共立出版
コンピュータリテラシ 情報処理入門 第4版

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 オコ
情報リテラシへの橋渡しを目指したコンピュータリテラシのテキスト。コンビニエン 260p
スストアをテーマとした例題により、コンピュータリテラシの能力が楽しみながら身に 冊子版 978-4-320-12444-8 2019.02
大曽根匡
（おおそね・ただし）
編著
共立出版

渥美幸雄
（あつみ・ゆきお）
著

つく。Windows 10、Office2016対応。

*1031814514*
テキストアナリティクス Statistical Text Analytics

〈統計学 One Point 10〉

総記

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
金明哲
（きん・めいてつ）
著
分類◎007.6 件名◎テキストマイニング キ
共立出版
テ 210p
テキスト分析に関わる統計的データ処理や機械学習的手法について、テキストの 冊子版 978-4-320-11261-2 2018.08

電子化から始め、テキスト分析のための事前処理、目的に合わせた分析項目の集
計方法及びそのテキストの分析方法等まで、例を用いて平易に解説する。

プログラミング言語 C ―ANSI 規格準拠―第2版 [ 訳書訂
正版 ]
B.W. カーニハン
共立出版

本書は、アメリカの標準規格として1988年末に提出されたC 言語の ANSI 規格にも
とづいて第1版を全面的に書き直した新版である。本書の付録 C の要約でもわかる
通り、ANSI 規格による変更（機能拡張）はそう大幅なものではないが、重要な改
良点を多く含んでいる。

課題解決のための情報リテラシー

*1031137162*
総記
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 978-4-320-02692-6

1994

*1031325266*
総記

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ミカ 228p
大学の新入生に向けて、専門教育科目で応用的課題に取り組めるよう、コンピュー 冊子版 978-4-320-12445-5 2018.11
美濃輪正行
（みのわ・まさゆき）
著
共立出版

谷口郁生
（たにぐち・いくお）
著

タの基本的な概念や知識、キーボードの操作など、基礎的な項目を解説する。演
習問題も収録。見返しに記事あり。

*1031533280*
画像処理の統計モデリング 確率的グラフィカルモデルとスパー

総記

スモデリングからのアプローチ 〈クロスセクショナル 統計シリーズ 8〉

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
片岡駿
（かたおか・しゅん）
著 大関真之
（おおぜき・まさゆき）
著
分類◎007.1 件名◎画像処理 ■ガ
共立出版
246p
確率的グラフィカルモデルの統計的機械学習理論について、画像処理とパターン 冊子版 978-4-320-11123-3 2018.11

認識に応用例を絞りつつ概説。スパースモデリングの理論的基盤の深化の様子を、
連続最適化問題という視点から紹介する。

計算科学講座 Computational Science and Engineering 1
計算科学のための基本数理アルゴリズム

*1031616208*
総記

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ケ
240p
基盤分野と応用展開分野の密接な連携を軸にして計算科学を体系的に解説。1は、 冊子版 978-4-320-12266-6 2019.06
金田行雄
（かねだ・ゆきお）
監修
共立出版

笹井理生
（ささい・まさき）
監修

計算科学で使われる代表的な数値計算アルゴリズムについて、その原理と特徴を
10の数学的分野を基に解説。安定性・数値誤差等も議論する。

五感を探るオノマトペ 「ふわふわ」と「もふもふ」の違いは数値化

*1032433743*
総記

できる 〈共立スマートセレクション 29〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
坂本真樹
（さかもと・まき）
著 鈴木宏昭
（すずき・ひろあき）
コーディネーター
分類◎007.1 件名◎情報処理 サゴ
共立出版
182p
オノマトペ 研究の第一人者がこれまでの研究をたどりながら、オノマトペで表される 冊子版 978-4-320-00929-5 2019.06

豊かな情報を数値化する手法を紹介。
さらに、
そのシステムを使った産業界（製造業、
医療など）での応用例も示す。

*1032433740*
525

情報マネジメント Information Management

〈未来へつなぐデジタルシリーズ 38〉
神沼靖子
（かみぬま・やすこ）
著
共立出版

大場みち子
（おおば・みちこ）
著

あらゆるレベルの学習者に向けて、情報 マネジメントに関する知識を解説した入
門書。情報マネジメントの位置付けから法・倫理まで14章で構成し、各章初めに
学習のポイントとキーワードを示し、章末には演習問題を収録する。

人工知能学大事典

ENCYCLOPEDIA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

人工知能学会編
共立出版

人工知能の基礎理論から応用事例までをテーマごとに章分けし、そのテーマに関
係する項目を可能な限りストーリーをもって収録した事典。最近注目されている技術
や概念だけでなく、かつて注目された事項についても取り上げる。

こころを科学する 心理学と統計学のコラボレーション

〈クロスセクショナル 統計シリーズ 9〉
大渕憲一
（おおぶち・けんいち）
編著
共立出版

照井伸彦
（てるい・のぶひこ）
ほか編

心の持ち方は健康と寿命に影響するのか。自由意志はどこまで自由か。民族紛争
の解決は不可能なのか。人の「こころ」に関する興味深い7つのテーマを取り上げ、
その真実性を検証した実証研究の成果を紹介する。

政策情報論

An Introduction to Policy Sciences with Information Studies

佐藤慶一
（さとう・けいいち）
著
共立出版

大学生を対象に、社会や政策のことを学び、自分の興味関心をベースにした政策
リサーチを考えることを狙いとした入門書。グローバル化・情報化の潮流や政策とデー
タの関わりなどを説明し、政策科学の基礎や展開を解説する。

犯罪捜査のためのテキストマイニング

文章の指紋を探り, サイバー犯罪に挑む計量的文体分析の手法

財津亘
（ざいつ・わたる）
著
共立出版

金明哲
（きん・めいてつ）
監修

テキストマイニングの基礎知識から、犯罪者プロファイリングを想定した性別・年
齢層の推定、犯罪捜査に適応する可能性まで、近年の国内外のテキストマイニン
グ法を用いた法科学に関連する研究の成果を、平易にまとめる。

複雑系としての経済・社会 〈複雑系叢書 3〉
早稲田大学複雑系高等学術研究所編
共立出版

複雑系の視点から経済・社会を論じる5編の論文を収録。内部状態を持った個体
が集まってできた系の集団的・統計的性質に着目し、各個体の情報からいかに集
団を特徴づけ、いかに新たな集団的性質を発見するかという問いを示す。

総記
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.5 件名◎情報管理 ■ジ
213p
冊子版 978-4-320-12358-8 2019.01

*1031670313*
総記
同時アクセス1 141,900円 + 税
同時アクセス3 212,850円 + 税
分類◎ R007.13 件名◎人工知能－便覧
■ジ 1579p
冊子版 978-4-320-12420-2 2017.07

*1031537729*
心理学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎140.7 件名◎心理学 オコ 221p
冊子版 978-4-320-11125-7 2019.03

*1031873829*
社会科学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎301 件名◎政策科学 サセ 233p
冊子版 978-4-320-09647-9 2019.04

*1031873832*
政治
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎317.75 件名◎犯罪捜査 ザハ
223p
冊子版 978-4-320-12442-4 2019.01

*1031670312*
経済
同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎331.16 件名◎経済学 ■フ
146p
冊子版 978-4-320-03447-1 2019.04

*1031983448*
保険数理と統計的方法 〈理論統計学教程 従属性の統計理論〉

経済

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎339.1 件名◎保険数学 シホ
保険数理の理論を古典論から現代的リスク理論までの変遷と共に概観。実学の面 367p
もおろそかにせず、それらの統計的問題と対処法に対しても保険数理という文脈で 冊子版 978-4-320-11351-0 2018.10
清水泰隆
（しみず・やすたか）
著
共立出版

一定の方法論を与えることで、より実践に活かせるよう解説する。

*1031533278*
526

Mathematicaによるテンソル 解析
Tensor Analysis Using Mathematica

数学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
野村靖一
（のむら・せいいち）
著
分類◎414.7 件名◎テンソル－データ処
共立出版
理 ノマ 259p
理 工 学 分 野 で 広く使 わ れ ているテンソル 解 析 の 効 率 的 処 理 手 法として 冊子版 978-4-320-11379-4 2019.06

Mathematica の使用を提唱し、主に連続体力学に例をとり解説。材料の中に物
理定数の異なる介在物がある場合の材料の物理場を扱う。

Wonderful R 4 自然科学研究のための R 入門

*1032433741*
数学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学－データ
データ分析とR/RStudio の魅力を伝えるシリーズ。自然科学研究におけるRを使っ 処理 ■ワ 224p
たデータ解析から、RStudio や RMarkdownを用いて再現可能なレポートを作成 冊子版 978-4-320-11244-5 2018.10
石田基広
（いしだ・もとひろ）
監修
共立出版

市川太祐
（いちかわ・だいすけ）
ほか編集

する方法までを事例を交えて解説する。

*1031434049*
オイラーの難問に学ぶ微分方程式 Studying Differential
Equations Through Euler's Difficult Problems

高瀬正仁
（たかせ・まさひと）
著
共立出版

オイラーの解析学三部作の一つ「積分計算教程」の内容は、微分方程式の解
法理論となっていて、形状も複雑なうえに非常に難解なものも数多く含まれている。
オイラーの難問を通して、微分方程式を解説する。

ゲームで大学数学入門 スプラウトからオイラー・ゲッターまで

数学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎413.6 件名◎微分方程式 タオ
216p
冊子版 978-4-320-11342-8 2018.09
DL不可

*1031274444*
数学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎410 件名◎数学 ヤゲ 137p
ゲームという切り口から大学の数学科で勉強する数学を覗いてみよう! ローテク・ゲー 冊子版 978-4-320-11344-2 2018.12
安田健彦
（やすだ・たけひこ）
著
共立出版

ムや著者オリジナルのゲームも対象に、数学の抽象的理論とゲームとの思いがけ
ない関係から、一味違った数学の面白さを味わえる一冊。

*1031616205*
ファジィ時系列解析 〈統計学 One Point 8〉

数学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎417.6 件名◎時系列 ワフ 101p
時系列解析およびファジィ理論の入門書。時系列解析を扱い、ファジィシステムを 冊子版 978-4-320-11259-9 2018.07
渡辺則生
（わたなべ・のりお）
著
共立出版

応用した非線形モデルについて解説する。さらに、非定常過程への応用として、ファ
ジィ
トレンドモデルも紹介する。

*1030990115*
ベクトル 解析入門 初歩からテンソルまで
壁谷喜継
（かべや・よしつぐ）
著
共立出版

川上竜樹
（かわかみ・たつき）
著

理工学系大学の学部2年次の学生に向けて、3次元空間内の曲線と曲面の幾何
学的性質、物理学を理解する上で必要なベクトル値関数の微積分、初歩的なテ
ンソル計算とそれらの物理学への応用を解説。章末問題も収録。

数学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎414.7 件名◎ ベクトル カベ 229p
冊子版 978-4-320-11375-6 2019.03

*1031873828*
ルベーグ積分要点と演習
相川弘明
（あいかわ・ひろあき）
著
共立出版

小林政晴
（こばやし・まさはる）
著

ルベーグ積分の基礎にスピーディーに到達するテキスト。ルベーグ測度の構成、
フビニの定理、可測性などの進んだ内容も解説する。理解が深まる演習問題を豊
富に掲載し、独習者のために解答例を付す。

数学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎413.4 件名◎ルベーグ積分 アル
244p
冊子版 978-4-320-11341-1 2018.09
DL不可

*1031274445*
527

位相のあたま

数学

石川剛郎
（いしかわ・ごうお）
著
共立出版

気軽に読める位相の入門書。極限やエプシロン・デルタ論法、開集合など、位
相の最初に学ぶべき項目をわかりやすく解説する。理解度を確認できる演習問題、
コラムも収録。

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎415 件名◎位相数学 イイ 204p
冊子版 978-4-320-11346-6 2018.11

*1031533277*
確率変数の収束と大数の完全法則 少しマニアックな確率論入門
服部哲弥
（はっとり・てつや）
著
共立出版

大数の完全法則をテーマとした解析的確率論の特徴的な入門書。確率変数列の
収束の定義の差異など、確率論の基礎事項を随所に配置。後半ではグリヴェンコ・
カンテリの定理の証明の完全収束版を単調関数値に一般化して紹介する。

数学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎417.1 件名◎確率論 ハカ 173p
冊子版 978-4-320-11350-3 2019.02

*1031814513*
経営系学生のための基礎統計学 改訂版
塩出省吾
（しおで・しょうご）
著
共立出版

今野勤
（こんの・つとむ）
著

難しい数学は使わなくても理解できるよう工夫した統計学のテキスト。高校数学の復
習プラスアルファとして集合、順列・組み合わせや確率、および、簡単な確率分
布を説明するほか、統計分析の手法も解説する。章末問題も収録。

数学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 シケ
144p
冊子版 978-4-320-11374-9 2019.01

*1031670311*
経済系のための微分積分

Elementary Calculus for Economics
西原健二
（にしはら・けんじ）
著
共立出版

増補版

瀧澤武信
（たきざわ・たけのぶ）
著

経済などの社会科学系学生のための微分法と積分法の教科書。微分法では極値
問題と制約条件付極値問題を、積分法では確率分布について確率密度関数を確
認することを目標に解説。準凸関数と準凹関数に関する性質を加えた増補版。

計算機代数の基礎理論

数学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎413.3 件名◎微分学 ■ケ 288p
冊子版 978-4-320-11338-1 2018.09
DL不可

*1031137160*
数学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎418.1 件名◎数値計算－データ
計算機の発達と普及、そして進化に伴って、様々な分野において必須のツールとなっ 処理 ■ケ 237p
て来ている計算機代数（数式処理）。その基礎理論を、最新の研究成果を含め 冊子版 978-4-320-11373-2 2019.03
長坂耕作
（ながさか・こうさく）
編著
共立出版

岩根秀直
（いわね・ひでなお）
編著

て詳説する。

*1031983446*
計算代数統計 グレブナー基底と実験計画法
〈統計学 One Point 9〉
青木敏
（あおき・さとし）
著
共立出版

計算代数統計を初めて学ぶ人のための入門書。線型代数の基礎知識を学んでい
る読者を想定し、豊富な例題を通して、計画、交絡、識別性などの統計学の概念
を、代数幾何的に扱う方法を解説する。

原場面に着目した数学的モデリング能力に関する研究

フッサール 現象学の方法と応用反応分析マップを援用して
松嵜昭雄
（まつざき・あきお）
著
共立出版

原場面に着目した数学的モデリング能力を特定するために、中後期フッサール現
象学の方法のうち、志向性と「ノエシス－ノエマ」 構造に注目する。さらに、応
用反応分析マップを用いて、数学的モデリングの実際を追跡する。

528

数学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 アケ
167p
冊子版 978-4-320-11260-5 2018.08

*1030990116*
数学
同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 21,285円 + 税
分類◎410.7 件名◎数学教育 マゲ
177p
冊子版 978-4-320-11343-5 2018.09

*1031340538*

高次元の統計学 〈統計学 One Point 11〉
青嶋誠
（あおしま・まこと）
著
共立出版

矢田和善
（やた・かずよし）
著

高次元ならではの新しいアイディアに基づいて、理論と方法論が構築されている「高
次元統計解析」の入門書。高次元データ特有の幾何学的表現など、高次元統
計解析の基本的な考え方を解説する。

数学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 アコ
110p
冊子版 978-4-320-11263-6 2019.04

*1032310358*
最良母集団の選び方 〈統計学 One Point 13〉

数学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 タサ
複数の選択肢（母集団）からデータをもとに最適なものを選択する統計手法を紹介。 195p
最良母集団を選択する問題をはじめ、様々な選択問題を取り上げ、例題を交えな 冊子版 978-4-320-11264-3 2019.05
高田佳和
（たかだ・よしかず）
著
共立出版

がら選択方法とその使い方を解説する。演習問題も掲載。

*1032310360*
時空間統計解析 〈理論統計学教程 従属性の統計理論〉

数学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 ヤジ
自然科学から人文・社会科学に至るまで広範囲の応用を持ち、“ 究極の統計科学 ” 256p
ともいえる「時空間統計解析」。その様々なモデルの性質および推測理論について、 冊子版 978-4-320-11352-7 2019.05
矢島美寛
（やじま・よしひろ）
著
共立出版

田中潮
（たなか・うしお）
著

数学的に厳密性を犠牲にせず平易に解説する。

*1032310361*
常微分方程式とロトカ・ヴォルテラ方程式

Ordinary Differential Equations and Lotka‐Volterra Equations

数学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎413.62 件名◎常微分方程式 コ
ジ 289p
微分積分と線形代数を習得した理工系の学生に向けて、微分方程式の初等解法 冊子版 978-4-320-11348-0 2018.10
今隆助
（こん・りゅうすけ）
著
共立出版

竹内康博
（たけうち・やすひろ）
著

と定性理論、およびそれらのロトカ・ヴォルテラ方程式への応用を解説する。各章
に章末問題も掲載。

数学リテラシー Mathematics Literacy

*1031434048*
数学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎410 件名◎数学 タス 197p
高校数学と大学数学の間の大きなギャップの解消（高大接続）を目的としたテキス 冊子版 978-4-320-11349-7 2018.12
竹内潔
（たけうち・きよし）
著
共立出版

久保隆徹
（くぼ・たかゆき）
著

ト。「空間図形」「行列と一次変換」だけでなく、「集合と写像」「イプシロン・デ
ルタ論法」など初学者にとって敷居の高い項目もていねいに説明。

*1031616204*
数値線形代数の数理とHPC 〈シリーズ 応用数理 第6巻〉
日本応用数理学会監修
共立出版

櫻井鉄也
（さくらい・てつや）
編

応用数理分野の基礎となる線形計算の理論から、スーパーコンピュータ上で理論
を実用化する並列化手法や計算機実装までをカバー。第一線の研究者が、基礎
から最新の研究までを解説する。

