション、歯車の合わない子どもとの付き合い方など、家庭で 冊子版 978-4-7803-1049-8 2019.10

池添素
（いけぞえ・もと）
著
かもがわ出版

親が取り組めることを中心に紹介する。

*1031657021*
うしろすがたが教えてくれた
清水玲子
（しみず・れいこ）
著
かもがわ出版

子どもが個性を伸ばせる環境としての保育園・保育士とは。おとなと子どもを結ぶ信
頼感が育つ場としての「保育」とは。実践の記録をとおして、読者といっしょに考える。
『福祉のひろば』連載を加筆し書籍化。

教育
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 シウ 199p
冊子版 978-4-7803-1083-2 2020.04

*1031843686*
絵本でひらく心とことば 読み聞かせで発達支援
本と子どもの発達を考える会著
かもがわ出版

20年以上、支援の必要な子どもたちへの読み聞かせを続けてきた「本と子どもの
発達を考える会」のメンバーがまとめた、絵本の読み方実践書。おすすめの絵本
も多数紹介。コピーして使える「しりとり絵本」のミニ本付き。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎378 件名◎障害者教育 ■エ 95p
冊子版 978-4-7803-1056-6 2019.12

*1031657025*
511

求めあい認めあい支えあう子どもたち
乳幼児期の集団づくり視点と実践

全国幼年教育研究協議会・集団づくり部会編著
かもがわ出版

「民主的でみんながしあわせになれる社会」に向かい、「その社会を担う人間を育
成する」
ことを大きな目標として、乳児期から意図的・計画的に指導する
「集団づくり」。
0歳児～5歳児の集団づくりの考え方と方法を提起する。

子どもの達成感を大切にする通級の指導

アセスメントからつくる指導のテクニックと教材

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 ■モ 213p
冊子版 978-4-7803-1065-8 2020.01

*1031843673*
教育

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
山田充
（やまだ・みつる）
著
分類◎378 件名◎特別支援教育 ヤコ
かもがわ出版
106p
通級指導教室とは何か。大阪府堺市で通級指導教室を20年担当した著者が、ア 冊子版 978-4-7803-1046-7 2019.09

セスメントの重要性や指導の実際、通常の学級との連携、通級指導教室で過ご
す子どもたちの様子や成長などを提示しながら伝える。

森のようちえんの遊びと学び

保育・幼児教育の原点 ナチュラル・キンダーガーデン

*1031657019*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 カモ
183p
自然豊かな保育環境で過ごす幼児が、本性を見せるナチュラル・キンダーガーデン 冊子版 978-4-7803-1061-0 2019.11
金子龍太郎
（かねこ・りゅうたろう）
著
かもがわ出版

西澤彩木
（にしざわ・さいき）
著

「森のようちえん」。滋賀県で活動する自然保育「せた 森の幼稚園」の設立経過
と現状を示し、保育や幼児教育のあり方を考察する。

発達障害の子どもと楽しむワークショップ

スウェーデンの作業療法士が教える
河本佳子
（こうもと・よしこ）
著
かもがわ出版

発達障害の子どもは、集団のなかで社会性を身につけるための支援が必要になる。
スウェーデンで作業療法士や幼児教員として働いてきた著者が、日本の療育現場
の改善のためにワークショップのノウハウを紹介する。

保育者のための外国人保護者支援の本

*1031657029*
教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 コハ 133p
冊子版 978-4-7803-1074-0 2020.02

*1031843678*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 ■ホ 95p
保育園・幼稚園・認定こども園の保育者に向けて、外国人保護者支援の考え方と 冊子版 978-4-7803-1067-2 2020.02

咲間まり子
（さくま・まりこ）
監修
かもがわ出版

ノウハウを、諸外国や日本の現状を踏まえながらわかりやすく解説する。コミュニケー
ションのためのリソースなども収録。

*1031843674*
抑止力神話の先へ 安全保障の大前提を疑う

国防、軍事

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎392.1076 件名◎日本－国防 ■
「抑止力を強化すれば日本は安全だ」ということが安全保障の自明の前提とされて ヨ 221p
いる。抑止力とは何を意味するのかを議論し、現状に対して、根源的な疑問を投 冊子版 978-4-7803-1079-5 2020.03
柳澤協二
（やなぎさわ・きょうじ）
著
かもがわ出版

加藤朗
（かとう・あきら）
著

げかけ、新しい安全保障の哲学を打ち立てる。

*1031843684*
13歳からの環境問題 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち
志葉玲
（しば・れい）
著
かもがわ出版