数学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎411.3 件名◎線型代数学 ■ス
313p
冊子版 978-4-320-01955-3 2018.08

*1031137161*
正則関数 〈数学のかんどころ‐ここがわかれば数学はこわくない !‐36〉

数学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎413.52 件名◎複素関数 アセ
複素関数論の中で重要な役割を果たす関数の1つである正則関数について、基礎 183p
からグリーンの公式、一致の定理といった様々なトピック、発展的内容まで丁寧に 冊子版 978-4-320-11077-9 2018.12
新井仁之
（あらい・ひとし）
著
共立出版

解説する。さらに深い領域の学習への橋渡しにも配慮。

*1031616206*
529

線形代数セミナー 射影 , 特異値分解 , 一般逆行列
金谷健一
（かなたに・けんいち）
著
共立出版

線形空間における射影という概念をとりあげ、それを用いて、スペクトル分解、特
異値分解、一般逆行列を記述。また応用として、連立1次方程式の最小2乗解、
ベクトルの確率分布、空間の当てはめなどを解説する。問題付き。

数学
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎411.3 件名◎線型代数学 カセ
150p
冊子版 978-4-320-11340-4 2018.07
DL不可

*1030990114*
点過程の時系列解析 〈統計学 One Point 14〉
近江崇宏
（おおみ・たかひろ）
著
共立出版

野村俊一
（のむら・しゅんいち）
著

点過程の時系列解析について、基礎的な理論から実データ解析までを体系的に解
説。点過程の時系列に関するデータ解析手法や、最近の論文を読む上での基礎
知識が身につく。

数学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎417.6 件名◎時系列 オテ 156p
冊子版 978-4-320-11265-0 2019.06

*1032433742*
平均曲率流 部分多様体の時間発展
小池直之
（こいけ・なおゆき）
著
共立出版

界面の内側、外側の物理的状態によらない界面の形状のみに依存する界面運動
方程式の代表例として知られる平均曲率流方程式。微分幾何学の視点から平均
曲率流を解説する。

数学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎414.7 件名◎曲面 コヘ 365p
冊子版 978-4-320-11376-3 2019.04

*1031983447*
有理型関数 〈数学のかんどころ‐ここがわかれば数学はこわくない !‐37〉
新井仁之
（あらい・ひとし）
著
共立出版

有理型関数の「実変数関数の積分の計算」「基本的ないくつかの定理」「有理
型関数の応用例」「有理拡張」の4項目に焦点を絞り解説。z 変換と有理型関数
の関連や、正則関数の無限積なども取り上げる。

数学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎413.52 件名◎複素関数 アユ
170p
冊子版 978-4-320-11390-9 2018.12

*1031616207*
熱の理論 お熱いのはお好き

物理学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎426.5 件名◎熱力学 オネ 305p
物理学の土台の1つ、熱力学の基礎から宇宙への応用までを、相対論的熱力学を 冊子版 978-4-320-03606-2 2018.08
太田浩一
（おおた・こういち）
著
共立出版

取り上げて丁寧に解説。宇宙背景輻射とブラックホールに適用した相対論的熱力
学も取り上げ、演習問題も多数収録する。

*1030990117*
放射線物理学 〈診療放射線基礎テキストシリーズ 2〉

物理学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎429.4 件名◎放射線 ■ホ 173p
診療放射線技師を目指す学生に向けた「放射線物理学」のテキスト。基礎とな 冊子版 978-4-320-06188-0 2019.03
鬼塚昌彦
（おにずか・よしひこ）
著
共立出版

椎山謙一
（しいやま・けんいち）
著

る重要項目を簡潔に解説し、章末には豊富な演習問題を収録する。2020年から実
施される国家試験の出題基準に準拠。

*1031873831*
化学概論 物質の誕生から未来まで

化学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■カ 188p
大学初年次の基礎化学あるいは一般化学の教科書。物質の誕生と変化の歴史を、 冊子版 978-4-320-04492-0 2018.09
岩岡道夫
（いわおか・みちお）
著
共立出版

藤尾克彦
（ふじお・かつひこ）
著

「原子の誕生」「物質の誕生」「物質の変化」「生命の誕生」「人類の誕生」「未
来の化学」という順序でたどる。見返しに元素の周期表あり。

DL不可

*1031274446*
530

基礎化学実験 第2版増補
京都大学大学院人間・環境学研究科化学部会編
共立出版

大学初年次における化学実験授業のための書。学生が1人で行える「無機定性
分析実験」「容量分析実験」「有機化学実験」を配し、実験手順を具体的に記
述する。手順動画が見られるQRコード付き。見返しに常用対数表等を掲載。

化学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎432 件名◎化学－実験 ■キ
188p
冊子版 978-4-320-04494-4 2019.04

*1031983449*
基礎高分子科学 BASIC POLYMER SCIENCE 改訂版

化学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎431.9 件名◎高分子化学 ■キ
高分子科学がもつ広範な内容を、基礎的な観点から、かつ統一的な視野に立って 373p
理解できるよう、高分子科学の現在の姿を正確かつ簡潔に、体系的にまとめたテキ 冊子版 978-4-320-04493-7 2018.10
妹尾学
（せのお・まなぶ）
監修
共立出版

澤口孝志
（さわぐち・たかし）
著

スト。内容を全面的に書き改めた改訂版。

*1031434051*
原子核から読み解く超新星爆発の世界

The puzzle of supernova explosions unraveled by nuclear
physics 〈基本法則から読み解く物理学最前線 21〉

住吉光介
（すみよし・こうすけ）
著
共立出版

原子核スケールから超新星爆発メカニズムについて解説したテキスト。超新星を
理解するための基本知識を説明するとともに、各々の物理過程が役割を果たし、そ
れらの総合として超新星爆発が起きていることを解き明かす。

現代物理学が描く宇宙論

Frontiers of Physics：Relativity,Quantum Theory,and Cosmology

真貝寿明
（しんかい・ひさあき）
著
共立出版

「人類は宇宙をどこまで理解できているのか」という点を主軸として、宇宙全体の構
造や歴史を知る宇宙論について、歴史的・物理的な側面からわかりやすく解説する。
トリビア的なコラム、章末問題も収録。見返しに周期表等あり。

天体画像の誤差と統計解析 〈クロスセクショナル統計シリーズ 7〉
市川隆
（いちかわ・たかし）
著
共立出版

田中幹人
（たなか・みきと）
著

統計学の基本を、天体観測のデータによる具体的な例を用いて説明。光と赤外線
で画像として得られる情報とノイズ、さらに画像から抽出される天体情報の統計的
処理について解説する。R や Pythonを用いた解析方法も掲載。

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎443.5 件名◎超新星 スゲ 204p
冊子版 978-4-320-03541-6 2018.10

*1031434050*
天文学、宇宙科学
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎443.9 件名◎宇宙論 シゲ 231p
冊子版 978-4-320-03605-5 2018.09

*1031137163*
天文学、宇宙科学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎442 件名◎天体観測 イテ 185p
冊子版 978-4-320-11124-0 2018.10

*1031340539*
地球・環境・資源 地球と人類の共生をめざして 第2版

地球科学、地学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎450 件名◎地球 ■チ 206p
地球温暖化・資源問題は全人類に関わる解決しなければならない喫緊の課題であ 冊子版 978-4-320-04734-1 2019.03
内田悦生
（うちだ・えつお）
編
共立出版

高木秀雄
（たかぎ・ひでお）
編

る。この課題を地球科学の立場から理解し、地球と人類が永遠に共生する足がか
りとなることを目指す。

*1031814515*
地球内部の物質科学 〈現代地球科学入門シリーズ 13〉

地球科学、地学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎450.12 件名◎地球物理学 オチ
近年著しく発展している「地球内部の物質科学」について、その理解に必要な基 166p
礎知識を詳説。重要な関係式については、その導出過程を含めて丁寧に説明する。 冊子版 978-4-320-04721-1 2018.09
大谷栄治
（おおたに・えいじ）
著
共立出版

新たに発展が期待される地球ニュートリノ研究も取り上げる。

DL不可

*1031137164*
531

デイビス・クレブス・ウェスト行動生態学

動物学

同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 43,560円 + 税
分類◎481.7 件名◎動物生態学 ■デ
動物の行動を観察することで見えてくる、自然淘汰と進化の本質。多様な観察例と 557p
迫力ある写真で、行動生態学の現状と展望を俯瞰。微生物からライオンまで、動 冊子版 978-4-320-05733-3 2015.03
Nicholas B.Davies 著
共立出版

John R.Krebs 著

物の行動に関する疑問に答える、行動生態学のバイブル。

*1031866393*
社会の起源 動物における群れの意味

〈ブレインサイエンス・レクチャー 6〉
菊水健史
（きくすい・たけふみ）
著
共立出版

市川眞澄
（いちかわ・ますみ）
編

動物における群れの形態と機能を紹介。さらに群れに関連した行動を制御する神
経系と内分泌系の役割を述べるとともに、ヒトの社会について行動認知的な知見も
交え、生物神経科学的、進化的に洞察する。

カプラン・マイヤー法 生存時間解析の基本手法

〈統計学 One Point 12〉
西川正子
（にしかわ・まさこ）
著
共立出版

「イベント」 発現までの時間の経時的な発現 / 非発現状況の分布を要約し、生存
関数を推定する方法として広く用いられている「カプラン・マイヤー法」について、
初学者にもわかるように、つまずきやすい要点などを丁寧に解説。

医用工学 〈診療放射線基礎テキストシリーズ 1〉

動物学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎481.71 件名◎動物生態学 キシ
143p
冊子版 978-4-320-05796-8 2019.04

*1032310362*
医学
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎490.19 件名◎生存時間 ニカ
182p
冊子版 978-4-320-11262-9 2019.04

*1032310359*
医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎492.8 件名◎医用生体工学 ■イ
診療放射線技師を目指す学生に向けた「医用工学」のテキスト。基礎となる重 193p
要項目を簡潔に解説し、章末には豊富な演習問題を収録する。2020年から実施さ 冊子版 978-4-320-06187-3 2019.03
富永孝宏
（とみなが・たかひろ）
著
共立出版

坂本重己
（さかもと・しげみ）
著

れる国家試験の出題基準に準拠。

*1031873830*
X 線 CT 産業・理工学でのトモグラフィー実践活用

技術、工学

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

までをカバーする。

*1031814517*
建築修復学 論より実践 〈造形ライブラリー 08〉

建築学

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

する。

*1031983450*
造形力学 〈造形ライブラリー 07〉

建築学

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

梁、座屈までを、図や式とともに解説する。国際単位系も掲載。

DL不可

*1031274447*
532

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

阿波屋義照
（あわや・よしてる）
著

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

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

*1031340541*
無人航空機入門 ドローンと安全な空社会

機械工学

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

米子自動車学校監修

る経験も盛り込んで解説。気になるワード等をまとめたコラムも収録。

*1031670314*
流体機械 基礎理論から応用まで
山本誠
（やまもと・まこと）
著
共立出版

太田有
（おおた・ゆたか）
著

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

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

*1031533281*
Advancedコンピュータネットワーク
Advanced Computer Networks

電気工学

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

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

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

大坪克俊
（おおつぼ・かつとし）
著

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

*1031533279*
電気工学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎548.7 件名◎シミュレーション ヤシ
209p
冊子版 978-4-320-08226-7 2018.09

*1031340542*
デジタル 信号処理の基礎 例題とPythonによる図で説く
岡留剛
（おかどめ・たけし）
著
共立出版

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

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

*1031274448*
走査透過電子顕微鏡の物理

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

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

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

*1030990118*
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森林と菌類 〈森林科学シリーズ 10〉
升屋勇人
（ますや・はやと）
編
共立出版

生物多様性研究や森林生態学であまり扱われてこなかった菌類に焦点を当てる。
森林と菌類の関係を俯瞰し、森林利用、林業以外の人為的影響、気候変動が菌
類へ及ぼす影響、菌類が森林へ及ぼす影響について解説。

林業
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎653.17 件名◎森林生態学 ■シ
307p
冊子版 978-4-320-05826-2 2018.10

*1031340540*
森林と文化 森とともに生きる民俗知のゆくえ 〈森林科学シリーズ 12〉
蛯原一平
（えびはら・いっぺい）
編
共立出版

齋藤暖生
（さいとう・はるお）
編

日本国内および海外の様々な森林地帯に暮らす人々の社会を対象に、民俗知の現
代的なあり方について紹介。その上で、森林地帯が抱える社会・環境問題との関
わりを考察し、新たな森と人との関係性を考えていくための視座を探る。

林業
同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎650.4 件名◎森林 ■シ 288p
冊子版 978-4-320-05828-6 2019.05

*1032433744*
森林と野生動物 〈森林科学シリーズ 11〉
小池伸介
（こいけ・しんすけ）
編
共立出版

山浦悠一
（やまうら・ゆういち）
編

森林と動物、人間をめぐる関係について概説した上で、林業の加害獣として扱われ
る野ネズミ類、ニホンジカ、ツキノワグマ 等の現状と変遷を紹介。農地・都市・
島嶼の野生動物問題、これからの野生動物管理についても説明する。

林業
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎654.8 件名◎鳥獣害 ■シ 277p
冊子版 978-4-320-05827-9 2019.02

*1031814516*
葉を見て枝を見て 枝葉末節の生態学

〈共立スマートセレクション 28〉
菊沢喜八郎
（きくざわ・きはちろう）
著
共立出版

巌佐庸
（いわさ・よう）
コーディネーター

葉の寿命の問題に取り組んできた著者が、自分なりの解答（仮説）を見出すとともに、
それを、常緑性・落葉性など様々な応用問題に適応したことを、ノンフィクション風
に解説する。

とある弁当屋の統計技師
（データサイエンティスト） 3
女子高生乱子によるベイズ 統計学入門講座

石田基広
（いしだ・もとひろ）
著
共立出版

石田和枝
（いしだ・かずえ）
著

嫌がらせメールの差出人をベイズ統計で探り当てる!? 「とある弁当屋」を舞台に、
新米データサイエンティストが奮闘する物語を通して、人工知能や機械学習等で
も重要な、統計で必須の知識・ベイズ統計学をやさしく解説する。
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林業
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎653.12 件名◎樹木 キハ 149p
冊子版 978-4-320-00928-8 2018.10

*1031434052*
商業
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング イト
182p
冊子版 978-4-320-11345-9 2019.02

*1031670310*

杏林書院
音楽療法を知る その理論と技法
宮本啓子
（みやもと・けいこ）
編著
杏林書院

二俣泉
（ふたまた・いずみ）
編著

音楽療法とはどのような治療法か、または健康法であるかを専門の音楽療法士がわ
かりやすく解説。代表的なアプローチや多様な対象への実践例を紹介する。『保
健の科学』連載をもとに書籍化。

心理学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎146.8 件名◎音楽療法 ■オ
205p
冊子版 978-4-7644-0532-5 2014.04

*1031843643*
音楽療法士サバイバル・ブック 幸福な職業生活のための10章
二俣泉
（ふたまた・いずみ）
著
杏林書院

著者が音楽療法の先輩・同僚から学び、また、著者自身が体験から学んだ音楽
療法士の「職業人としてのサバイバルのコツ」、そして「職業生活を通して幸福
になるコツ」を記す。

心理学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎146.8 件名◎音楽療法 フオ
147p
冊子版 978-4-7644-0534-9 2015.08

*1031843644*
医療通訳と保健医療福祉 すべての人への安全と安心のために
李節子
（り・せつこ）
編著
杏林書院

医療通訳は、なぜ必要なのか。医療通訳はどんなことをするのか。いま、日本での
医療通訳の取り組みはどうなっているのか－。保健医療福祉の専門職者らが、医
療通訳の理念、必要性、取り組みといった医療通訳の基本を解説する。

社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.9 件名◎医療社会事業 リイ
177p
冊子版 978-4-7644-0535-6 2015.08

*1031843645*
子どもをじょうぶに育てる 歩育のすすめ
宮下充正
（みやした・みつまさ）
著
杏林書院

谷内迪子
（やち・みちこ）
著

ウォーキングの実践を通して、子ども達の “ 生きていく力 ”を育む「歩育」の本。乳
児のウォーキング、石川県における「歩育」の展開、調査研究事業からみる「歩
育」の可能性などを紹介する。

教育
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎498.35 件名◎ウォーキング ■コ
84p
冊子版 978-4-7644-1590-4 2016.08

*1031843665*
幼児のからだとこころを育てる運動遊び

元気に育てちびっ子たち!