現代社会に生きている以上、誰でも環境問題の当事者です。いくつもの環境問題
の中から、時に重大な危機と言えるものや、国際社会で大きな話題となっているもの
を選び、何が起きているかを解説します。

地球科学、地学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎451.85 件名◎地球温暖化 シジ
143p
冊子版 978-4-7803-1082-5 2020.04

*1031843682*
512

気候危機と人文学 人々の未来のために

〈奈良女子大学文学部〈まほろば〉叢書〉

地球科学、地学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
西谷地晴美
（にしやち・せいび）
編著
分類◎451.85 件名◎地球温暖化 ニキ
かもがわ出版
179p
自然を未来につなぐために、人文学はいま何をすべきか。現在と未来の気候変化に 冊子版 978-4-7803-1086-3 2020.03

関する著名で有力な学説を紹介するとともに、温暖化問題とも通底するテクノロジー
をめぐる人文学的論考などを収録する。

がん哲学のレッスン 教室で〈いのち〉と向きあう
樋野興夫
（ひの・おきお）
著
かもがわ出版

学校現場で本格的に実施されるがん教育。がんの状況や種類、予防と早期発見、
病状の経過、治療法、緩和ケア、患者への理解と共生、患者の生活の質など、
がん教育で扱うテーマについて解説する。がん教育授業の一部も採録。

*1031843688*
医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎491.65 件名◎癌 ヒガ 190p
冊子版 978-4-7803-1077-1 2020.02

*1031843679*
どうする? 保育園＆小さな子どものいる家庭での食物アレル
ギー 事故を防ぐためにコレだけは
金子光延
（かねこ・みつのぶ）
著
かもがわ出版

食物アレルギーの事故を防ぐには? 子どもたちが保育園や家庭で安全に楽しく生活
できるよう、食物アレルギーについての “キホンのキ”をわかりやすく説明。厚労省
の保育所におけるアレルギー対応ガイドラインも解説する。

まちかど保健室にようこそ 〈川中島の保健室〉ものがたり
白澤章子
（しらさわ・あきこ）
著
かもがわ出版

からだ、こころ、性のこと…。誰でもいつでも訪ねて行ける保健室がまちかどにある!
40年間、長野県の公立小学校と中学校で養護教諭を勤めた著者が、退職後に開
いた〈川中島の保健室〉でおこなってきたことをまとめる。

医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎493.931 件名◎小児科学 カド
141p
冊子版 978-4-7803-1073-3 2020.02

*1031843677*
医学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎498.07 件名◎健康教育 シマ
141p
冊子版 978-4-7803-1053-5 2019.11

*1031657023*
開業医医療崩壊の危機と展望

これからの日本の医療を支える若き医師たちへ
京都府保険医協会著
かもがわ出版

新自由主義改革（= 構造改革）によって進む国民皆保険の空洞化。開業医の歴
史的役割を明らかにし、医療危機打開の道を若い医師たちに伝える。保険診療の
現場からのメッセージや、コラムも収録。

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

医学
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎498.021 件名◎医療－日本 ■カ
103p
冊子版 978-4-7803-1058-0 2019.11

*1031657027*
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*
13歳からのジャーナリスト 社会正義を求め世界を駆ける

ジャ－ナリズム、新聞

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎070.16 件名◎ジャーナリスト イジ
新聞、週刊誌の記者、
月刊誌の編集をして、退職後もフリーランスのジャーナリストとなっ 183p
た。世界82か国を取材し、平和と社会正義を求めた「行動するジャーナリスト」が、 冊子版 978-4-7803-1055-9 2019.11
伊藤千尋
（いとう・ちひろ）
著
かもがわ出版

記者としての35年間の歩みを綴る。

*1031657024*
513

「無言館」の庭から
窪島誠一郎
（くぼしま・せいいちろう）
著
かもがわ出版

自分の生きた戦後とは何だったのか。戦没画学生が託した夢に応えられたのか－。
「無言館」の日々に思索を重ね、答えを探しあぐね、苦闘するアンソロジー。『民
主文学』『革新懇ニュース』連載を書籍化。

日本文学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎914.6 クム 207p
冊子版 978-4-7803-1081-8 2020.03

*1031843685*
ふしぎなヒマラヤスギ
佐々木智子
（ささき・ともこ）
著
かもがわ出版

かつて、貧しくとも心豊かな子どもの世界があった－。戦後数年にわたっての、農村
の子どもたちの、活発で、人との温かな関係のある日常生活を生き生きと描いた6つ
の物語を収録。

日本文学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ K913.6 サフ 182p
冊子版 978-4-7803-1048-1 2019.10