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◎376.157 件名◎幼児教育 ■ヨ
157p
現代の幼児を取り巻くさまざまな課題を科学的に検証し、幼児期における
「運動遊び」 冊子版 978-4-7644-1132-6 2012.06

出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

宮口和義
（みやぐち・かずよし）
編著

の重要性および指導法について、子どもの発育と発達をふまえて、実践例をあげな
がら解説する。

幼児のからだを測る・知る 測定の留意点と正しい評価法

*1031843651*
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◎376.14 件名◎幼児教育 ■ヨ
幼児の体力や運動能力を正しく把握するための測定方法と測定値の評価について 150p
平易に解説。測定対象あるいは測定の必要性や基本事項、測定現場における具 冊子版 978-4-7644-1124-1 2011.09

出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

村瀬智彦
（むらせ・ともひこ）
編著

体的な留意点などを示す。

*1031843649*
Q＆Aですらすらわかる体内時計健康法

時間栄養学・時間運動学・時間睡眠学から解く健康
田原優
（たはら・ゆう）
著
杏林書院

柴田重信
（しばた・しげのぶ）
著

体内時計をリセットする朝ごはんの内容とは? 体内時計の異常は健康・寿命と関係
する? 哺乳類の体内時計をメインに、体内時計の基礎、さらに臨床応用を目指し
た最新の基礎研究を、Q＆A 形式でわかりやすく紹介。

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◎498.3 件名◎健康法 タキ 175p
冊子版 978-4-7644-1183-8 2017.12

*1031843659*
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基礎から学ぶ発育発達のための身体活動

元気な子どもを育む確かな根拠
田中千晶
（たなか・ちあき）
著
杏林書院

活動的で元気な子どもの発育発達において、運動・スポーツだけでは捉えきれない
身体活動がいかに大切かを、国内外の研究結果に基づいた最新のエビデンスを
用いて紹介する。

在日外国人の健康支援と医療通訳 誰一人取り残さないために
李節子
（り・せつこ）
編著
杏林書院

在日外国人の健康支援に必要な基礎的知識を紹介し、支援における「言葉の壁」
への対応と医療通訳の活用方法を理解できる最良実践 モデルを掲載。在日外国
人に関する保健師助産師看護師国家試験の問題を解くためのカギも解説。

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◎498.7 件名◎小児衛生 タキ
180p
冊子版 978-4-7644-1205-7 2019.10

*1031843662*
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 件名◎医療 リザ 198p
冊子版 978-4-7644-0539-4 2018.09

*1031843647*
身体活動・座位行動の科学 疫学・分子生物学から探る健康

医学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎498 件名◎公衆衛生 ■シ 257p
身体活動疫学を網羅した、生活習慣病・介護予防に必読の書。座位行動の生理・ 冊子版 978-4-7644-1176-0 2016.09
熊谷秋三
（くまがい・しゅうぞう）
編集
杏林書院

田中茂穂
（たなか・しげほ）
編集

分子生物学を詳説し、運動によるメンタルヘルスアップについて解説。日本人の
健康づくりに適した運動メニューも紹介する。

*1031843658*
地域高齢者のための転倒予防 転倒の基礎理論から介入実践まで

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎493.185 件名◎老人医学 ■チ
高齢者の転倒・骨折は日常生活自立度を著しく損なわせ、寝たきりの直接的原因と 229p
なる。健康・スポーツ科学領域においてアプローチする地域高齢者に対する転倒 冊子版 978-4-7644-1129-6 2012.03
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

佐藤進
（さとう・すすむ）
編著

予防に焦点を当て、これまでの転倒関連研究の知見をまとめる。

*1031843650*
地域保健の原点を探る

戦後日本の事例から学ぶプライマリヘルスケア

中村安秀
（なかむら・やすひで）
編著
杏林書院

石川信克
（いしかわ・のぶかつ）
ほか著

結核対策、生活改良普及員、離島の開業助産婦、母子保健…。戦後日本の地
域保健の発展について、貧困と人材不足の中で工夫した先人たちの知恵に学ぶこ
とにより、途上国への応用可能性を考える。

熱中症の現状と予防 さまざまな分野から予防対策を見つけ出す

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◎498.021 件名◎医療－日本 ナチ
185p
冊子版 978-4-7644-0538-7 2018.07

*1031843646*
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◎493.19 件名◎熱中症 サネ 166p
熱中症の最近の発生実態と科学的根拠にもとづく予防対策の考え方と進め方をまと 冊子版 978-4-7644-0533-2 2015.07
澤田晋一
（さわだ・しんいち）
編著
杏林書院

三宅康史
（みやけ・やすふみ）
ほか著

めたもの。熱中症の基礎知識はもちろん、運動時や学校での対策、住環境や衣服
との関係、高齢者や子どもに視点を当てた分析などを取り上げる。

*1031843642*
脳の働きをまもるウォーキングのすすめ

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◎498.35 件名◎ウォーキング ミノ
終生歩き続ける能力を保持するためには、ウォーキングの新しいあり方を定着させな 113p
ければならない。“ 脳の働き”と中高年齢者の健康を目指したウォーキングの実践の 冊子版 978-4-7644-1594-2 2019.01
宮下充正
（みやした・みつまさ）
著
杏林書院

必要性を、多彩なデータを用いながら詳説する。

*1031843666*
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歩行のニューロリハビリテーション

歩行再獲得のための理論と臨床

第2版

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
中澤公孝
（なかざわ・きみたか）
著
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
杏林書院
ナホ 181p
歩行機能の再獲得をめざしたニューロリハビリテーションの理論的基盤である、中 冊子版 978-4-7644-0073-3 2019.10

枢神経の可塑性とヒトの直立二足歩行に関する神経科学の最新知見をまとめた理
論書。関連研究の進歩を受けて、新たな内容を書き加えた第2版。

スポーツ・エネルギー学序説 A Trial in Sport Bioenergetics
金子公宥
（かねこ・まさひろ）
著
杏林書院

スポーツ（身体運動）にかかわるエネルギーがどのように運動成果と結びつくのか
を研究する「スポーツ・エネルギー学」。エネルギーと人とのかかわりや、筋力学
の展開、種々スポーツ種目のエネルギー測定事例等について解説。

*1031843641*
スポーツ、体育
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎780.193 件名◎運動生理学 カス
236p
冊子版 978-4-7644-1121-0 2011.09

*1031843648*
健康・スポーツ科学における運動処方としての水泳・水中運動
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

佐藤進
（さとう・すすむ）
ほか編著

水泳・水中運動と健康づくりに関する科学的・学術的見地から実践的内容までを盛
り込んだテキスト。水泳・水中運動が身体にもたらす効果や、目的別運動処方の
実際などを解説するほか、役立つアクアギアも紹介する。

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎785.2 件名◎水泳 ■ケ 225p
冊子版 978-4-7644-1175-3 2016.09

*1031843657*
健康・スポーツ科学のための Rによる統計解析入門
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

山次俊介
（やまじ・しゅんすけ）
編著

健康・スポーツ科学領域の統計解析を全てカバーする無料の統計解析ソフト・R
を用いた記述統計・推測統計に関する統計解析の方法を解説。解析結果の解釈
の仕方、図表によるまとめ方も紹介する。

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎780.1 件名◎体育統計－データ
処理 ■ケ 242p
冊子版 978-4-7644-1142-5 2013.08

*1031843654*
健康・スポーツ科学のための卒業論文 / 修士論文の書き方

スポーツ、体育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎780.7 件名◎スポーツ－研究法
健康・スポーツ科学領域の学部、修士課程学生が卒業論文や修士論文を進める デケ 183p
うえでの考え方、科学的研究に関する基礎的な知識、論文作成の基本的な決まり 冊子版 978-4-7644-1162-3 2015.06
出村愼一
（でむら・しんいち）
著
杏林書院

山次俊介
（やまじ・しゅんすけ）
著

ごとなどをまとめる。

*1031843655*
健康・スポーツ科学のための調査研究法

スポーツ、体育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎780.7 件名◎スポーツ－研究法
健康・スポーツ科学分野を専攻する学生や研究者に向けて、量的・質的調査研 ■ケ 214p
究法など調査研究に関わる研究手法について概説。さらに、これらの研究手法を 冊子版 978-4-7644-1150-0 2014.02

出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

山下秋二
（やました・しゅうじ）
編著

用いた研究事例を紹介する。調査を研究として成立させるための指南書。

*1031843653*
健康・スポーツ科学のための動作と体力の測定法

ここが知りたかった測定と評価のコツ
出村愼一
（でむら・しんいち）
監修
杏林書院

長澤吉則
（ながさわ・よしのり）
ほか編著

体育学黎明期から続く体力（運動能力）の測定方法とともに、バイオメカニクス、
運動生理学、スポーツ方法学などで利用される測定方法について、測定の留意点
や実際の測定方法を解説する。

スポーツ、体育
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎780.18 件名◎体力測定 ■ケ
337p
冊子版 978-4-7644-1206-4 2019.10

*1031843663*
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世界を歩こう 草の根の国際交流

スポーツ、体育

同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎782.06 件名◎ウォーキング ■セ
だれでも参加でき、健康の保持によい運動を進める国際市民スポーツ連盟（IVV） 83p
と、“ 勝ち負けのないスポーツの祭典 ”IVVオリンピアードの体験記を紹介。日本ウ 冊子版 978-4-7644-1589-8 2016.05
宮下充正
（みやした・みつまさ）
著
杏林書院

川内基裕
（かわうち・もとひろ）
著

オーキング協会、国際マーチング・リーグなども取り上げる。

*1031843664*
乳酸をどう活かすか Lactate,an efficient energy source 2

スポーツ、体育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎780.193 件名◎スポーツ医学 ハ
乳酸の意味と測り方を解説するほか、中・長距離走、スピードスケート、球技といっ ニ 245p
た競技などでの血中乳酸濃度の活用について紹介する。第4回～第11回乳酸研 冊子版 978-4-7644-1168-5 2016.03
八田秀雄
（はった・ひでお）
編著
杏林書院

究会の内容をもとに書籍化。

*1031843656*
発想スポーツ科学への招待 楽しい物づくりと研究

スポーツ、体育

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎780.11 件名◎バイオメカニクス カ
「つまずきにくい」 高齢者の歩行、「万能筋力計」の考案と応用…。バイオメカニ ハ 133p
クスを専門領域としてきた著者が、エネルギーやパワーにとらわれない、遊び心か 冊子版 978-4-7644-1136-4 2012.09
金子公宥
（かねこ・まさひろ）
著
杏林書院

ら生まれた研究の成果を紹介し、スポーツ科学の楽しさを伝える。

*1031843652*
疲労と身体運動

スポーツでの勝利も健康の改善も疲労を乗り越えて得られる
宮下充正
（みやした・みつまさ）
編著
杏林書院

「疲れ」とは一体何なのか。身体運動研究の専門家らが、疲労と身体運動との関
係に、理論面（身体の諸機能）と実際面（健康やスポーツ競技）からアプロー
チする。疲労と身体運動との関連を、系統的にわかりやすくまとめた本。

幼少年のための運動遊び・体育指導

スポーツ、体育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ミヒ
234p
冊子版 978-4-7644-1187-6 2018.02

*1031843660*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎781.9 件名◎遊戯 ■ヨ 116p
幼少年期の子ども達の運動遊びや体育の指導に関するテキスト。子ども達のからだ、 冊子版 978-4-7644-1193-7 2018.09
幼少年体育指導士会編
杏林書院

心、動作や運動の発達とそれを踏まえた指導法・実践法、子どもの育ちの基盤とな
る生活、配慮が必要な子どもとその援助などについて解説する。

*1031843661*
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協和企画
食物アレルギーハンドブック 2018 子どもの食に関わる方々へ

医学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎493.931 件名◎小児科学 ■シ
食物アレルギーはどのようにして起こる? アナフィラキシーはどのような症状 ? 食物ア 80p
レルギーの標準的な考え方を、Q＆A 方式でわかりやすく解説する。
「食物アレルギー 冊子版 978-4-87794-201-4 2018.10
海老澤元宏
（えびさわ・もとひろ）
監修
協和企画 （発売）

伊藤浩明
（いとう・こうめい）
監修

診療ガイドライン2016」に準拠。

*1031629237*
食物アレルギー診療ガイドライン 2016 2018年改訂版
海老澤元宏
（えびさわ・もとひろ）
監修
協和企画 （発売）

伊藤浩明
（いとう・こうめい）
監修

食物アレルギーの診療に携わる医師が知っておくべき知識と診療の基本的な枠組
みを、完成度の高い図表を多く取り入れつつ、簡潔に記述する。ヒスタミン遊離試
験のキットの発売中止などに対応した2018年改訂版。

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎493.931 件名◎小児科学 ■シ
183p
冊子版 978-4-87794-203-8 2018.10

*1031629236*
深在性真菌症の診断・治療ガイドライン 2014小児領域改訂版

医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎493.8 件名◎真菌症 ■シ 261p
深在性真菌症の診断と治療について、フローチャートを示して詳しく解説。診断と 冊子版 978-4-87794-179-6 2016.05
深在性真菌症のガイドライン作成委員会編
協和企画 （発売）

治療の概要、ベッドサイドで役立つ、コピーして使えるチェックリストなども掲載。
小児領域で保険適用を取得したVRCZ 等の推奨度を中心に改訂。

*1031629239*
脳卒中治療ガイドライン Japanese Guidelines for the
Management of Stroke

2015〈追補2019対応〉

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会編集
協和企画

新規薬剤や治療機器の開発・導入を反映し、管理・予防・治療の方法とその選
択を新たなエビデンスに基づき示した、脳卒中治療のガイドライン。2016年1月～
2017年12月の文献を検索し、レベル1のエビデンス等を追補。

医学
同時アクセス1 9,988円 + 税
同時アクセス3 24,970円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳血管障害 ■ノ
345p
冊子版 978-4-87794-210-6 2019.11

*1031472805*
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近代科学社
AI 事典 第3版

総記

中島秀之
（なかしま・ひでゆき）
編
近代科学社

浅田稔
（あさだ・みのる）
編

いまやさまざまな研究の根幹をなし、関わる分野も多岐にわたるAI（人工知能）の
“ 今 ”を気鋭の執筆陣が解説。従来の主要テーマのほか、AIにおける論争、汎
用人工知能などの話題のテーマも紐解く。

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎ R007.13 件名◎人工知能－便覧
■エ 384p
冊子版 978-4-7649-0604-4 2019.12

*1031340569*
Microsoft Office 2019を使った情報リテラシーの基礎

総記

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■マ
ICT の技術を身につけ、情報を取り扱う能力を高めるために、地域活性化プロジェ 309p
クトをテーマに、Windows 10とMicrosoft Office 2019について解説する。演習 冊子版 978-4-7649-0601-3 2019.11
切田節子
（きりた・せつこ）
共著
近代科学社

新聖子
（しん・まさこ）
共著

問題も掲載。

*1031340567*
UX デザインのための発想法

総記

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎007.6 件名◎ユーザーエクスペリエ
UXデザインを推進するための「発想法」をまとめた一冊。実務レベルのアイディ ンス マユ 167p
ア出しのヒントを紹介する。チームで行う発想ワークの留意事項やプロセス、発想 冊子版 978-4-7649-0603-7 2019.10
松原幸行
（まつばら・ひでゆき）
著
近代科学社

のためのツールも掲載。「実践 UXデザイン」の姉妹書。

*1031274440*
はっきりわかるデータサイエンスと機械学習
横内大介
（よこうち・だいすけ）
著
近代科学社

大槻健太郎
（おおつき・けんたろう）
著

本来のデータサイエンスの考えに基づくモデリングを実例を通じて紹介。AIを創
る上で重要な基礎知識である機械学習法の代表的な手法を解説し、ソフトウェア
上での実行方法を示す。

総記
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◎機械学習 ■ ハ 224p
冊子版 978-4-7649-0612-9 2020.05

*1031814512*
プロジェクション・サイエンス

心と身体を世界につなぐ第三世代の認知科学

鈴木宏昭
（すずき・ひろあき）
編著
近代科学社

田中彰吾
（たなか・しょうご）
著

人は世界から情報を受容し、それを世界へ投射 =プロジェクションすることで独自
の意味世界を構築している。この作用によって人固有の心理現象が生まれる。様々
な場面における心と世界の関わりを詳細に解説する。

高齢者のためのユーザインタフェースデザイン

ユニバーサルデザインを目指して

総記
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◎認知科学 スプ 238p
冊子版 978-4-7649-0621-1 2020.09

*1032433794*
総記

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎007.6 件名◎ユーザーインターフェー
ス
（コンピュータ）ジコ 297p
高齢者の身体的・認知的特性について解説し、それらに対応するための具体的な 冊子版 978-4-7649-0556-6 2019.11
Jeff Johnson 著
近代科学社

Kate Finn 著

デ ザイン事例を紹介。また、典型的な高齢者が身体上の問題点やデ ザイン上の
要望を語ることで、高齢者向けユーザビリティのあるべき姿を明示する。

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

*1031340568*
教育

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎ 件名◎学校経営－データ処理 ア
ア 107p
学校向けウェブ サイト無償提供 サービス『edumap』の活用ガイド。申込みから 冊子版 978-4-7649-0616-7 2020.08
新井紀子
（あらい・のりこ）
編著
近代科学社

教育のための科学研究所監修

学校ウェブサイトの構築、情報発信までをわかりやすく解説するほか、標準設定以
上の操作スキルを身につけたい中級者向けの使い方も説明する。
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*1032310353*

Pythonと複雑ネットワーク分析 関係性 データからのアプローチ

数学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎417 件名◎ネットワーク手法－デー
Web 系のマーケターやデータ分析エンジニア、データサイエンティストなどに向け、デー タ処理 ハパ 182p
タ分析に役立つ Pythonツールを解説し、経済システムの分析、コミュニティの効 冊子版 978-4-7649-0602-0 2019.10
林幸雄
（はやし・ゆきお）
編著
近代科学社

谷澤俊弘
（たにざわ・としひろ）
共著

率的抽出、口コミ影響力の解析について説明する。

*1031274441*
錐最適化・整数最適化・ネットワークモデルの組合せによる
最適化問題入門 〈Pythonによる問題解決シリーズ 2〉

数学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
小林和博
（こばやし・かずひろ）
著
分類◎ 件名◎組合せ最適化－データ処
近代科学社
理 コス 222p
どんな問題も分類して組み合わせれば解の道筋が見えてくる! 錐線形最適化問題を 冊子版 978-4-7649-0614-3 2020.06

中心に、数式を用いて表現した最適化問題を、Python で解く方法を解説する。

相関係数 〈統計スポットライト・シリーズ 4〉
清水邦夫
（しみず・くにお）
著
近代科学社

Pearson の相関係数およびそれから派生もしくは発展した概念の理解や、手法の適
用範囲を理解する助けとなるように、式の導出過程や手法が持つ諸性質を丁寧に
解説。

*1031873818*
数学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎ 件名◎数理統計学 シソ 155p
冊子版 978-4-7649-0613-6 2020.06

*1031873817*
離散幾何学フロンティア タイル・メーカー定理と分解回転合同
秋山仁
（あきやま・じん）
著
近代科学社

秋山仁が離散幾何学の分野で発見した多数の定理を収録。タイル張りや変身図
形の設計技術を様々な数学的アイデアによって展開し、新しい理論（定理とその
証明）が作られていくプロセスや、具体的な応用を示す。練習問題も掲載。

数学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎414 件名◎幾何学 アリ 251p
冊子版 978-4-7649-0607-5 2020.01

*1031439210*
23の先端事例がつなぐ計算科学のフロンティア

計算で物事を理解する予測する

技術、工学

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

中村振一郎
（なかむら・しんいちろう）
監修

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

ナノ計測 電子線・光・プローブ技術を用いたナノ・バイオ材料の探

索と評価 〈シリーズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジー 第6巻〉

重川秀実
（しげかわ・ひでみ）
編著
近代科学社

吉村雅満
（よしむら・まさみち）
共著

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

実践マテリアルズインフォマティクス

Pythonによる材料設計のための機械学習

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

*1032310352*
技術、工学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎材料科学－データ処理 フ
ジ 184p
マテリアルズインフォマティクスを実践するための機械学習法、実験計画法、記 冊子版 978-4-7649-0615-0 2020.07
船津公人
（ふなつ・きみと）
著
近代科学社

柴山翔二郎
（しばやま・しょうじろう）
著

述子計算を詳述。プログラムに必要なPythonとGoogle CoLabについても導入か
ら解説する。

*1031983436*
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新企業の研究者をめざす皆さんへ Research That Matters

技術、工学

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

た豊富な知見を加える。めざすべき研究者像が見えてくる一冊。

*1031439209*
理工系のための微分積分学

数学

同時アクセス1 6,072円 + 税
同時アクセス3 12,144円 + 税
分類◎ 件名◎微分学 ■リ 174p
「解説→例→解く→練習問題」を繰り返すことで、数学的思考方法が身につくテキ 冊子版 978-4-7649-6010-7 2020.06
神谷淳
（かみたに・あつし）
著 生野壮一郎
（いくの・そういちろう）
著
近代科学社 Digital 近代科学社
（発売）

スト。1変数関数の微分法と積分法から、多変数関数の微分積分までを取り上げる。

*1031873819*
不便益の実装 バリュー・エンジニアリングにおける新しい価値

技術、工学

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

価値工学）と不便益という一見相反する考え方をどのように融合させていくかについ
て、具体例を多数挙げながら解説する。

*1031983437*
Q＆Aで読み解く情報通信技術の進化

電気工学

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

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

を補うために使用する。

*1031340570*
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金芳堂
THE 心臓リハビリテーション 症例で紐解く超実践ガイド

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◎493.23 件名◎心臓－疾患 カザ
超高齢社会における健康寿命の延伸のカギ、心臓リハビリテーションをマスターし 146p
よう! 物品の確保から患者のリクルート、継続させるための工夫などを症例とともにて 冊子版 978-4-7653-1812-9 2020.03
加藤祐子
（かとう・ゆうこ）
著
金芳堂

山下武志
（やました・たけし）
監修

いねいに解説する。図表も豊富に掲載。

*1031616227*
Thiel 法だから動きがわかりやすい ! 筋骨格系の解剖アトラ
ス 上肢編
一柳雅仁
（いちやなぎ・まさひと）
著
金芳堂

木山博資
（きやま・ひろし）
監修

Thiel 固定液を用いた解剖体固定法による筋骨格系の解剖アトラス。従来のホル
マリン固定では得られなかった可動性・柔軟性を活かした、430点におよぶ上肢の
画像を収録。画像に対応したWeb 動画のシリアルコード付き。

WEB 動画で学ぶ人工呼吸管理 基礎がわかれば実践できる

医学
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎491.169 件名◎筋肉 イシ 262p
冊子版 978-4-7653-1818-1 2020.04
動画

*1031873862*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎492.28 件名◎人工呼吸器 ■ウ
人工呼吸の基本から、肺メカニクス、トラブルシューティング、急性期リハビリテー 175p
ションまで、
「明日からの臨床を変える人工呼吸管理の知識」の習得を目標としたワー 冊子版 978-4-7653-1809-9 2020.03
日本呼吸ケア教育研究会編集
金芳堂

安田英人
（やすだ・ひでと）
執筆

クショップを書籍化。動画が見られるQRコード付き。

*1031616224*
あなただけに教えますCTガイド下肺生検のコツ
塩田哲広
（しおた・てつひろ）
著
金芳堂

CTガイド下肺生検を施行するときの基本的なテクニックをはじめ、少し難しい中枢
病変の穿刺方法や人工気胸を併用したユニークな合併症予防策、気胸の外来治
療の方法、空気塞栓などについて解説する。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.38 件名◎肺－疾患 シア
112p
冊子版 978-4-7653-1801-3 2019.12

*1031340596*
アンダートリアージを回避せよ!トリアージナースのための臨
床推論トレーニングブック アセスメントスキルがぐんぐん高まる
有吉孝一
（ありよし・こういち）
監著
金芳堂

水大介
（みず・だいすけ）
著

トリアージナースのための臨床推論トレーニング本。発熱、意識障害等、救急外
来を訪れる患者の commonな11の主訴と、小児、高齢者など注意を要する4病態、
マイナーエマージェンシー5科の疾患を収録する。

エキスパートが疑問に答えるワクチン診療入門

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◎492.916 件名◎救急看護 ■ア
263p
冊子版 978-4-7653-1792-4 2019.10

*1030990139*
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◎ 件名◎ワクチン ■エ 215p
感染症が専門でなくても知っておきたいワクチン診療の入門書。ワクチンの社会的・ 冊子版 978-4-7653-1825-9 2020.07
谷本哲也
（たにもと・てつや）
編著
金芳堂

蓮沼翔子
（はすぬま・しょうこ）
編著

歴史的背景、知っておくべき重要な制度やエビデンス、感染症疾患を予防する各
種ワクチンについて簡潔に解説する。エキスパートの見解も掲載。

*1031983477*
エキスパートが贈る便秘薬との向き合い方
いつも同じ便秘薬を処方するあなたへ

内藤裕二
（ないとう・ゆうじ）
編著
金芳堂

多くの便秘治療薬の薬効、エビデンス、使用上の注意点、ガイドラインにおける
位置づけを示し、各分野における便秘症治療に対する現状や、著者の処方も症例
とともに紹介する。便秘の背景因子や原因なども解説。

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◎493.46 件名◎便秘 ナエ 175p
冊子版 978-4-7653-1799-3 2019.12

*1031434082*
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かつてないほどハードルが低いマンガでわかる皮膚科学
吉木竜太郎
（よしき・りゅうたろう）
著
金芳堂

皮膚って何をしてるの ? “ 傷 ”はどのように治っていくの ? 皮膚科の医師が、自身が描
くマンガと共に皮膚科学をわかりやすく解説。皮膚の構造・機能や、皮膚科疾患
とその治療法の基本的な事柄を理解することができる。

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◎494.8 件名◎皮膚科学 ヨカ
107p
冊子版 978-4-7653-1820-4 2020.03

*1031670326*
がんの症状緩和に使える! 漢方薬 ハンドブック
35の推薦処方とそのエビデンス

遠山正彌
（とおやま・まさや）
監修
金芳堂

左近賢人
（さこん・まさと）
監修

がん専門医に役立つ漢方の教科書。漢方特有の理論を説明し、がん支持療法で
汎用される35種類の推薦処方とその関連処方を東西両医学の視点から、また、臨
床・基礎データに基づき科学的に解説する。漢方薬の副作用にも言及。

クイズ de 皮膚科学
梅林芳弘
（うめばやし・よしひろ）
著
金芳堂

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◎494.5 件名◎癌 ■ガ 101p
冊子版 978-4-7653-1804-4 2020.01

*1031533325*
医学

原田和俊
（はらだ・かずとし）
著

クイズで「皮膚科学」を学べる本。皮膚科学の領域全般を網羅した全200問を、
専門医試験と同じ選択問題形式で出題。それぞれに解説と問題の難易度も付す。
皮膚科専門医試験対策に最適な一冊。

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◎皮膚科学 ウク 250p
冊子版 978-4-7653-1838-9 2020.08

*1032310409*
こんな対応はNG! 非専門医のためのリウマチ・膠原病診療
和田琢
（わだ・たくま）
著
金芳堂

三村俊英
（みむら・としひで）
監修

非専門医を対象に、リウマチ・膠原病診療の適切な対処法や専門医への紹介の
タイミングなどについて、NG 事例をもとに必要ポイントを解説する。

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◎493.14 件名◎膠原病 ワコ 194p
冊子版 978-4-7653-1827-3 2020.04

*1031670329*
そのエビデンス、妥当ですか ? システマティック・レビューと
メタ解析で読み解く小児のかぜの薬のエビデンス

医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
大久保祐輔
（おおくぼ・ゆうすけ）
著 榊原裕史
（さかきばら・ひろし）
監修
分類◎493.933 件名◎小児科学 オソ
金芳堂
231p
小児のかぜ診療でよく処方される薬の必要な知識を、システマティック・レビューと 冊子版 978-4-7653-1815-0 2020.04

メタ解析をもとに網羅的に記載。さらに、システマティック・レビューとメタ解析の読
み方・考え方を、疫学的な視点から解説する。

ナイスバルク! 急性期のリハビリテーションと栄養療法
筋トレのエビデンスから考える

*1031670327*
医学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
ナナ 263p
ICU 在室中に生じる急性のびまん性筋力低下 ICU-AW 対策のための早期リハビリ 冊子版 978-4-7653-1819-8 2020.03
中村謙介
（なかむら・けんすけ）
著
金芳堂

テーションの重要性に注目が集まっている。筋肉をバルクアップする、最新の科学
的なエビデンスのあるトレーニング法と栄養理論を紹介する。

ブラック・ジャックの解釈学 内科医の視点
國松淳和
（くにまつ・じゅんわ）
著
金芳堂

現代の内科医が、畸形囊腫・本間血腫・獅子面病等々の謎に挑む。不明熱鑑別
の名手がたどり着いた答えとは? ブラック・ジャックのエピソードをテーマに、診断学とは、
医師のプロフェッショナリズムとは何かを明らかにする。

*1031616225*
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◎490.4 件名◎医学 クブ 292p
冊子版 978-4-7653-1828-0 2020.04

*1031814522*
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ホンモノの薬歴の書き方

薬歴ってどう書くの ? 薬剤師のお悩み解決 !

岡村祐聡
（おかむら・まさとし）
著
金芳堂

正しい知識を得ると、薬歴は信じられないぐらいに速く書ける! 薬歴を取り巻く現状や
薬歴とは何かを説明するとともに、POSを取り入れることにより、薬歴が速く書けるよ
うになることを伝える。薬歴添削も収録。

みんな、かつては研修医だった。医師が答える医師たちの悩み
柳井真知
（やない・まち）
著
金芳堂

有吉孝一
（ありよし・こういち）
編集協力

どうすれば信頼される? 学会発表って必要 ? 医者人生20年の著者が、研修医や
専攻医からよく尋ねられる質問や、自身も含めた医師が直面してきた悩みに対し、心
に響いた本・映画・ドラマの文章やセリフを引用しつつ答える。

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◎ 件名◎化学療法 オホ 185p
冊子版 978-4-7653-1836-5 2020.08

*1032310407*
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◎ 件名◎医師 ヤミ 244p
冊子版 978-4-7653-1837-2 2020.09

*1032310411*
やさしくわかる貧血の診かた 貧血に出会ったら
萩原將太郎
（はぎわら・しょうたろう）
編著
金芳堂

日常診療で頻度の高い「貧血」について、病態生理から検査値のみかた、具体
的な治療や処方の内容まで、図表や実例集を用いてわかりやすく解説する。貧血
診療に強くなりたい医師、看護師、薬剤師、栄養士、医学生に役立つ一冊。

医学
同時アクセス1 8,140円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎493.175 件名◎貧血 ハヤ
12,215p
冊子版 978-4-7653-1826-6 2020.04

*1031670330*
やっくん先生のそこが知りたかった中毒診療

だから中毒診療はおもしろいんよ
薬師寺泰匡
（やくしじ・ひろまさ）
著
金芳堂

中毒診療の実務に役立つ “ 攻略本 ”。基本原則をはじめ、ABCDEアプローチ、
病歴聴取と身体診察、検査、除染・体外排泄、拮抗薬・解毒薬、支持療法、
行政との協力などについて、わかりやすく解説する。

ユーモア看護 癒しと和み

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◎493.15 件名◎中毒 ヤヤ 125p
冊子版 978-4-7653-1805-1 2020.02

*1031533329*
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◎492.9014 件名◎看護学 ■ユ
ユーモアと笑いを加味した「ユーモア看護」のテキスト。ユーモア看護の導入か 121p
らその理論や具体的活用、またユーモアと非言語的行動との関連性まで、わかり 冊子版 978-4-7653-1814-3 2020.03
平澤久一
（ひらさわ・きゅういち）
監修
金芳堂

古谷昭雄
（ふるたに・あきお）
監修

やすく解説する。臨地でよく見られる事例も紹介。

*1031670332*
よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の使い方
高血圧治療ガイドライン2019対応

第5版

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎493.25 件名◎降圧剤 ゴヨ
11,263p
開業医・研修医・循環器を専門としない一般臨床医に向けて、降圧薬の使い方を、 冊子版 978-4-7653-1817-4 2020.03
後藤敏和
（ごとう・としかず）
著
金芳堂

鈴木恵綾
（すずき・さや）
著

副作用を中心に症例を提示して解説する。高血圧治療ガイドライン2019年版に対
応した改訂5版。

医学・理系留学海外に翔び立つ人のコピペで使える英文メー
ル60
阿川敏恵
（あがわ・としえ）
著
金芳堂

医学・理系留学の成功につながる英文メールの指南書。留学希望先への問い合
わせ、留学決定後、留学中、論文投稿など場面ごとに、コピペして使える英文メー
ルを収録。英文テキストデータをダウンロードできるQRコード付き。

*1031814521*
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◎490.7 件名◎医学教育 アイ
177p
冊子版 978-4-7653-1791-7 2019.10

*1031137180*
545

医療従事者のためのリアルワールドデータの統計解析はじ
めの一歩
奥田千恵子
（おくだ・ちえこ）
著
金芳堂

リアルワールドデータを利用した臨床研究を医療従事者自ら行うための解説書。
EZR のメニュー操作や、Rスクリプトウインドウの使い方、様々なデータの解析な
どについて分かりやすく説明する。

医療情報を見る、医療情報から見る

エビデンスと向き合うための10のスキル
青島周一
（あおしま・しゅういち）
著
金芳堂

医療・健康情報を読み解くにあたり、文章表現や情報内容の論理的整合性にも着
目しよう。医療・健康情報の質を見極めるために必要な考え方を10のスキルとして
まとめる。『地域医療ジャーナル』連載を大幅に加筆修正。

家庭医からER 医まで高齢者に寄り添う診療

学ぼうGeriatric Mind
許智栄
（ほ・じよん）
著
金芳堂

有吉孝一
（ありよし・こういち）
監修

高齢患者がややこしく感じるのは、複雑な病態を呈する高齢者の対応を学んだり、
教わったりする機会がないから。「初期対応のコツ」「高齢患者の管理術」「よくあ
る症状の診かた」に分け、高齢者診療の基本的な考え方を伝える。

感染症クリスタルエビデンス こういうときはこうする!
感染対策・予防編

岡秀昭
（おか・ひであき）
監修
金芳堂

加藤英明
（かとう・ひであき）
編集

抗菌薬適正使用支援の意義から職員の感染管理、施設の管理まで。感染症コン
トロール業務にかかわる日常の疑問について、エビデンスを整理し、実際の治療
をどうしたらいいか「エキスパートオピニオン」を提案する。

看護師に役立つレポート・論文の書き方 第5版

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◎490.19 件名◎医学統計 オイ
193p
冊子版 978-4-7653-1802-0 2019.12

*1031814520*
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 アイ 159p
冊子版 978-4-7653-1807-5 2020.01

*1031533326*
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◎ 件名◎老年医学 ホカ 207p
冊子版 978-4-7653-1830-3 2020.06

*1031873863*
医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■カ 306p
冊子版 978-4-7653-1813-6 2020.03

*1031616228*
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◎492.907 件名◎看護学 タカ
看護界では、文章力ある看護師が求められている。文章が苦手という看護師に向 151p
けて、結論から述べる三分節法など、よいレポート・論文を書くためのノウハウを 冊子版 978-4-7653-1803-7 2019.12
高谷修
（たかや・おさむ）
著
金芳堂

紹介する。章末に練習課題つき。学習方法などを加えた第5版。

*1032310404*
急性期のリハビリテーション医学・医療テキスト
日本リハビリテーション医学教育推進機構監修 日本急性期リハビリテーション医学会監修
金芳堂

急性期のリハビリテーション医学・医療を正しく理解し修得するためのテキスト。理
論を解説するとともに、診療の実際と治療の実践例を写真を交えてわかりやすく紹
介する。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
■キ 192p
冊子版 978-4-7653-1795-5 2020.02

*1031616221*
熊リハ発 !エビデンスがわかる! つくれる! 超実践リハ栄養ケー
スファイル

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
吉村芳弘
（よしむら・よしひろ）
編著 嶋津さゆり
（しまず・さゆり）
著
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
金芳堂
ヨク 317p
サルコペニア・低栄養患者に対して行われるリハ栄養の先駆者である、熊本リハ 冊子版 978-4-7653-1798-6 2019.12

ビリテーション病院に勤務する医師らが、リハ栄養の最新知見や実践について解説。
臨床の疑問や、エビデンスを創る実践的な内容を語った対談も収録。

546

*1031434083*

経済学を知らずに医療ができるか !?
医療従事者のための医療経済学入門

康永秀生
（やすなが・ひでお）
著
金芳堂

医療従事者が知っておくべき医療経済学の基礎知識を、短時間で理解できるよう解
説。高校の「政治・経済」レベルの経済学の基礎知識から、医療介護制度や
医療経済学の基礎知識、持続可能な医療システム構築までを取り上げる。