*1031657020*

514

北大路書房
心理学 ナヴィゲータ Ver.2

心理学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 ■シ 228p
これから心理学を学ぼうとする人を対象にした入門書。左 ページに解説、右 ペー 冊子版 978-4-7628-2749-5 2011.03
神田義浩
（かんだ・よしひろ）
著
北大路書房

唐川千秋
（からかわ・ちあき）
著

ジに図表を掲載し、見開きの読みやすい構成。巻末に用語解説、ブックガイド、
DVD 紹介を掲載する。

*1032326651*
心理的時間 ―その広くて深いなぞ―

心理学

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 25,520円 + 税
分類◎
本書は，不可解な「時間」のほんの一側面である「心理的時間」について語ろう 冊子版 978-4-7628-2059-5
松田 , 文子
北大路書房

とするものである。ほんの一側面ではあるが，その含む内容は広くかつ深い。そのよ
うな心理的時間の多様性と複雑性に触れながら，わが国の心理的時間研究とその
周辺領域を紹介する。時間の心理学研究に一つの歴史を刻む一冊。

サボタージュ・マニュアル 諜報活動が照らす組織経営の本質

1996

*1031115518*
歴史

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎209.74 件名◎レジスタンス運動
アメリカCIA の前身の組織・米国戦略諜報局（OSS）が、「どのようにすれば組 ■サ 123p
織がうまくまわらなくなるのか」「どのようにすれば、うっかり事故や災害が起きてしまう 冊子版 978-4-7628-2899-7 2015.07
米国戦略諜報局編
北大路書房

越智啓太
（おち・けいた）
監訳・解説

のか」をまとめたマニュアル。解説付き。

*1031828328*
ケースで学ぶ犯罪心理学

法律

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎326.34 件名◎犯罪心理学 オケ
大学心理学科の専門科目用の犯罪心理学のテキスト。連続殺人、
テロリズム、
レイプ、 169p
ストーキング、DV、放火などの事例（罪種）ごとに知見を紹介し、実際の事件の 冊子版 978-4-7628-2815-7 2013.09
越智啓太
（おち・けいた）
著
北大路書房

解説を盛り込む。まとめと設問も収録。

*1031115517*
法学 ナビ 16の物語から考える

法律

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ワホ 139p
大学生を対象とした法学入門書。法学の主要領域を「法学トリセツ」「憲法ナビ」 冊子版 978-4-7628-3020-4 2018.05
渡邊博己
（わたなべ・ひろみ）
著
北大路書房

右近潤一
（うこん・じゅんいち）
著

「民事法ナビ」「刑事法ナビ」「法と法学の未来」に分け、16の身近なテーマか
ら“ 法にかかわる基礎知識と問題群のいまと未来 ”を考える。

*1031574985*
アンチ・サボタージュ・マニュアル 職場防衛篇

経済

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 ■ア
CIAの前身（OSS）が1944年に作成した「組織をダメにする」ためのスパイマニュ 203p
アルをもとに、現代の著名な経営戦略家たちがシンプル・サボタージュを低減させ 冊子版 978-4-7628-3003-7 2018.01
R.M.ガルフォード著
北大路書房

B.フリッシュ著

る戦術を逆提案。成長組織を作るための英知を伝える。

*1031828329*
研修設計マニュアル 人材育成のためのインストラクショナルデザイン
鈴木克明
（すずき・かつあき）
著
北大路書房

教え方のノウハウを学ぶ「インストラクショナルデ ザイン（教育設計学）」の基礎
を研修設計の文脈で解説した入門書。事例や書き込み式の練習問題も収録する。
「教材設計マニュアル」「授業設計マニュアル」の姉妹編。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 スケ
284p
冊子版 978-4-7628-2894-2 2015.04

*1031115510*
515

子どもを持たないこころ ―少子化問題と福祉心理学―
青木 , 紀久代
北大路書房

「お金がかかる」「自由がなくなる」から子どもを産まない？ 少子化対策は各視点
から議論されているが，止まる兆しを見せない。本書では，もっと人の心の問題に踏
み込むべきだと主張し，166名の面接調査をもとに，子どもを持ち，育てることの意味，
子どもを持たない心を考察，解決策の一つを福祉心理学の構築に求める。

言葉と数式で理解する多変量解析入門

経済
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2169-1

2000

*1031031535*
社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎361.9 件名◎社会調査 ココ
多変量解析の全体像を概念的に理解し、かつ数理的な筋道も追えるよう、基本と 242p
なる回帰分析と因子分析を中心にわかりやすく解説した、文系 ユーザーのための入 冊子版 978-4-7628-3047-1 2018.12
小杉考司
（こすぎ・こうじ）
著
北大路書房