在宅医療たんぽぽ先生の実践 ! 多職種連携

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◎ 件名◎医療経済学 ヤケ 161p
冊子版 978-4-7653-1834-1 2020.08

*1032310406*
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◎ 件名◎在宅医療 ナザ 157p
日本全国から注目の在宅医療クリニックで実践している多職種連携の取り組み、こ 冊子版 978-4-7653-1831-0 2020.06
永井康徳
（ながい・やすのり）
著
金芳堂

永吉裕子
（ながよし・ゆうこ）
企画・執筆協力

れまでの実例、ノウハウが詰まった一冊。方針の統一、情報の共有、食支援など、
連携を取るためのコツがわかる。

*1031873864*
産婦人科研修ポケットガイド
柴田綾子
（しばた・あやこ）
著
金芳堂

重見大介
（しげみ・だいすけ）
著

豊富なイラストや図表を掲載し、最新の参考論文、役立つ Web サイト等も多数紹
介。産婦人科研修期間中に必要な知識と手技を完全網羅した、指導医にも臨床
実習に臨む学生にも役立つポケットガイド。

医学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 シサ 443p
冊子版 978-4-7653-1829-7 2020.04

*1031873865*
子どものこころと脳の発達 = The journal of child &
brain development (JCBD) 第10巻1号 (2019年 )
金芳堂

脳と神経の総合学術誌、特集『連合小児発達学研究科10周年』教育現場で子
どもの健康を預かる学校医や養護教員、スクールカウンセラーには子どものこころ
の障害に関する知識、経験、対処法に関する知識は必ずしも十分とは言えません。
本書はこのような課題の克服に取り組む皆さまのお役に立てる一冊です。

死体検案 ハンドブック 第4版
近藤稔和
（こんどう・としかず）
編著
金芳堂

木下博之
（きのした・ひろし）
編著

監察医、法医学者、医師など、異状死体の検視や検案に携わる関係者が実務で
必要とする知識を、死体検案のノウハウを中心に、写真や資料を豊富に交えて解
説する。生化学検査の法医学への応用に関する項目などを追加した第4版。

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7653-1794-8

2019

*1031137181*
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◎498.94 件名◎検屍 ■シ 391p
冊子版 978-4-7653-1823-5 2020.03

*1031670333*
私にとっての “Choosing Wisely”

医学生・研修医・若手医師の “ モヤモヤ ”から

荘子万能
（そうし・まの）
編著
金芳堂

小泉俊三
（こいずみ・しゅんぞう）
編著

医療者と患者が対話を通じ、患者に本当に必要で、かつ副作用の少ない医療の
賢明な選択をめざす国際的なキャンペーン活動「Choosing Wisely」。医学生と
研修医 / 若手医師の体験からその理念と具体像を描き出す。

歯科医学英語ワークブック QRコードで動画が見られる! 第2版
藤田淳一
（ふじた・じゅんいち）
ほか著
金芳堂

岡隼人
（おか・はやと）
ほか著

1枚ずつ切り離せるミシン線入りの Answer Sheet 付き。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎490.4 件名◎医療 ■ワ 211p
冊子版 978-4-7653-1796-2 2019.12

*1031434084*
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◎497.07 件名◎歯科学 ■シ 95p
冊子版 978-4-7653-1811-2 2020.03

*1031616222*
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失敗例から学ぶ糖尿病療養指導が劇的に変わるマジックワード

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◎493.123 件名◎糖尿病 サシ
糖尿病患者の体重管理、食事、運動、薬物療法、血糖測定などに対しての「言 164p
い訳」や「抵抗」などに、どのようなコミュニケーションを取るべきか。患者に響く 冊子版 978-4-7653-1808-2 2020.03
坂根直樹
（さかね・なおき）
著
金芳堂

効果的な言葉、やる気を引き出す言葉「マジックワード」を紹介する。

*1031670331*
社会的弱者への診療と支援 格差社会アメリカでの臨床実践指針

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎医療 ■シ 384p
健康状況が悪化するととたんに生活が破綻する社会的弱者が傷病で苦しんでいる 冊子版 978-4-7653-1833-4 2020.05
Talmadge E.King 編集
金芳堂

Margaret B.Wheeler 編集

時に、医師や医療機関はどのような対処が可能か。アメリカの教科書を抄訳し、
効果的な診療やケアをエビデンスを添えて明らかにする。

*1031873867*
腫瘍糖尿病学 Q＆Aがん患者さんの糖尿病診療マニュア
ル こういうときはこうする!
大橋健
（おおはし・けん）
編著
金芳堂

北澤公
（きたざわ・とおる）
編著

第一線で活躍する医師たちのがん患者の糖尿病管理に関するベスト・プラクティス
をQ＆A 形式で解説。糖尿病とがんに関する最新情報はもちろん、豊富な症例とと
もに診療の道しるべとなるような臨床の知恵を実践的にまとめる。

小児エコーの撮影法と正常像がぜんぶわかる!

腹部・体表・心臓・頭部を完全マスター
日本小児超音波研究会編
金芳堂

小児エコーはプローブの当て方とそのときに観察される正常像を覚えることが重要。
わかりやすい標準的な走査法と画像描出のポイント、正常像との比較でわかる代
表的疾患について解説する。

小児エコー検査直前チェックポイント

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◎ 件名◎糖尿病 ■シ 287p
冊子版 978-4-7653-1835-8 2020.07

*1031983478*
医学
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
239p
冊子版 978-4-7653-1793-1 2019.11

*1031274458*
医学

同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 20,460円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 フシ 263p
小児エコー検査の直前に「疑問に持ちやすいポイント」「見落としがちなポイント」 冊子版 978-4-7653-1832-7 2020.06
藤本雄介
（ふじもと・ゆうすけ）
著
金芳堂

赤坂好宣
（あかさか・よしのぶ）
監修

などを素早くチェックできる書。症例や画像を豊富に取り入れ、特に外来で見落とし
たくない腸重積や急性虫垂炎については詳説する。

*1031873866*
生命倫理と医療倫理 第4版

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎490.15 件名◎医療倫理 ■セ
現代的ニーズに応えうる、
コンパクトながらも充実した生命倫理・医療倫理のテキスト。 280p
テーマを組換え、「臨床倫理」「高齢者の医療と福祉」「脳・ロボット・AI 脳神経 冊子版 978-4-7653-1816-7 2020.03
伏木信次
（ふしき・しんじ）
編集
金芳堂

樫則章
（かたぎ・のりあき）
編集

倫理」などの章を新設した第4版。

*1032310405*
精神疾患とその治療 公認心理師のための精神医学
子安増生
（こやす・ますお）
監修
金芳堂

村井俊哉
（むらい・としや）
編集

公認心理師を目指す人が精神医学全体を一望できるよう編纂したテキスト。公認
心理師として必要とされる精神疾患の知識とその治療について、わかりやすく解説
する。知っておくべき関連法令なども収録。

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◎493.7 件名◎精神医学 ■セ
209p
冊子版 978-4-7653-1800-6 2020.02

*1031533327*
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精神症状から身体疾患を見抜く

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.09 件名◎精神身体医学 オ
精神症状から身体疾患を見抜くには。主な読み手として内科医を想定し、精神症 セ 172p
状を診た時にどのように身体疾患を疑うかという点について考え、一見精神症状のよ 冊子版 978-4-7653-1821-1 2020.03
尾久守侑
（おぎゅう・かみゆ）
著
金芳堂

内田裕之
（うちだ・ひろゆき）
監修

うに見える神経症状の切り取り方を述べる。

*1031616223*
胎児中枢神経の MRI 診断 正常脳と奇形画像アトラス

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎495.6 件名◎胎児 ウタ 9,138p
胎齢を追うごとに変化する正常胎児脳の MRI 所見を整理。その上で、代表的な 冊子版 978-4-7653-1822-8 2020.04
宇都宮英綱
（うつのみや・ひでつな）
著
金芳堂

脳奇形を症例ごとに、読影・診断に必要な基礎知識、遺伝的背景、MRI 診断の
ポイントに分けて概説する。

*1031670334*
超入門 !すべての医療従事者のための RStudioではじめる
医療統計 サンプルデータでらくらくマスター

医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
笹渕裕介
（ささぶち・ゆうすけ）
著 大野幸子
（おおの・さちこ）
著
分類◎490.19 件名◎医学統計－データ
金芳堂
処理 ■チ 164p
医療者に向けて、無料ソフトウェア「R」と補助ソフト「RStudio」の使い方を解説。 冊子版 978-4-7653-1806-8 2020.03

インストールから学界発表でよく使われる相関係数とROC 曲線の求め方まで説明す
る。サンプルデータを使ったスクリプトの例も収録。

頭頸部がん手術ノート 輪層の外科
長谷川泰久
（はせがわ・やすひさ）
著
金芳堂

頭頸部がん手術において安全かつ根治性に優れた手術を容易に行うには? 原発臓
器に対して、筋膜と筋間隙から術式の概念化を試みる書。著者の豊富な経験から
導き出した手術の法則を、豊富なイラストと術中写真で解説する。

*1031533328*
医学
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 28,050円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ハト 179p
冊子版 978-4-7653-1839-6 2020.08

*1032310408*
非専門医による甲状腺疾患・糖尿病外来診療の実際
万年研修医と専門診療科医との対話から

伊賀幹二
（いが・かんじ）
編著
金芳堂

山守育雄
（やまもり・いくお）
著

甲状腺疾患12症例と糖尿病12症例を取り上げ、非専門医と専門医の Q＆A 形式
の対話を通じて、診療上の実際的なポイントを図や写真とともに解説。非専門医が
目指すべき到達目標も明らかにする。

本邦初 !!目からウロコ! パワーレス大腸内視鏡挿入法マス
ターガイド
結城美佳
（ゆうき・みか）
著
金芳堂

力を使わずに“ 楽 ”に大腸内視鏡検査ができる! パワーレス大腸内視鏡挿入法の
実現のポイントから習得術までを、写真や図を交えてわかりやすく解説する。動画
が見られるQRコード付き。

臨床が変わる! 画像・病理対比へのいざない「肝臓」

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎甲状腺－疾患 イヒ 169p
冊子版 978-4-7653-1840-2 2020.09

*1032310410*
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◎492.14 件名◎腸－検査法 ユホ
79p
冊子版 978-4-7653-1797-9 2019.12

*1031340595*
医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎493.47 件名◎肝臓－疾患 イリ
臨床症例をもとに、肝臓のエコー画像と病理の対比を試みたテキスト。病理診断 255p
を確定診断として使うのではなく、最も優れた画像モダリティのひとつとして相対化し、 冊子版 978-4-7653-1810-5 2020.03
市原真
（いちはら・しん）
編著
金芳堂

大村卓味
（おおむら・たくみ）
監修

臨床と病理とを対比しながら病態を解き明かす。

*1031616226*
549

図解スポーツ健康科学入門
北條達也
（ほうじょう・たつや）
編著
金芳堂

これからスポーツ健康科学を学ぼうとする人たちへ向けて、関連領域の基本的な知
識を広く学べるよう、各領域の専門家が執筆。特にコンディショニングについては、
鍼治療や歯科領域の内容も加える。

スポーツ、体育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ホズ
228p
冊子版 978-4-7653-1824-2 2020.04

*1031670328*

550

慶應義塾大学出版会
西周現代語訳セレクション

東洋思想

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎121.6 ニニ 308p
日本における哲学の父・西周の著作のうち、
哲学に関連する文章を精選。
「百一新論」 冊子版 978-4-7664-2620-5 2019.09
西周
（にし・あまね）
著 菅原光
（すがわら・ひかる）
訳
慶應義塾大学出版会

「人世三宝説」など全6篇を読みやすい日本語で新訳し、各篇の成立経緯や背景、
位置づけをわかりやすく紹介した解題とともに収録する。

*1031340599*
西田幾多郎生成する論理 生死をめぐる哲学

東洋思想

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎西田幾多郎 ケニニ
西田幾多郎は、実在の論理を徹底的に追究することで、「人生の問題」を究極ま 260,6p
で突き詰めようとした。「善の研究」から「哲学論文集」まで代表作を順に読み解 冊子版 978-4-7664-2690-8 2020.07
氣多雅子
（けた・まさこ）
著
慶應義塾大学出版会

くことで、その思索の軌跡をたどり、西田哲学の核心に迫る。

*1032433806*
カント 未成熟な人間のための思想 想像力の哲学

西洋哲学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎134.2 件名◎カント,イマヌエル ナ
啓蒙されるべき未成熟な理性は、いかにして自らを啓蒙するのか ? これまで看過され カカ 261,25p
てきた想像力の理論をその全体像において示し、カントのテクストにそくして「啓蒙 冊子版 978-4-7664-2627-4 2019.09
永守伸年
（ながもり・のぶとし）
著
慶應義塾大学出版会

の循環」という問題に対する方策を提示する。

*1031137204*
「笑い」の解剖 経済学者が解く50の疑問
中島隆信
（なかじま・たかのぶ）
著
慶應義塾大学出版会

AI は人を笑わせられるか ? くすぐられると笑うのはなぜ ? 夫が笑うと妻はキレる…?
「4つのステップ」という独自の発想で、知っているようで本当はよくわかっていない「笑
い」の謎に迫る、ユニークな知的探検 !

心理学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎141.6 件名◎笑い ナワ 201p
冊子版 978-4-7664-2614-4 2019.09

*1030988239*
ルードルフ・オットー 宗教学の原点

宗教

同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎161.2 件名◎宗教学－歴史 サル
20世紀最大の神学者はどのように「宗教学」の基盤を築いたのか。「聖なるもの」 293,16p
の経験を言語化し、「西洋」と「東洋」が出会い、融合するパースペクティヴを 冊子版 978-4-7664-2645-8 2019.12
澤井義次
（さわい・よしつぐ）
著
慶應義塾大学出版会

追究した思想家、ルードルフ・オットーの生涯と思想を描く。

*1031533216*
富士山 信仰と表象の文化史

宗教

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎163.1 件名◎山岳崇拝 エフ
富士山は、なぜ「信仰の対象と芸術の源泉」なのか。その山容に日本人は、そし 332,30p
て外国人は何を見てきたのか。
ウェスタンミシガン大学名誉教授の著者が、文献調査、 冊子版 978-4-7664-2542-0 2019.04
H. バイロン・エアハート著
慶應義塾大学出版会

宮家準
（みやけ・ひとし）
監訳

フィールドワーク等からその多層的・複合的な姿を明らかにする。

*1031340598*
ジャンセニスム生成する異端 近世フランスにおける宗教と政治

キリスト教

同時アクセス1 26,510円 + 税
同時アクセス3 39,820円 + 税
分類◎198.2235 件名◎カトリック教－フ
ジャンセニスムをめぐる論争は、近世フランスのカトリック教会における最大の宗教 ランス ミジ 335,58p
論争だった。宗派対立を超えて、異端の認定をめぐる排除と抵抗の力学を徹底し 冊子版 978-4-7664-2653-3 2020.02
御園敬介
（みその・けいすけ）
著
慶應義塾大学出版会

た文献調査に基づいて明らかにし、共同体と個人の関係を再考する。

*1031616252*
551

大正 デモクラットの精神史 東アジアにおける「知識人」の誕生
武藤秀太郎
（むとう・しゅうたろう）
著
慶應義塾大学出版会

大正デモクラシー期に活躍した日本の知識人 = 大正デモクラットたちは、中国をは
じめとした東アジアの知識人と豊かな思想的交流をかわしていた。日本の戦後民
主主義にも大きな影響を与えた彼らの知的格闘を生き生きと描く。

日本史
同時アクセス1 17,270円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎210.69 件名◎日本－歴史－大正
時代 ムタ 353,9p
冊子版 978-4-7664-2646-5 2020.02

*1031670376*
アジア的空間の近代 知とパワーのグローバル・ヒストリー

〈慶應義塾大学東アジア研究所叢書〉

アジア史、東洋史

同時アクセス1 16,720円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
山本信人
（やまもと・のぶと）
編著
分類◎220.6 件名◎東洋史－近代 ヤア
慶應義塾大学出版会
326,4p
19世紀半ば、ヨーロッパとアジアで主権国家の再編と資本主義化が同時並行的に 冊子版 978-4-7664-2663-2 2020.03

発生し、近代的アジア空間が形成された。その裏で展開された「英蘭－東南アジ
ア－中国－日本」というダイナミックな流れを読みとく。

1989 ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争 上

*1031814550*
ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎230.7 件名◎西洋史ー20世紀 サ
1989年11月9日、ベルリンの壁は崩壊した。この好機を逃すまいと西ドイツ首相コー セ 193,52p
ルは東西ドイツの統一に向けて動き始める。だが、その行く手にはゴルバチョフ、ミッ 冊子版 978-4-7664-2621-2 2019.09
メアリー・エリス・サロッティ著
慶應義塾大学出版会

奥田博子
（おくだ・ひろこ）
訳

テラン、ブッシュが待ち構えていた…。

*1030988237*
1989 ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争 下

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎230.7 件名◎西洋史ー20世紀 サ
EC 拡大を狙うミッテラン、NATO 拡張を目論むブッシュ、ソ連崩壊の屈辱を味わう セ 184,94p
プーチン。権謀術数渦巻く闘いの真の勝者は? 冷戦後の世界秩序をめぐる大国間 冊子版 978-4-7664-2622-9 2019.09
メアリー・エリス・サロッティ著
慶應義塾大学出版会

奥田博子
（おくだ・ひろこ）
訳

の覇権争いを鮮やかに描き出した歴史ノンフィクション。

*1030988238*
スターリン時代の記憶 ソ連解体後ロシアの歴史認識論争
立石洋子
（たていし・ようこ）
著
慶應義塾大学出版会

独ソ戦や、スターリン体制による市民への大規模な抑圧は、ロシアの人びとの記
憶に何を遺したのか－。体制転換後の新生ロシアにおけるソ連時代の歴史認識論
争の実像を、歴史教育や歴史教科書をめぐる論争から明らかにする。

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎ 件名◎ソビエト連邦－歴史 タス
306,48p
冊子版 978-4-7664-2681-6 2020.06

*1032310424*
黒い雨に撃たれて 二つの祖国を生きた日系人家族の物語 上

伝記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎フクハラ, ハリー K. サクフ
ワシントン州シアトルで、広島出身の両親のあいだに生まれたハリーは、父の死後、 254p
広島に移住するが、日本に馴染めず、1938年に帰米。ところが、アジア太平洋戦 冊子版 978-4-7664-2685-4 2020.07
パメラ・ロトナー・サカモト著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

争勃発に伴い、強制収容所に収監され…。

*1032310427*
黒い雨に撃たれて 二つの祖国を生きた日系人家族の物語 下

伝記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎フクハラ, ハリー K. サクフ
アメリカ陸軍兵試験に合格したハリーは、
日本兵と対峙。赴任当初は差別を受けるが、 182,49p
実績を上げ、信頼を勝ちえていく。そんなハリーに、広島への原爆投下の一報が 冊子版 978-4-7664-2686-1 2020.07
パメラ・ロトナー・サカモト著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

入り…。日米双方の市井の人々の経験をあざやかに描き出す。

*1032310428*
552

南方熊楠のロンドン 国際学術雑誌と近代科学の進歩

伝記

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎289.1 件名◎南方熊楠 シミミ
19世紀末、ロンドンに留学し、世界各国の辞書や事典を渉猟し、学問的研鑽を 280,6p
積んだ南方熊楠。国際学術誌に376篇もの英文論考を寄稿し、東洋からの知見の 冊子版 978-4-7664-2650-2 2020.02
志村真幸
（しむら・まさき）
著
慶應義塾大学出版会

提供によって近代科学の発展を支えた熊楠の営為を捉え直す。

*1031616251*
漂泊のアーレント 戦場のヨナス ふたりの二〇世紀 ふたつの旅路

伝記

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ 件名◎アーレント, ハナトヒア
政治の意味を問い続けたアーレントと、未来への責任を基礎づけたヨナス。盟友と 352p
して、ユダヤ人として、思想家としてナチズムに対峙した彼らは、20世紀の破局 冊子版 978-4-7664-2678-6 2020.07
戸谷洋志
（とや・ひろし）
著
慶應義塾大学出版会

百木漠
（ももき・ばく）
著

をどう生きたのか。21世紀の全体主義に警鐘を鳴らす友情の記録。

*1032433804*
百科全書 世界を書き換えた百科事典 〈世界を読み解く一冊の本〉
井田尚
（いだ・ひさし）
著
慶應義塾大学出版会

啓蒙の18世紀を象徴するフランス初の本格的百科事典「百科全書」。その書物
としての成り立ちをたどり、さらにディ
ドロによる「趣意書」やダランベールによる「序
論」なども取り上げ、広大無辺な知識への道案内を試みる。

百科事典
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎035 件名◎百科全書 イヒ 223p
冊子版 978-4-7664-2558-1 2019.08

*1030988236*
テロリズムとは何か 〈恐怖〉を読み解くリテラシー

政治

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎テロリズム コテ 325p
終わることのないテロの問題。「テロ」とは果たして何なのか。テロの歴史や特徴、 冊子版 978-4-7664-2680-9 2020.06
小林良樹
（こばやし・よしき）
著
慶應義塾大学出版会

テロ発生のメカニズム、未然防止するための諸施策、近年のテロの情勢など、
理論と実際の両面からテロ問題の全体像の本質を鋭く描く。

*1032310425*
功利とデモクラシー ジェレミー・ベンサムの政治思想

政治

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 69,300円 + 税
分類◎311.233 件名◎ ベンサム,ジェリミ
ベンサムが掲げた〈功利〉と〈民主主義〉の新たな側面に光を当てた研究の成果。 スコ 500,99p
ベンサムの論理学が、功利性の原理と並び立つ彼の思想の基盤であることを説得 冊子版 978-4-7664-2642-7 2020.01

フィリップ・スコフィールド著
慶應義塾大学出版会

川名雄一郎
（かわな・ゆういちろう）
訳

的に示し、急進的民主主義へと転向した政治思想を詳らかにする。

*1031507102*
国家公務員の中途採用 日英韓の人的資源管理システム
小田勇樹
（おだ・ゆうき）
著
慶應義塾大学出版会

日本を含め各国で導入が進んでいる、民間出身者の国家公務員への中途採用。
独自に収集した海外の職歴データを基に、キャリアパスの実態や組織業績への影
響を分析。民間任用者の有効活用策を国際比較から探る。

政治
同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎317.33 件名◎国家公務員 オコ
266p
冊子版 978-4-7664-2632-8 2019.10

*1031137209*
市民の義務としての〈反乱〉

イギリス政治思想史におけるシティズンシップ論の系譜
梅澤佑介
（うめざわ・ゆうすけ）
著
慶應義塾大学出版会

イギリス政治思想家たちの、国家論における「市民の義務」としての「抵抗・反
乱」の概念の生成を歴史的アプローチによって検証。その系譜によってハロルド・
ラスキの政治思想の可能性に新たな光を当てる。

政治
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎政治思想－イギリス ウシ
322,16p
冊子版 978-4-7664-2682-3 2020.06

*1031983488*
553

自由なき世界 フェイクデモクラシーと新たなファシズム 上

政治

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎312.38 件名◎ロシア－政治・行
ロシアはなぜクリミアに侵攻したのか－。法の支配を無効化し、民主主義を混乱に 政 スジ 227,38p
陥れる「永遠の政治」。純潔無垢なるロシアの復活を唱え、EU の破壊を画策す 冊子版 978-4-7664-2665-6 2020.03
ティモシー・スナイダー著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

るプーチンの思想に鋭くメスを入れ、右傾化する世界の実態を捉える。

*1031814548*
自由なき世界 フェイクデモクラシーと新たなファシズム 下
ティモシー・スナイダー著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

相次ぐ右派政権の誕生、イギリスの EU 離脱、トランプ 大統領誕生…。西側を結
束させてきた民主主義の価値観は、なぜ動揺し、世界は混乱しているのか。民主
主義や法による支配を脅かす、新たなファシズムの台頭に警鐘を鳴らす。

政治
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎312.38 件名◎ロシア－政治・行
政 スジ 190,50p
冊子版 978-4-7664-2666-3 2020.03

*1031814549*
日本は
「右傾化」
したのか

政治

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ 件名◎日本－政治・行政 ■ニ
ヘイトスピーチ、排外主義運動の顕在化、日本会議の台頭、改憲潮流、ネットに 364p
溢れかえる右派的言説－。はたして本当に、日本は「右傾化」したのか。学際的 冊子版 978-4-7664-2694-6 2020.10
小熊英二
（おぐま・えいじ）
編
慶應義塾大学出版会

樋口直人
（ひぐち・なおと）
編

な知見を集めて検証する。

*1032472534*
入門講義安全保障論
宮岡勲
（みやおか・いさお）
著
慶應義塾大学出版会

欧米の政治思想や国際政治理論をベースにした安全保障論の入門書。国際環境
や日米の国家戦略、さらに核兵器から海洋、宇宙、サイバー空間までの現代の課
題を読みとく。各章末に文献案内も掲載。

政治
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎安全保障 ミニ 235p
冊子版 978-4-7664-2679-3 2020.05

*1031873881*
イスラーム法の子ども観 ジェンダーの視点でみる子育てと家族

法律

同時アクセス1 17,930円 + 税
同時アクセス3 26,950円 + 税
分類◎322.28 件名◎イスラム法 オイ
神の意に沿う子育てや家族のあり方とは? 世界のムスリム人口が増加するなか、ム 227,51p
スリムの日常生活における規範を記すイスラーム法を、「子ども」や「家族」、「子 冊子版 978-4-7664-2641-0 2019.11
小野仁美
（おの・ひとみ）
著
慶應義塾大学出版会

育て」をキーワードに、ジェンダー視点を交えて考察する。

*1031274488*
家族法改正を読む 親族・相続法改正のポイントとトレンド
松尾弘
（まつお・ひろし）
著
慶應義塾大学出版会

成年年齢の引き下げ、女性の婚姻開始年齢の引き上げ、自筆証書遺言の方式の
緩和、遺留分侵害額請求権の創設…。平成30年から令和元年にかけて相次い
で行われた家族法の改正と、今後の改正の動向を解説する。

法律
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎324.6 件名◎家族法 マカ
8,148p
冊子版 978-4-7664-2629-8 2019.09

*1031137205*
司法通訳人という仕事 知られざる現場
小林裕子
（こばやし・やすこ）
著
慶應義塾大学出版会

司法通訳は、外国人が被疑者となる場合に必須の存在であるが、その仕事の実
情は知られていない。司法通訳に求められるものは何か。トップクラスの司法通訳
人である著者からの、プロフェッショナリズムに満ちたメッセージ。

法律
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎327.6 件名◎司法通訳 コシ
195p
冊子版 978-4-7664-2637-3 2019.11

*1031533214*
554

新・考える民法 3 債権総論
平野裕之
（ひらの・ひろゆき）
著
慶應義塾大学出版会

司法試験の論文試験で圧倒的な論文を書く力を養う、民法事例演習書。3は、債
権に関する本番形式の問題に対して、出題趣旨、論点の重要度等を付し、改正
民法に対応した解説で重要論点を解明。答案構成 サンプル付き。

法律
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ヒシ 225p
冊子版 978-4-7664-2668-7 2020.04

*1031873879*
新標準講義民法債権総論 全訂3版
池田真朗
（いけだ・まさお）
著
慶應義塾大学出版会

債権譲渡制限特約、事業債務保証、詐害行為取消権…難化した債権総論を本
質から解き明かす。民法判例の読み方・判例学習の仕方等を取り上げた学習ガイ
ダンスも収録する。2020年施行の民法大改正に対応した全訂3版。

法律
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 イシ 283p
冊子版 978-4-7664-2628-1 2019.11

*1031670374*
大学生のための日本国憲法入門

法律

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ヨダ
日本国憲法をわかりやすく説明した入門書。日本国憲法の主たる論点や知っておく 158p
べき条文や判例などを取捨選択し、章別にまとめる。話題となった事例を題材にし 冊子版 978-4-7664-2647-2 2020.01
吉田成利
（よしだ・なるとし）
著
慶應義塾大学出版会

たコラムも掲載。巻末に憲法全文付き。

*1031670375*
民事訴訟における当事者の主張規律

The Principles Relevant to the Parties' Submission of Factual
and Legal Contentions in Civil Procedure
金美紗
（きむ・みさ）
著
慶應義塾大学出版会

主張過程固有の規律とは何か。アメリカ法を比較法的対象とし、日本に適した法律、
そして実務における当事者および訴訟代理人の主張活動を効果的に律することので
きる基準として主張規律を考察する。

「競争」は社会の役に立つのか 競争の倫理入門
クリストフ・リュトゲ著 嶋津格
（しまず・いたる）
訳
慶應義塾大学出版会

競争を正しく行うことは倫理的である－。医療、教育、環境などの分野での多くの
改善の問題が、経済的メカニズムのより強力な導入を通して、またより深化した競
争によってのみ解決することを明らかにする。

法律
同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎327.953 件名◎民事訴訟法 キミ
377p
冊子版 978-4-7664-2667-0 2020.03

*1031873876*
経済
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎ 件名◎競争
（経済学）リキ 229p
冊子版 978-4-7664-2638-0 2020.08

*1032433805*
なぜ中間層は没落したのか アメリカ二重経済のジレンマ

経済

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－経済 テナ
所得格差が拡大し、中間層が消えつつあるアメリカ。二極化した階層を固定化す 325p
る政策、低賃金、大量投獄、人種差別…。世界でもっとも裕福な国であるアメリ 冊子版 978-4-7664-2674-8 2020.06
ピーター・テミン著 栗林寛幸
（くりばやし・ひろゆき）
訳
慶應義塾大学出版会

カの現状を、「二重経済モデル」によって描き出す。

*1031983487*
マルクス経済学 Marxian economics 第3版

経済

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎331.6 件名◎経済学－社会主義
マルクス経済学講義のためのテキスト。置塩理論と新古典派経済学理論を参考 オマ 355p
に作り上げた「マルクス派最適成長論」という方法論により、マルクス経済学と 冊子版 978-4-7664-2675-5 2020.04
大西広
（おおにし・ひろし）
著
慶應義塾大学出版会

近代経済学が橋渡し可能であることを示す。説明の追加等を行った第3版。

*1031873878*
555

寡占企業と推測的変動

OLIGOPOLY AND CONJECTURAL VARIATIONS

竹中康治
（たけなか・こうじ）
著
慶應義塾大学出版会

小林信治
（こばやし・しんじ）
著

寡占企業の行動を表す指標となる「推測的変動」。産業組織論において理論と実
証をつなぐ「推測的変動」を徹底的に解析する。日本の軽乗用車産業の実証分
析も収録。

採用のストラテジー
中村天江
（なかむら・あきえ）
著
慶應義塾大学出版会

もはや戦略なく、熾烈な人材獲得競争を勝ち抜くことはできない。採用の戦略を立
てるには、企業内部の人材マネジメントも考慮しなければならない。企業の人材獲
得の現状を明らかにし、採用のパターンを構造化する。

経済
同時アクセス1 12,980円 + 税
同時アクセス3 19,470円 + 税
分類◎335.3 件名◎産業構造 タカ
288p
冊子版 978-4-7664-2664-9 2020.03

*1031814551*
経済
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎336.42 件名◎雇用 ナサ 308p
冊子版 978-4-7664-2672-4 2020.04

*1031814552*
時代の「見えない危機」
を読む 迷走する市場の着地点はどこか
黒瀬浩一
（くろせ・こういち）
著
慶應義塾大学出版会

時代の大きな動きを捉えなければ、短期的な相場変動に振り回される。長期の投資
哲学、世界の覇権国・米国の経済・金融史、日本経済の動向を3本柱に据えた、
スケールの大きな現代経済・金融論。

経済
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ 件名◎経済 クジ 556p
冊子版 978-4-7664-2677-9 2020.05

*1031873880*
信用貨幣の生成と展開 近世～現代の歴史実証

経済

同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎ 件名◎貨幣－日本 ■シ 445p
現代の貨幣システムが形成される経緯について、歴史的視点から考察。ヨーロッ 冊子版 978-4-7664-2693-9 2020.08
鎮目雅人
（しずめ・まさと）
編
慶應義塾大学出版会

パで発展した「専業銀行」中心史観のレンズを外し、アジアの視点から独自の
発展を遂げた「信用貨幣」の本質に迫る。

*1032433807*
日本の東南アジア援助政策 日本型 ODA の形成
大海渡桂子
（おおかいど・けいこ）
著
慶應義塾大学出版会

日本型 ODA の戦略とは。第二次世界大戦後の賠償から生まれ、東西冷戦を背景
に日本の経済復興と東南アジアの開発が結びついた過程と、「日本型 ODA」の
特徴が生まれた背景およびその戦略を探る。

経済
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎333.823 件名◎経済協力 オニ
262,4p
冊子版 978-4-7664-2623-6 2019.09

*1031137203*
「難民」
をどう捉えるか 難民・強制移動研究の理論と方法
小泉康一
（こいずみ・こういち）
編著
慶應義塾大学出版会

難民・強制移動民に関する研究はますます盛んになってきている。その研究領域、
主要論点、分析視角・方法を学際的・国際的な視野から整理。基本文献から最
新の研究事例までを包括的に紹介する。

社会
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎369.38 件名◎難民 コナ 384p
冊子版 978-4-7664-2607-6 2019.10

*1031340600*
コラプション なぜ汚職は起こるのか

社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎368.6 件名◎汚職 フコ 366p
政治学者と経済学者が協力して「コラプション（腐敗・汚職）
」をわかりやすく解説し、 冊子版 978-4-7664-2626-7 2019.10

レイ・フィスマン著 ミリアム・A.ゴールデン著
慶應義塾大学出版会

「汚職の構造」を明らかにする。世界のさまざまな腐敗・汚職の実証データ、分析ツー
ルも提供する。

*1031274485*
556

ドラッグの誕生 一九世紀フランスの〈犯罪・狂気・病〉

社会

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎368.8 件名◎麻薬－歴史 ワド
なぜ、それまで医薬品であった大麻・阿片・モルヒネは〈ドラッグ〉となったのか。 221,22p
公衆衛生の概念と進歩史観に基づく国家計画の下、薬物中毒者が社会的逸脱を 冊子版 978-4-7664-2640-3 2019.12
渡邊拓也
（わたなべ・たくや）
著
慶應義塾大学出版会

経て犯罪者となっていく過程を鮮やかに描き出す。

*1031274490*
ひれふせ、女たち ミソジニーの論理

社会

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎367.1 件名◎女性問題 マヒ
「女性嫌悪」とされるミソジニーとは何か ? 社会生活と政治の中にある「ミソジニー」 408,27p
を、分析哲学的アプローチで探究することで定義し直し、それがどのように機能し 冊子版 978-4-7664-2635-9 2019.11
ケイト・マン著 小川芳範
（おがわ・よしのり）
訳
慶應義塾大学出版会

ているか明らかにする。

*1031274489*
われわれが災禍を悼むとき 慰霊祭・追悼式の社会学

社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎369.3 件名◎災害 フワ 220,12p
災禍という不条理に遭い、大切な人々を失い、遺される者達。繰り返し集い、祈り 冊子版 978-4-7664-2654-0 2020.03
福田雄
（ふくだ・ゆう）
著
慶應義塾大学出版会