門書。社会調査士 E 科目のテキストとしても最適。

*1032326653*
社会心理学過去から未来へ
外山みどり
（とやま・みどり）
編著
北大路書房

社会的な対象に対する個人の反応、社会行動につながる内的な心理状態から、
対人関係や集団の問題まで、社会心理学の基本的な研究領域を解説。また、無
意識と潜在過程など、新しい研究動向も取り上げる。

社会
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学 トシ
250p
冊子版 978-4-7628-2907-9 2015.09

*1032326649*
赤ちゃんポストと緊急下の女性 未完の母子救済プロジェクト

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎369.41 件名◎母子福祉 カア
緊急下の女性という最も暗き存在に光を当て、赤ちゃんポストの本質的な課題に迫っ 257,10p
た本。赤ちゃんポストのこれまでの議論を包括し、ドイツ語圏の赤ちゃんポストの実 冊子版 978-4-7628-2805-8 2013.05
柏木恭典
（かしわぎ・やすのり）
著
北大路書房

態や研究の動向を踏まえ、今、何が問題なのかを正しく示す。

*1031115520*
名前のない母子をみつめて

日本のこうのとりのゆりかご ドイツの赤ちゃんポスト
蓮田太二
（はすだ・たいじ）
著
北大路書房

柏木恭典
（かしわぎ・やすのり）
著

日本初となる赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」を設置した病院理事長自身の
回想から、ポスト誕生の背景に迫る。先行するドイツでの実態レポート、匿名・内
密出産についても議論し、日本での母子支援のあり方を問う。

「9歳の壁」を越えるために 生活言語から学習言語への移行を考える

社会
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎369.41 件名◎母子福祉 ハナ
200p
冊子版 978-4-7628-2933-8 2016.04

*1031115519*
教育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎378.2 件名◎聴覚障害 ワキ
どの子にも見られる「9歳の壁」という現象は、聾学校でいちはやく指摘されてきた。 179,9p
聴覚障害児における「9歳の壁」に焦点をあて、その正体と必要な具体的手立て 冊子版 978-4-7628-2803-4 2013.04
脇中起余子
（わきなか・きよこ）
著
北大路書房

について考える。

*1031828335*
18歳からの「大人の学び」基礎講座

学ぶ , 書く,リサーチする, 生きる
向後千春
（こうご・ちはる）
著
北大路書房

大学や社会において自ら学んで生きていくための「資質・能力」を身につけるテキスト。
「学ぶ」「書く」「リサーチ」「生きる」という4つの領域のスキルをわかりやすく解
説する。書き込み式の課題あり。

516

教育
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 コジ 145p
冊子版 978-4-7628-2954-3 2016.10

*1031828333*

インストラクショナルデザインの道具箱101
鈴木克明
（すずき・かつあき）
監修
北大路書房

市川尚
（いちかわ・ひさし）
編著

教育を中心とした学びの効果・効率・魅力を高める工夫、インストラクショナルデ
ザインに活用できる道具を、見開き2ページで紹介。道具の説明と、その道具を活
用した事例などを掲載する。

教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎375.11 件名◎教育工学 ■イ
250p
冊子版 978-4-7628-2926-0 2016.03

*1031115512*
メタ認知で〈学ぶ力〉
を高める

認知心理学が解き明かす効果的学習法

三宮真智子
（さんのみや・まちこ）
著
北大路書房

学習者にとって、自分の学びを一段高い所から俯瞰し、よりよい方向に導く「メタ認
知」。メタ認知の基本的な内容を説明し、学習について知っておきたいメタ認知的
知識を「知識獲得・理解」「意欲・感情」などに分けて解説する。

メタ認知の促進と育成 概念的理解のメカニズムと支援

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 サメ
173p
冊子版 978-4-7628-3037-2 2018.09

*1031115515*
教育

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 14,080円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 フメ
教育心理学・認知心理学を専門とする著者が5つの研究を通して、自立的に学習 203p
を進める基盤となるメタ認知をいかに高められるかを検討。5つの研究の知見をまと 冊子版 978-4-7628-2925-3 2016.03
深谷達史
（ふかや・たつし）
著
北大路書房

めなおすとともに、そこから引き出しうる理論的意義を考察する。

*1031115516*
学習科学ガイドブック 主体的・対話的で深い学びに導く

教育

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 ■ガ
学び手が深く学ぶメカニズムや学習環境を整理。学習科学の研究領域内でよく知 226p
られている効果的な授業実践研究、授業設計に欠かせない考え方や評価方法に 冊子版 978-4-7628-3080-8 2019.09
大島純
（おおしま・じゅん）
編
北大路書房

千代西尾祐司
（ちよにしお・ゆうじ）
編

ついて具体的に紹介する。

*1031828332*
学習設計マニュアル

「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン
鈴木克明
（すずき・かつあき）
編著
北大路書房

美馬のゆり
（みま・のゆり）
編著

人が「学ぶ」
とはどういうことかについての多くの研究に基づいて、様々な角度から
「学
び」について考え、自分の「学び」をデ ザインできるよう導くテキスト。書き込み
欄付きの練習問題を多数収録。

教育の方法と技術

主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン

稲垣忠
（いながき・ただし）
編著
北大路書房

授業のつくり方 =インストラクショナルデ ザインについて解説。学習指導案を実際
につくり、実践し、振り返りができるよう構成するとともに、章末問題、シラバス例、
学習指導案テンプレートも収録する。

教育研究のための質的研究法講座

教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ■ガ 226p
冊子版 978-4-7628-3013-6 2018.03

*1031115509*
教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 イキ
229p
冊子版 978-4-7628-3060-0 2019.03

*1031115513*
教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎370.7 件名◎教育研究 セキ
教育領域において質的研究をするための方法を、わかりやすく解説した本。質的研 242p
究法の具体的な進め方を説明したのち、
より専門的な理論やテクニック等を紹介する。 冊子版 978-4-7628-2809-6 2013.07
関口靖広
（せきぐち・やすひろ）
著
北大路書房

*1032326650*
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教育工学を始めよう ―研究テーマの選び方から論文の書
き方まで―
S.M.ロス
北大路書房

研究をデザインして実行する手順，学会に受理される発表提案の書き方，プレゼン
テーションの仕方，論文の書き方などを解説。初学者のために分かりやすく親切な
注釈を右 ページに配置。巻末にはさまざまな研究方法の解説や学会情報などを掲
載した。教育という現象が存在するさまざまなフィールドで，教育工学を始めよう
！

教師の学びを科学する データから見える若手の育成と熟達のモデル

教育
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2245-2

2002

*1031115514*
教育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎374.3 件名◎教員 ワキ 233p
ベテランの一斉退職と若手の大量採用で、経験の浅い教員の割合が増加－。こ 冊子版 978-4-7628-2897-3 2015.05
脇本健弘
（わきもと・たけひろ）
著
北大路書房

町支大祐
（ちょうし・だいすけ）
著

の問題に取り組む横浜市が実施した、初任者から経験10年次が対象の大規模調
査から、成長を促す経験や関わりを分析。若手育成と熟達の仕組みを探る。

*1031853768*
子どもの思考が見える21のルーチン アクティブな学びをつくる

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■コ
日頃の授業での思考を手助けする単純な手立て「思考ルーチン」についてのテキ 287p
スト。なるべく多くの子どもの多様な発言を引き出すためにはどのような活動をしくみ、 冊子版 978-4-7628-2904-8 2015.09
R.リチャート著
北大路書房

M. チャーチ著

どのように問いかけるかを、手順として示す。

*1031537737*
自ら学び考える子どもを育てる教育の方法と技術

教育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ミ
学習と動機づけに関する心理学の視点から教育実践における指導の方法や技術を 255p
包括的に捉える。自己調整学習や自ら学ぶ意欲、ICTを用いた協調学習の技法な 冊子版 978-4-7628-2935-2 2016.04

自己調整学習研究会監修
北大路書房

岡田涼
（おかだ・りょう）
編著

ど、具体的な研究知見を教育現場とのつながりをもたせながら解説。

*1032326648*
授業設計マニュアル 教師のためのインストラクショナルデザイン
Ver.2

稲垣忠
（いながき・ただし）
編著
北大路書房

鈴木克明
（すずき・かつあき）
編著

教育工学の中の授業設計（インストラクショナルデ ザイン）の手法に習い、授業
づくりの方法を体系的に解説する。書き込み式の授業パッケージ制作シート等も収録。
「教材設計マニュアル」の姉妹編。

説明文理解の心理学
岸 学
北大路書房

説明文を理解し表現する技能は，おもに児童期に形成され，その獲得に小学校国
語科教育が主要な役割を担っている。本書では，児童を対象に行なった多くの実
験研究や調査研究の成果をまとめ，
「その技能はどのように発達するのか」「指導す
る際にはどのような点が重要なのか」を認知心理学・教育心理学の立場から提言
する。