を捧げる被災者や遺族、支援者や宗教者達。東日本大震災、スマトラ島沖地震
の被災地における儀礼をあとづけ、人々が苦難と向き合う軌跡を辿る。

*1031814547*
家計簿と統計 数字から見える日本の消費生活

社会

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ 件名◎生計費 サカ 222p
千差万別の家計簿も、集めてみると時代の傾向が浮き彫りになる。日本の生活スタ 冊子版 978-4-7664-2689-2 2020.07
佐藤朋彦
（さとう・ともひこ）
著
慶應義塾大学出版会

イルの変化から統計数字を読むコツ、ネット上での様々な数値の探し方まで、楽し
く読みながら自分の生活に数字をどう活かすかも学べる。

*1032310429*
子どものこころに寄り添う営み

社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎369.43 件名◎社会的養護 ムコ
様々な問題を抱える子どもとの関わりのなかで、問題行動の背後に潜む心情にどう 229p
辿りつき、そのもつれた思いをいかに解くか。稀代の臨床家が、子どものこころの治 冊子版 978-4-7664-2631-1 2019.10
村瀬嘉代子
（むらせ・かよこ）
著
慶應義塾大学出版会

癒・成長をめざす全ての人に、その真髄を伝える。

*1031137207*
新しい消費者教育 これからの消費生活を考える 第2版
日本消費者教育学会関東支部監修
慶應義塾大学出版会

神山久美
（かみやま・くみ）
編著

消費者教育についての最重要な基礎知識を厳選し、やさしくコンパクトに解説した
入門テキスト。消費生活のなかの重要＆最新トピックを「Column」「CHECK!」
で紹介し、発展的な学習のための実践課題も提示する。

社会
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎365.07 件名◎消費者教育 ■ア
107p
冊子版 978-4-7664-2633-5 2019.10

*1031340601*
日本のセーフティーネット格差 労働市場の変容と社会保険

社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎364.3 件名◎社会保険 サニ
誰が「皆保険」から漏れ落ちているのか。社会保険を中心とするセーフティーネッ 331p
トが直面している課題を、「就業」という切り口から検討。今後の改革のための指 冊子版 978-4-7664-2649-6 2020.02
酒井正
（さかい・ただし）
著
慶應義塾大学出版会

針をエビデンスをもとに模索する。

*1031616250*
557

アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門 第3版

教育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 サア 185p
学問の目指すより幅広く深い教養を身につけるための基礎的技術、アカデミック・ス 冊子版 978-4-7664-2656-4 2020.02
佐藤望
（さとう・のぞみ）
編著
慶應義塾大学出版会

湯川武
（ゆかわ・たけし）
著

キルズ。情報収集法から本の読み方、論文の書き方、プレゼンテーションのやり方
まで、具体的かつわかりやすく伝授する。「書式の手引き」付き。

*1031507104*
思考を鍛える大学の学び入門

論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで

第2版

井下千以子
（いのした・ちいこ）
著
慶應義塾大学出版会

これから大学で学び始める人が、基本的な学び方を身につけ、将来について考え
る礎をつくるための書。豊富な図解やイラストとともに身近な事例を取り上げ解説す
る。切り取って使える15回分のワークシートと出欠シート付き。

大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた
常盤拓司
（ときわ・たくじ）
著
慶應義塾大学出版会

西山敏樹
（にしやま・としき）
著

現在多くの大学で導入されている、「プロジェクトを通した学び」を徹底解説。初
めて「プロジェクト」に取り組む学生に向けて、その極意を伝授する。実践に使え
る計画書のテンプレート付き。

教育
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 イシ 145p
冊子版 978-4-7664-2651-9 2020.01

*1031507103*
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◎377.15 件名◎大学 トダ 125p
冊子版 978-4-7664-2636-6 2019.11

*1031340597*
中国料理と近現代日本 食と嗜好の文化交流史

〈慶應義塾大学東アジア研究所叢書〉
岩間一弘
（いわま・かずひろ）
編著
慶應義塾大学出版会

ユニークに発展した日本の中国料理の特色を、歴史学・文化人類学などの観点か
ら浮き彫りにし、さらに中国料理を通して見える東アジアの多様な文化交流とその
社会的背景の変容を明らかにする。

昭和期政軍関係の模索と総力戦構想
戦前・戦中の陸海軍・知識人の葛藤

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 16,060円 + 税
同時アクセス3 24,090円 + 税
分類◎383.822 件名◎料理
（中国）イチ
381p
冊子版 978-4-7664-2643-4 2019.12

*1031616247*
国防、軍事

同時アクセス1 20,020円 + 税
同時アクセス3 30,030円 + 税
分類◎393.2 件名◎軍事行政 タシ
322,6p
軍事の論理 vs 政治の論理。昭和戦前期における在郷軍人と陸軍中央のせめぎあ 冊子版 978-4-7664-2671-7 2020.04
玉木寛輝
（たまき・ひろき）
著
慶應義塾大学出版会

いとは何だったのか。「統帥権の独立」は容認されるものであったか。総力戦の時
代における政治と軍事の関係を分析する。

はじめて学ぶ大学教養地学

EARTH SCIENCE FOR LIBERAL ARTS STUDENTS

杉本憲彦
（すぎもと・のりひこ）
著
慶應義塾大学出版会

杵島正洋
（きしま・まさひろ）
著

地球や宇宙の成り立ちを知り、そこで起こる現象を考える学問、地学。初めて地学
を系統立てて学ぶ大学生に向けて、固体地球、大気海洋、天文の専門家が、基
礎から最新の知識までわかりやすく解説する。

自然地理学 地球環境の過去・現在・未来 第6版

*1031873877*
地球科学、地学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎地学 ■ ハ 318p
冊子版 978-4-7664-2662-5 2020.06

*1031983486*
地球科学、地学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎450 件名◎自然地理 マシ 234p
地球環境問題および地震・火山災害などの諸課題を、自然地理学の立場から考え 冊子版 978-4-7664-2652-6 2020.02
松原彰子
（まつばら・あきこ）
著
慶應義塾大学出版会

るための入門書。大気・海洋・地盤環境の過去から現在までの変化過程とその原
因、将来予測について、図表・写真を交えて平易に説明する。

*1031616253*
558

毒と薬の文化史 サプリメント・医薬品から危険ドラッグまで

医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎499.02 件名◎薬学－歴史 フド
毒や薬にまつわる事件や事故、薬がたどってきた歴史、薬の危険性、薬剤師と大 165p
学薬学部、医薬分業の重要性…。古今東西の毒と薬にまつわる数々のエピソード 冊子版 978-4-7664-2479-9 2017.11
船山信次
（ふなやま・しんじ）
著
慶應義塾大学出版会

を紹介しながら、さまざまな視点から「薬」について考える。

*1032019478*
哲学は環境問題に使えるのか 環境プラグマティズムの挑戦

建設工学、土木工学

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

アンドリュー・ライト編著 エリック・カッツ編著
慶應義塾大学出版会

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

*1030988240*
養蚕と蚕神 近代産業に息づく民俗的想像力
沢辺満智子
（さわべ・まちこ）
著
慶應義塾大学出版会

繊細を極め、人の手を借りなければいけない「お蚕さま」。その飼育を担ったのは
農村の女性たちの熟練した身体的技術と、連綿と受け継がれてきた民俗的想像力
だった。近代産業のもう一つの側面を鮮やかに織り上げた力作。

蚕糸業
同時アクセス1 17,270円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎632.1 件名◎蚕糸業－日本 サヨ
307,16p
冊子版 978-4-7664-2644-1 2020.02

*1031616249*
アジアの国際不動産投資 市場・制度・透明性

商業

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎673.99 件名◎不動産投資 ■ア
成長の著しいアジア諸国の不動産投資環境を分析。国際化の進む不動産取引が 227p
経済に与える影響や各国の制度、投資環境を考察し、日本経済の将来を展望する。 冊子版 978-4-7664-2659-5 2020.02
中川雅之
（なかがわ・まさゆき）
編著
慶應義塾大学出版会

山崎福寿
（やまざき・ふくじゅ）
編著

*1031670379*
5人目の旅人たち 「水曜どうでしょう」と藩士コミュニティの研究

通信事業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎699.67 件名◎放送番組 ヒゴ
北海道テレビの番組「水曜どうでしょう」は、いかにして多くのファン（藩士）の心 265p
を摑んだのか。ファンである社会心理学者がファン19人へのインタビューやディレク 冊子版 978-4-7664-2624-3 2019.10
広田すみれ
（ひろた・すみれ）
著
慶應義塾大学出版会

ター陣との交流をもとに、その要因を明らかにする。

*1031137206*
ヴァイマル 文化の芸術と教育 バウハウス・シンボル 生成・陶冶

芸術、美術

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎702.34 件名◎芸術－ドイツ マヴ
近代的価値が崩壊し、多様な文化が花開いたヴァイマル共和国時代。バウハウ ■■■バ 352,55p
ス等の実践を思想史の手法で辿り、ヴァイマル文化の芸術教育の基礎を「モデル 冊子版 978-4-7664-2661-8 2020.02
眞壁宏幹
（まかべ・ひろもと）
著
慶應義塾大学出版会

ネの美的陶冶理論」として提示。人間形成における美の可能性を問い直す。

*1031670378*
バウムガルテンの美学 図像と認識の修辞学
井奥陽子
（いおく・ようこ）
著
慶應義塾大学出版会

美学はどのように誕生し、何を目指したのか。バウムガルテンの美学が伝統的修
辞学と強固に結びついていたことの内実と意義を問い、未完の主著「美学」のうちに、
現代にも通じる芸術論の可能性を見出し再評価する。

芸術、美術
同時アクセス1 17,930円 + 税
同時アクセス3 26,950円 + 税
分類◎701.1 件名◎美学 イバ 242,83p
冊子版 978-4-7664-2655-7 2020.02

*1031670377*
559

芸術とその対象

芸術、美術

リチャード・ウォルハイム著
慶應義塾大学出版会

松尾大
（まつお・ひろし）
訳

何が芸術作品を定義し、何が作品に対する反応を決定するのか。芸術作品を哲
学的に考察し、文化や社会においてそれらがどのような役割を果たしているか明ら
かにする。美学の基本問題について現在の定説を基礎づけた古典的名著。

同時アクセス1 12,980円 + 税
同時アクセス3 19,470円 + 税
分類◎ 件名◎美学 ウゲ 270,31p
冊子版 978-4-7664-2684-7 2020.06

*1031983489*
悲しい曲の何が悲しいのか 音楽美学と心の哲学
源河亨
（げんか・とおる）
著
慶應義塾大学出版会

美に関する経験や判断の問題を扱う美学に、心の哲学を利用してアプローチ。特
に「音楽聴取」に焦点をあわせ、音とは何か、なぜ人は悲しい音楽を聴くのか、
音楽と情動はどのように結びついているのかなどについて考察する。

音楽
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎761.1 件名◎音楽美学 ゲカ
197,19p
冊子版 978-4-7664-2634-2 2019.10

*1031137208*
小児失語症の言語回復

ランドー・クレフナー症候群と自閉症の比較から

言語

同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎801.04 件名◎言語発達 ホシ
191p
てんかん性失語症「ランドー・クレフナー症候群」を内言語と臨界期の観点から探究。 冊子版 978-4-7664-2639-7 2019.11
星浩司
（ほし・こうじ）
著
慶應義塾大学出版会

宮里恭子
（みやざと・きょうこ）
著

母語獲得の臨界期仮説、及び心と言語のモジュール性を証明する現象として注目
に値することを説き、発話を促すための医療的介入法を提案する。

精選折口信夫 6 アルバム
折口信夫
（おりぐち・しのぶ）
著
慶應義塾大学出版会

岡野弘彦
（おかの・ひろひこ）
編

折口信夫の学問研究および釈迢空の筆名で発表された詩歌の作品をも含めた、全
著作から精選。6は、折口およびその関係する人々、ゆかりの場所および物品など
の写真を収録。折口信夫製作「日本文学系図」、旅の記録なども掲載。

*1031274487*
日本文学
同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 13,090円 + 税
分類◎918.68 オセ 228p
冊子版 978-4-7664-2553-6 2019.11

*1031274486*
折口信夫の晩年

日本文学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎910.268 件名◎折口信夫 オオオ
昭和22年から28年9月の逝去まで、折口信夫の晩年7年間を共に生活した著者に 301p
よる追憶の書。師・柳田国男に対する礼のありよう、若き日に常用したコカインの影 冊子版 978-4-7664-2476-8 2017.10
岡野弘彦
（おかの・ひろひこ）
著
慶應義塾大学出版会

響で利かなくなった臭覚など、日常生活を生き生きと描く。

*1031866388*
美しい日本語 荷風 2 人生に口づけする言葉
永井荷風
（ながい・かふう）
著
慶應義塾大学出版会

持田叙子
（もちだ・のぶこ）
編著

永井荷風の生誕140年、没後60年を記念して、荷風の美しい日本語を詩・散文、
俳句から選りすぐり、堪能できるアンソロジー。2は、「砂糖」「燈火の巷」など、
人生という時間を愛する術を教えてくれる言葉を収録。

日本文学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎918.68 ナウ 220p
冊子版 978-4-7664-2617-5 2020.01

*1031616248*
美しい日本語 荷風 3 心の自由をまもる言葉
永井荷風
（ながい・かふう）
著
慶應義塾大学出版会

持田叙子
（もちだ・のぶこ）
編著

永井荷風の生誕140年、没後60年を記念して、荷風の美しい日本語を詩・散文、
俳句から選りすぐり、堪能できるアンソロジー。3は、
「批評家の任務」
「勲章」など、
ひたすら読む人と対話して書いた、自由な言葉を収録。

日本文学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ ナウ 217p
冊子版 978-4-7664-2618-2 2020.06

*1032310426*
560

ボルヘス
『伝奇集』 迷宮の夢見る虎 〈世界を読み解く一冊の本〉
今福龍太
（いまふく・りゅうた）
著
慶應義塾大学出版会

ボルヘス「伝奇集」の多彩な謎をとりだして再物語化しながら、虎、無限、円環、
迷宮といったテーマをめぐる探究に誘う。ボルヘス流の仮構やたくらみを創造的に
模倣しつつ語られたボルヘス論。『三田文學』連載を単行本化。

スペイン文学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎963 件名◎伝奇集 イボボ 210p
冊子版 978-4-7664-2562-8 2019.12

*1031533215*

561

勁草書房
AI 時代の「自律性」 未来の礎となる概念を再構築する

総記

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 カエ
人間の尊厳をもたらすものが自律性にあるとするなら、それは AI・ロボットとどのよう 209,9p
な関係があるのか。「自律性」概念について、生物学的自律性「ラディカル・オー 冊子版 978-4-326-00047-0 2019.10
河島茂生
（かわしま・しげお）
編著
勁草書房

トノミー」をキーとして、学術的な成果を体系をもって示す。

*1031340505*
デジタルアーカイブの理論と政策
デジタル 文化資源の活用に向けて

総記

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
柳与志夫
（やなぎ・よしお）
著
分類◎007.5 件名◎デジタルアーカイブ
勁草書房
ヤデ 249,6p
デジタルアーカイブとは何か。デジタル文化資源の特性と活用、電子書籍 / 電子 冊子版 978-4-326-00048-7 2020.01

図書館とデジタルアーカイブの関係性を論じつつ、日本のデジタルアーカイブ発展
を支える理論と政策について論究する。

先端技術と規制の公法学

Public Law on Advanced Technology and Regulation

寺田麻佑
（てらだ・まゆ）
著
勁草書房

AIをめぐる法制度のあるべき姿とは ? 変化の激しい現代社会のなかでも、特に大き
な変化を経験している情報通信分野における規制と制度の枠組みについて、公法
学の観点から分析し、政策提言も含めた検討を行う。

実験哲学入門

*1031533222*
総記
同時アクセス1 14,960円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎007.3 件名◎情報法 テセ 358p
冊子版 978-4-326-40373-8 2020.01

*1031533228*
哲学

鈴木貴之
（すずき・たかゆき）
編著
勁草書房

2000年以降の分析哲学における最も重要な研究動向の1つである実験哲学。代表
的な研究を紹介し、実験哲学とはどのような営みであり、どのような意義を持つのか
を明らかにする。

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◎哲学 スジ 201p
冊子版 978-4-326-10282-2 2020.06
DL不可

*1031873785*
現代認識論入門 ゲティア問題から徳認識論まで

哲学各論

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,430円 + 税
分類◎ 件名◎認識論 ウゲ 238p
現代認識論の入門書。ゲティア問題以降、知識とは何かをめぐる議論はどのような 冊子版 978-4-326-10283-9 2020.08
上枝美典
（うええだ・よしのり）
著
勁草書房

道程を辿ってきたのか。論争の発端となった問題の解説から最新の動向まで、ダイ
ナミックな展開を一望のもとに描く。

*1032310337*
言語哲学から形而上学へ 四次元主義哲学の新展開
中山康雄
（なかやま・やすお）
著
勁草書房

分析哲学はどのように発展・深化してきたのか ? 言語哲学研究の発展の後に形而
上学研究が深められていく自然な発展があったことを示すとともに、四次元主義の立
場からプロセス形而上学を構築する。

哲学各論
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎116.3 件名◎分析哲学 ナゲ
279,18p
冊子版 978-4-326-15462-3 2019.09

*1031137115*
植物の生の哲学 混合の形而上学
エマヌエーレ・コッチャ著
勁草書房

嶋崎正樹
（しまざき・まさき）
訳

光合成により酸素を作り出し、あらゆる生物が住まう環境を整える植物。植物は世界
と溶け合い、世界を作り出し、世界に存在している。動物の哲学も存在論的転回
もやすやすと超えて、植物の在り方から存在論を問い直す。

哲学各論
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎111 件名◎形而上学 コシ 215p
冊子版 978-4-326-15461-6 2019.08

*1030990059*
562

真理
ポール・ホーリッジ著
勁草書房

哲学各論
入江幸男
（いりえ・ゆきお）
訳

真理とはただ「真である」のみであって、対応や整合性などの命題の性質に還元
することや定義することは不可能である!? 真理の余剰説に十分な説明をほどこす、
真理のミニマリズムを提示する。