大学生のためのキャリアガイドブック Ver.2
寿山泰二
（すやま・やすじ）
著
北大路書房

宮城まり子
（みやぎ・まりこ）
著

大学4年間を通して主体的にみずからの人生の選択・設計ができるように、大学生
の「自立」「自律」を目的とした、キャリアガイド。初年次教育、就職活動、ワー
クライフバランス、キャリアカウンセリングなどを解説する。

教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ジ
198p
冊子版 978-4-7628-2883-6 2015.02

*1031115511*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2413-5

*1031828330*
教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎377.9 件名◎学生 ■ダ 157p
冊子版 978-4-7628-2916-1 2016.02

*1031031539*
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2004

聴覚障害教育これまでとこれから

コミュニケーション論争・9歳の壁・障害認識を中心に

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
脇中起余子
（わきなか・きよこ）
著
分類◎378.2 件名◎聴覚障害 ワチ
北大路書房
294p
聾学校に勤める聴覚障害教員が、自身の体験を踏まえて日常生活上のバリアをイ 冊子版 978-4-7628-2690-0 2009.09

ラストとともに解説しながら、聴覚障害児の「9歳の壁」の実態を具体的に紹介。
口話法と手話法を同時に視野に入れた聴覚障害教育の必要性を説く。

はじめての R ごく初歩の操作から統計解析の導入まで

*1031828334*
数学

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学－データ
はじめて統計解析用フリーソフト「R」に触れる人を対象に、R Consoleにおける 処理 ムハ 166p
簡単な計算と統計解析、データファイルの読み込み・R エディタの利用、記述統計、 冊子版 978-4-7628-2820-1 2013.09
村井潤一郎
（むらい・じゅんいちろう）
著
北大路書房

分散分析など、ごく初歩のみについて解説する。

*1031031538*
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。

俳句理解の心理学
皆川 直凡
北大路書房

日本の伝統芸術の一つであり，世界有数の短詩型とされる「俳句」の特徴，および
俳句を介して展開される人々（作者，読者）の心の様相に対して，認知心理学的
方法を主とする基礎研究，
ならびにそれを基盤とする教育実践の両方向からアプロー
チし，俳句の奥深さ，おもしろさを伝えるとともに，日本人の心性にせまる。

*1031031540*
日本文学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7628-2463-0

2005

*1031828331*

519

技報堂出版
量子アルゴリズム

総記

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 26,730円 + 税
分類◎007.1 件名◎量子コンピュータ ナ
量子力学という原理を使って、今まで計算が難しかった問題を少ない計算量で解け リ 400p
るアルゴリズムを、わかりやすく解説する。Matlab や Mathmatica、Java のコード 冊子版 978-4-7655-3343-0 2014.10
中山茂
（なかやま・しげる）
著
技報堂出版

も掲載。

*1032019477*
科学技術独和英大辞典
町村直義
（まちむら・なおよし）
編
技報堂出版

科学技術の分野でよく使われる科学技術ドイツ語について、有用な単語、表現（一
部略語も含む）をまとめる。利便性を考え、英語も併記する。

自然科学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ R403.3 件名◎科学技術－用語
集 マカ 326p
冊子版 978-4-7655-3018-7 2016.09

*1031875442*
科学技術和独英大辞典

自然科学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎ R403.3 件名◎科学技術－用語
技術論文、技術系雑誌、特許など、科学技術の分野でよく使われる科学技術ドイ 集 マカ 412p
ツ語について、実用上の観点からまとめた和独英辞典。ドイツ語特有の長い単語・ 冊子版 978-4-7655-3019-4 2018.01
町村直義
（まちむら・なおよし）
編
技報堂出版

合成語、文章成分等も現実に即して積極的に採り上げる。

*1031875431*
空気のはなし 科学の眼で見る日常の疑問

化学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎435 件名◎空気 イク 199p
「風はなぜ吹く?」
「空はなぜ青い?」
「太鼓を叩くとなぜ音が出る?」こんな日常のちょっ 冊子版 978-4-7655-4480-1 2016.04
稲場秀明
（いなば・ひであき）
著
技報堂出版

とした疑問や、何気なく見過ごしている問題を、高校生程度の知識でわかるように、
なおかつ科学の原理にまで遡って解説する。

*1031875434*
あなたもできる100問解いて天気予報

地球科学、地学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎451.28 件名◎天気予報 ヤア
暖かい空気と冷たい空気はどっちが軽い? 雲はどうしてできるのか ? 初級から上級ま 142p
で、100問の練習問題を通して、天気予報に必要な知識や方法を解説。楽しみな 冊子版 978-4-7655-4474-0 2013.06
山本光義
（やまもと・みつよし）
著
技報堂出版

がら天気予報をマスターできる本。

*1031875435*
空を見上げたくなる本 お天気読みになるための10カ条

地球科学、地学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎451 件名◎気象 ヤソ 17,128p
その日の天気や明日の天気を短時間に予想してみませんか。経験がなくてもできるよ 冊子版 978-4-7655-4475-7 2013.06
山本光義
（やまもと・みつよし）
著
技報堂出版

う、観天望気による天気予想の要点をまとめた10カ条を紹介し、天気の不思議や
天気に影響する環境問題などを取り上げる。練習問題も収録。

*1031875432*
エネルギーのはなし 科学の眼で見る日常の疑問

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*
520

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*
住宅に住む、そしてそこで稼ぐ

〈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。

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◎518.8 件名◎都市計画 ■ジ
111p
冊子版 978-4-7655-2608-1 2019.01

*1031875439*
地域の素材から立ち現れる建築

〈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。

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◎518.8 件名◎都市計画 ■チ
112p
冊子版 978-4-7655-2600-5 2017.12

*1031875438*
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*
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。

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*
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協同医書出版社
エガース・片麻痺の作業療法 ―Bobath 理論による―
Ortrud Eggers
協同医書出版社

従来、理学療法の理論と技術として親しまれてきたボバース法を、作業療法の臨
床技術として応用。また伝統的なゲームや作業をうまく取り入れ、治療手段として洗
練させることで、独自の治療思想による感覚訓練技法も開発し解説する。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7639-2021-8

1986

*1030814203*
どうして普通にできないの !

「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独

医学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
こだまちの著
分類◎916 件名◎発達障害－闘病記 コ
協同医書出版社
ド 147p
違和感を抱えながら普通になろうと必死に努力しては失敗を重ね、大人になってから 冊子版 978-4-7639-4013-1 2017.04

「受動型」の自閉症であることを知った女性の手記。かつての自分を振り返り分析し、
自分なりの解釈を綴る。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 1 IP の基本と原則
藤井博之
（ふじい・ひろゆき）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP
（インタープロフェッショナル）」の教科書。IPを理解するうえで欠かすことのできな
い基本的な知識や原則を詳しく解説する。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 2 教育現場で IPを実践し学ぶ
矢谷令子
（やたに・れいこ）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）」の教科書。各専門職の養成学校の教員に向け、学校
でIPEを推進し、学生へ連携を教授する方法を解説する。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 3 はじめての IP
大嶋伸雄
（おおしま・のぶお）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）
」の教科書。学生や初学者に向け、IPや連携、チームといっ
た基本的な概念や、各専門職種の仕事内容を解説する。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 4 臨床現場で IPを実践し学ぶ
藤井博之
（ふじい・ひろゆき）
編著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）」の教科書。臨床現場で働く専門職の人に向け、周り
の専門職と一緒にIPを実践し学んでいく方法を解説する。

ラーニングシリーズ IP 保健・医療・福祉専門職の連携教育・
実践 5 地域における連携・協働事例集
吉浦輪
（よしうら・とおる）
著
協同医書出版社

保健・医療・福祉領域のさまざまな専門職の連携のために必要不可欠な概念「IP（イ
ンタープロフェッショナル）」の教科書。病院施設や地域における20の困難事例を
通して、専門職がどう対象者を理解し、協働するかを考える。

522

*1030814205*
医学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 95p
冊子版 978-4-7639-6029-0 2018.03

*1032383766*
医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 115p
冊子版 978-4-7639-6030-6 2018.03

*1032383767*
医学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 220p
冊子版 978-4-7639-6031-3 2018.03

*1032383768*
医学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 111p
冊子版 978-4-7639-6032-0 2018.03

*1032383769*
医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 ■ラ 153p
冊子版 978-4-7639-6033-7 2018.03

*1032383770*

言語聴覚士のためのパーキンソン病のリハビリテーションガ
イド 摂食嚥下障害と発話障害の理解と治療

医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
杉下周平
（すぎした・しゅうへい）
編集 福永真哉
（ふくなが・しんや）
編集
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ■
協同医書出版社
ゲ 150p
「パーキンソン病を知る」「幅広い視野で嚥下障害を診る」「新たな訓練法を学ぶ」 冊子版 978-4-7639-3056-9 2019.07

という3つのキーワードをもとに、パーキンソン病患者の摂食嚥下障害と発話障害に
対して、言語聴覚士に必要とされる知識を解説する。

言語聴覚士のための摂食嚥下リハビリテーションQ＆A
臨床がわかる50のヒント

福岡達之
（ふくおか・たつゆき）
編著
協同医書出版社

摂食嚥下リハビリテーションに携わる言語聴覚士のための臨床の手引書。言語聴
覚士が行う嚥下評価と訓練、臨床現場で経験することの多い疾患別の対応を、50
のトピックスに凝縮し、Q＆A 形式で解説する。

構音訓練に役立つ音声表記・音素表記記号の使い方 ハン
ドブック
今村亜子
（いまむら・あこ）
著
協同医書出版社

構音訓練の記録を書くときの基本的な知識をまとめる。音声表記と音素表記の違い
などを解説した、臨床の現場での疑問に答えるQ＆Aをはじめ、実践的なレポート
の例や、臨床に役立つエピソードを収録する。

失語症の認知神経リハビリテーション
カルロ・ペルフェッティ
協同医書出版社

現在、脳のリハビリテーションとして注目されている認知神経リハビリテーションの
創始者で神経内科医である著者が、失語症、そして失行症の治療に活用するた
めの理論 ベース、そして具体的な臨床技術を解説した注目のテキスト。

*1032383762*
医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 フゲ 169p
冊子版 978-4-7639-3052-1 2016.06

*1032383761*
医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎496.9 件名◎言語障害 イコ
137p
冊子版 978-4-7639-3051-4 2016.06

*1032383760*
医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7639-3055-2

2018

*1030814204*
食べることのリハビリテーション 摂食嚥下障害の多感覚的治療
本田慎一郎
（ほんだ・しんいちろう）
著
協同医書出版社

稲川良
（いながわ・りょう）
著

口腔器官、脳、環境（食べ物・他者）の関係性に焦点をあてて、摂食嚥下障害
のリハビリテーションを検討。食べることの多感覚性に目を向けて患者の病態を分析・
評価し、治療に用いていく考え方と実際を紹介する。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎491.343 件名◎摂食 ホタ 270p
冊子版 978-4-7639-3057-6 2019.11

*1032383763*
新知覚をみる・いかす 手の動きの滑らかさと巧みさを取り戻すために

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎493.73 件名◎神経病学 ナシ
臨床でセラピストが日々遭遇する動作の障害を挙げ、その知覚障害との関連を解説。 401p
また、体性感覚の神経生理学的基礎から、知覚評価、知覚障害の部位と特徴、 冊子版 978-4-7639-2145-1 2019.08
中田眞由美
（なかだ・まゆみ）
編著
協同医書出版社

清本憲太
（きよもと・けんた）
共著

知覚のリハビリテーションまでを説明する。

*1032383759*
精神疾患が合併していても身体リハビリテーションはできる!
平川淳一
（ひらかわ・じゅんいち）
編著
協同医書出版社

林光俊
（はやし・みつとし）
編著

身体リハビリテーションと精神科医療とを繫ぐ広い理解のために、毎日の臨床に役
立つ重要な必須知識をピックアップ。医療連携に欠かせない関連各科の知識、認
知症合併に対する対処法についても解説する。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ■セ
215p
冊子版 978-4-7639-1086-8 2019.06

*1032383758*
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体幹 ―座位、起立、立位のリハビリテーション―
（片麻痺を
治療する 1）
宮本 , 省三
協同医書出版社

本書はまず、「なぜ崩れるのか」を運動学や脳科学などの知見に照らして丁寧に検
証し、体幹は上肢に比しても遜色のない繊細な知覚器官であり運動器官であること
を解き明かす。そして、その巧緻な体幹の機能を再び取り戻すために必要な丁寧
な治療（訓練）の手続きと実施上の技術を詳しく述べていく。

認知症ポジティブ ! 脳科学でひもとく笑顔の暮らしとケアのコツ

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7639-1084-4

2018

*1030814201*
医学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ヤニ
認知症は忌み嫌うものではなく共生するものと発想を変えれば、認知症になっても明 326p
るく穏やかに暮らせて、介護負担も軽減できる! 認知症のイメージをネガティブから 冊子版 978-4-7639-6034-4 2019.05
山口晴保
（やまぐち・はるやす）
著
協同医書出版社

ポジティブに変えるアイデアを紹介する。

*1032383764*
臨床のなかの対話力 リハビリテーションのことばをさがす

医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
ことばが重要な役割を演じるリハビリテーション治療の現場感覚を、心理学者、セ ■リ 177,5p
ラピスト、詩人の対話による「学術と臨床のコラボレーション」で描く。人間に備 冊子版 978-4-7639-1085-1 2019.01
佐藤公治
（さとう・きみはる）
著
協同医書出版社

本田慎一郎
（ほんだ・しんいちろう）
著

わる「対話によって成長し、創造し、生きていく力」が理解できる。

*1030814202*

524