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎111 件名◎形而上学 ホシ 188p
冊子版 978-4-326-10251-8 2016.05

*1032356299*
分析哲学これからとこれまで 〈けいそうブックス〉
飯田隆
（いいだ・たかし）
著
勁草書房

哲学とは何か。分析哲学とは何か。そして、哲学はどこへ向かうのか。一般向け
のわかりやすい紹介や解説を集め、著者本人の構成によって収録。哲学という営み
を深く捉える強靱な思索を示す一冊。

哲学各論
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎分析哲学 イブ 293,9p
冊子版 978-4-326-15466-1 2020.05

*1031873787*
アダム・ファーガスンの国家と市民社会
共和主義・愛国心・保守主義

西洋哲学

同時アクセス1 11,660円 + 税
同時アクセス3 17,490円 + 税
分類◎133.3 件名◎ファーガソン,A. アア
フ 261p
ブリテンに統合されて間もない18世紀スコットランド。市民社会と国家の関係が変 冊子版 978-4-326-30193-5 2010.12
青木裕子
（あおき・ひろこ）
著
勁草書房

容していった時代に、ファーガスンが市民社会概念に込めた意味とは。その多様な
意味をひもとき、現代社会への示唆を探る。

アメリカ哲学史 一七二〇年から二〇〇〇年まで

*1030884572*
西洋哲学

同時アクセス1 17,270円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎133.9 件名◎アメリカ哲学－歴史
国家の発展に影響され、かたちづくられてきたアメリカ哲学。ジョナサン・エドワー クア 430,44p
ズから専門職的な哲学まで、その歴史を政治的・社会的理論との関係も含めて、 冊子版 978-4-326-10279-2 2020.02

ブルース・ククリック著
勁草書房

大厩諒
（おおまや・りょう）
訳

重層的かつ精緻に描く。

*1031616129*
プラグマティズムの歩き方 21世紀のためのアメリカ哲学案内

西洋哲学

上巻 〈現代プラグマティズム叢書 第1巻〉

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
シェリル・ミサック著 加藤隆文
（かとう・たかふみ）
訳
分類◎133.9 件名◎プラグマティズム ミ
勁草書房
プ 358p
ニュー・プラグマティズムの旗手による概説書。上巻は、プラグマティズムの揺籃 冊子版 978-4-326-19978-5 2019.11

期から、中期にかけての歴史と思想の展開を記述する。

プラグマティズムの歩き方 21世紀のためのアメリカ哲学案内

*1031533236*
西洋哲学

下巻 〈現代プラグマティズム叢書 第2巻〉

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
シェリル・ミサック著 加藤隆文
（かとう・たかふみ）
訳
分類◎133.9 件名◎プラグマティズム ミ
勁草書房
プ 240,41p
ニュー・プラグマティズムの旗手による概説書。下巻は、論理経験主義の興隆を 冊子版 978-4-326-19979-2 2019.11

論述し、20世紀から現代にかけてのプラグマティズム、21世紀にふさわしい未来
のプラグマティズム思想の展望を描く。

ラッセルの哲学〈1903-1918〉 センスデータ論の破壊と再生

*1031533237*
西洋哲学

同時アクセス1 20,900円 + 税
同時アクセス3 31,350円 + 税
分類◎133.5 件名◎ラッセル,バートランド・
ラッセル哲学の解釈の枠組みを、経験主義的基礎づけ主義から斉合説的な「分 アーサー・ウィリアム タララ 441p
析の方法」 へと変更し、この枠組みに即した探求として、ラッセルのセンスデータ 冊子版 978-4-326-10224-2 2013.02
高村夏輝
（たかむら・なつき）
著
勁草書房

論や不完全記号の学説などのラッセルの見解を解釈し直す。

*1030884567*
563

存在と自我 ―カント超越論的哲学からのメッセージ―
湯浅 , 正彦
勁草書房

カントは自らの思索を首尾よく一貫して完遂しえたであろうか。カントが歩んだ「批
判の茨の途」を再び歩む解釈者の苦闘の軌跡。

西洋哲学
同時アクセス1 16,940円 + 税
同時アクセス3 25,410円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-10151-1

2003

*1030884565*
知識と時間 ―古代ギリシアの文化相対主義―

西洋哲学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
時の経過は異文化対立を貫く。太陽と月の回帰現象から時計を着想した哲学者ア 冊子版 978-4-326-10148-1
瀬戸 , 一夫
勁草書房

ナクシマンドロスへの深い眼差しで描く哲学史の新境地。

2003

*1030884564*
シリーズ 統合的認知 第3巻 身体と空間の表象
横澤一彦
（よこさわ・かずひこ）
監修
勁草書房

認知過程の解明には、認知心理学的・認知科学的なアプローチによって人間の
行動を統合的に理解することが必要である。第3巻では、刺激の受容から身体表
象が形成される過程で生じる、様々な現象を取り上げる。

心理学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎141.51 件名◎認知 ■シ 211p
冊子版 978-4-326-25110-0 2020.04

*1031814496*
シリーズ 統合的認知 第6巻 共感覚
横澤一彦
（よこさわ・かずひこ）
監修
勁草書房

認知過程の解明には、認知心理学的・認知科学的なアプローチによって人間の
行動を統合的に理解することが必要である。第6巻では、共感覚の基本的特徴や
神経機構の詳解と、色字共感覚者へのインタビューから、共感覚に迫る。

心理学
同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎ 件名◎認知 ■シ 241p
冊子版 978-4-326-25113-1 2020.08

*1032433713*
共感の社会神経科学

心理学

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎141.6 件名◎共感 ■キ 334p
他者の思考や感情を我々はどうやって知るのか。他者への思いやりはどうやって生ま 冊子版 978-4-326-25117-9 2016.07

ジャン・デセティ編著 ウィリアム・アイクス編著
勁草書房

れるのか。社会心理学・認知心理学・発達心理学・教育心理学・臨床心理学・
神経科学等、さまざまな分野で行われてきた共感に関する研究を集約。

*1032356298*
心理学 , 認知・行動科学のための反応時間 ハンドブック

心理学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎140.75 件名◎心理学－実験 ■
現代の心理学における重要な従属変数の一つである「反応時間」。その基礎知 シ 262p
識から実用的な方法論、応用例、計測や解析に必要なテクニックまで、反応時間 冊子版 978-4-326-25136-0 2019.09
綾部早穂
（あやべ・さほ）
編
勁草書房

井関龍太
（いせき・りゅうた）
編

研究に必須の事項を解説する。

*1031137116*
道徳の自然誌
マイケル・トマセロ著
勁草書房

心理学
中尾央
（なかお・ひさし）
訳

ヒトの道徳性はどのように進化したのか。比較心理学と哲学を融合させ、協同相手
への配慮と敬意が集団全体に広がり、「客観的」 道徳性が生み出されるまでを体
系的に論じる。

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,420円 + 税
分類◎ 件名◎進化心理学 トド 268,37p
冊子版 978-4-326-15467-8 2020.08

*1032433712*
564

メタ倫理学の最前線
蝶名林亮
（ちょうなばやし・りょう）
編著
勁草書房

哲学史から、現代メタ倫理学におけるトレンドであった「理由」の概念や道徳的
実在論に関する論争、メタ倫理学上の反実在論・非実在論までを解説。言語哲
学や実験哲学など、哲学の他分野とメタ倫理学の関係も描きなおす。

倫理学、道徳
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎150.4 件名◎倫理学 チメ 370p
冊子版 978-4-326-10275-4 2019.09

*1031137113*
災害の倫理 災害時の自助・共助・公助を考える

倫理学、道徳

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎ 件名◎倫理学 ザサ 269,7p
命にかかわる災害時、誰が、
どのような行動をとるべきなのか。地震・ハリケーン・テロ・ 冊子版 978-4-326-15465-4 2020.04

ナオミ・ザック著
勁草書房

高橋隆雄
（たかはし・たかお）
監訳

感染症などの具体例を元に、功利主義、義務論、徳倫理など倫理学の観点から人々
の行動のあり方について検討する。

*1031670277*
実践・倫理学 現代の問題を考えるために 〈けいそうブックス〉
児玉聡
（こだま・さとし）
著
勁草書房

判断の難しい現代社会の倫理的な問題を、どう考え判断し、どう行動すればよいの
か。死刑制度、噓をつくこと、喫煙の自由等について、哲学的に考える仕方を著
者の見解も交えつつ紹介する。各章末に「読書案内」も掲載。

倫理学、道徳
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎150 件名◎倫理学 コジ 257,34p
冊子版 978-4-326-15463-0 2020.02

*1031814500*
「20世紀史」
を考える

歴史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
〈早くも忘れ去られつつある時期〉に照準。共有されるべき私たちの時代像のために。 冊子版 978-4-326-24834-6
塩川 , 伸明
勁草書房

民主化，国民国家化の拡大に時代の意味を探る。

2004

*1030884568*
戦争を読む

日本史

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎
近代日本の戦争史を専門とする著者による、初めての書評集。書評を通して時代と 冊子版 978-4-326-24838-4
加藤 陽子
勁草書房

その変遷を鮮やかに読み解き、戦争の本質に鋭く迫る。

2007

*1032356327*
天皇と軍隊の近代史 〈けいそうブックス〉

日本史

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎210.6 件名◎日本－歴史－近代
1930年代の日本の軍事と外交を専門とする著者が、天皇制下の軍隊の在り方の特 カテ 365,9p
徴とその変容を捉え、軍が政策決定の本質的変容にどのような影響をもたらしたの 冊子版 978-4-326-24850-6 2019.10
加藤陽子
（かとう・ようこ）
著
勁草書房

かを、明快な論理と筆致で描き出す。

*1031274392*
フランシス・クリック 遺伝暗号を発見した男

伝記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎289.3 件名◎クリック,フランシス・
DNA 構造の発見、遺伝暗号の解読、分子生物学の樹立、そして意識研究へ－。 ハリー・コンプトン リフク 236,8p
稀代の生命科学者フランシス・クリックの生涯と、科学という知の営みの尊さを描く。 冊子版 978-4-326-75055-9 2015.08

マット・リドレー著
勁草書房

田村浩二
（たむら・こうじ）
訳

*1032356302*
565

自由論の討議空間 フランス・リベラリズムの系譜

社会科学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎309.1 件名◎自由主義 ■ジ
自由とは何か ? 自由と平等の関係は ? 英語圏で共和主義ルネッサンスが語られる 270,17p
一方、共和国フランスでは政治的自由主義の見直しが進んでいる。個人・社会・ 冊子版 978-4-326-35150-3 2010.05
三浦信孝
（みうら・のぶたか）
編
勁草書房

国家の三角形のなかで改めて自由について考える。

*1032356314*
EU データ保護法
石井夏生利
（いしい・かおり）
著
勁草書房

EU のデータ保護法（GDPR、刑事司法司令、ePrivacy 規則案）を俯瞰的に捉
えるための素材を整理し、考察を深めるべき制度上・解釈上の論点を提示。日本
の個人情報保護関連法の改正を巡る論点も取り上げる。

政治
同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎316.1 件名◎プライバシー イイ
382p
冊子版 978-4-326-40370-7 2020.01

*1031533225*
アジアの人権ガバナンス

〈アジア地域統合講座 専門研究シリーズ 1〉
勝間靖
（かつま・やすし）
編著
勁草書房

アジアにおける人権ガバナンスの模索について、その現状と課題をとらえる。国際
人権規範の地域的な促進と実施、人権の主流化とネットワーク形成、深刻な人権
侵害の解決へ向けた地域協力について考察する。

アメリカ・センサスと
「人種」
をめぐる境界
個票にみるマイノリティへの調査実態の歴史

政治
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎316.1 件名◎人権擁護 カア
253p
冊子版 978-4-326-54629-9 2011.11

*1032356319*
政治

同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 31,240円 + 税
分類◎316.853 件名◎人種問題－歴史
スア 551,45p
アメリカ・センサスはマイノリティをどのように調査し、管理し、監視し、それが如 冊子版 978-4-326-20059-7 2020.01
菅
（七戸）
美弥
（すが・みや）
著
勁草書房

何なる排斥につながったのか。センサスの記録と日本側査証史料等の相互参照に
より、「ホワイトネス」への包摂と排除の歴史を繙く。

なぜ民主化が暴力を生むのか 紛争後の平和の条件

*1031533223*
政治

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎313.7 件名◎民主化 タナ 263p
内戦が終わって、やっと選挙が実現しても、暴力は繰り返される。民主化のほかに 冊子版 978-4-326-30281-9 2019.08
田中
（坂部）
有佳子
（たなか・ゆかこ）
著
勁草書房

何が必要なのか。政治暴力の因果メカニズムを計量分析、ゲーム理論、東ティモー
ルの事例分析で明らかにし、平和の条件を導き出す。

*1030990060*
一にして多のヨーロッパ 統合のゆくえを問う
宮島喬
（みやじま・たかし）
著
勁草書房

「国境なきヨーロッパの挑戦」は、どこまで進み、どんな壁にぶつかり、ゆくえにはど
んな困難や課題が待ち構えているのか。歴史の原点に立ち返り、過去と現在の緊
張関係の中で考える。

政治
同時アクセス1 9,790円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎319.3 件名◎ヨーロッパ統合 ミイ
291,12p
冊子版 978-4-326-65356-0 2010.11

*1030884581*
官僚はなぜ規制したがるのか レッド・テープの理由と実態

政治

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎317.1 件名◎行政学 カカ 115p
誰からも嫌われる「官僚主義」はどこから来るのか。解決策はどこにあるのか。こ 冊子版 978-4-326-30245-1 2015.12

ハーバート・カウフマン著
勁草書房

今村都南雄
（いまむら・つなお）
訳

の問題に正面から挑んだ古典的名著を完訳。煩わしいレッド・テープの原因は私た
ちにあり、官僚制の病理を直す万能薬など存在しないことを訴える。

*1032356301*
566

共通善の政治学 コミュニティをめぐる政治思想

政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎311 件名◎政治思想 キキ 239p
サンデルや現代コミュニタリアンは、なぜ今、古代からの西洋政治思想「共通善」 冊子版 978-4-326-30199-7 2011.04
菊池理夫
（きくち・まさお）
著
勁草書房

を改めて説くのか。現代コミュニタリアニズムやその中心的概念である共通善に関
して考察。新たな政治哲学の方向性を示す。

*1030884573*
国際関係理論と日本外交史 「分断」を乗り越えられるか

政治

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
日本外交を舞台にフロンティアを切り拓き、国際政治学の次の進化をめざす一冊。 史 ■コ 343p
長らく断絶してきた国際関係理論と外交史の研究を交錯させ、新たな日本外交論を 冊子版 978-4-326-30285-7 2020.02
大矢根聡
（おおやね・さとし）
編
勁草書房

浮かび上がらせる。

*1031533219*
政策はなぜ検証できないのか 政策評価制度の研究

政治

同時アクセス1 14,410円 + 税
同時アクセス3 21,670円 + 税
分類◎ 件名◎政策評価 ニセ 224p
政策評価制度の本質的問題は何か ? 評価をする側の行政職員がどのような意図を 冊子版 978-4-326-30291-8 2020.06
西出順郎
（にしで・じゅんろう）
著
勁草書房

持ち、それがどのような評価結果に至るのかを実証的に解明。制度の運用を決める
要因を提示し、評価がゆがんでいく構造を浮き彫りにする。

*1031873786*
政治学 〈アカデミックナビ〉

政治

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎311 件名◎政治学 ■セ 403p
政治を学問するってどういうこと? 政治学の基本的知識をていねいに説明するととも 冊子版 978-4-326-30283-3 2020.01
田村哲樹
（たむら・てつき）
著
勁草書房

近藤康史
（こんどう・やすし）
著

に、現実の政治のとらえ方、あるべき政治の論じ方、一つではない政治学の見方・
考え方を伝える。用語・人名解説、文献ガイド付き。

DL不可

*1031434001*
地域政策学事典
増田正
（ますだ・ただし）
編著
勁草書房

政治
友岡邦之
（ともおか・くにゆき）
編著

「地域政策学とは何か」という問いを初学者にも分かりやすく解説。地域政策学の
骨格である「基本政策」、必須キーワード「基礎知識」、分野別に整理された「個
別領域」により、学問を体系的に示す。

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎ R318.036 件名◎地方行政－便
覧 ■チ 293p
冊子版 978-4-326-30200-0 2011.08

*1032356304*
地方創生の総合政策論 “DWCM” 地域の人々の幸せを高めるた

政治

めの仕組み、ルール、マネジメント 〈淑徳大学研究叢書 33〉

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
矢尾板俊平
（やおいた・しゅんぺい）
著
分類◎318.6 件名◎地域開発 ヤチ
勁草書房
206p
地域創生を失敗させないために必要なこととは? 地方創生を「経済政策」「人口と 冊子版 978-4-326-50436-7 2017.03

都市政策」「地域づくり」の3つの視点から考え、居住者が幸せを感じられるような
地域を作るための仕組みとマネジメントについて解説する。

東アジアの重層的サブリージョンと新たな地域アーキテクチャ

*1032356295*
政治

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎319.2 件名◎アジア
（東部）
－対
大図們江圏、環日本海圏、環黄海圏、環東シナ海圏…。東アジアで重層的に 外関係 ■ヒ 275p
展開するサブリージョン
（下位地域）に注目し、内部の実態を実証的に解明。サブリー 冊子版 978-4-326-30286-4 2020.02
多賀秀敏
（たが・ひでとし）
編著
勁草書房

五十嵐誠一
（いがらし・せいいち）
編著

ジョンが東アジアの地域秩序に与える影響を掘り起こす。

*1031670282*
567

東京事務所の政治学 都道府県からみた中央地方関係
大谷基道
（おおたに・もとみち）
著
勁草書房

全47都道府県が中央省庁との連絡調整のため「東京事務所」を設置している。
東京事務所はなぜ残り続けるのか ? その実態をアンケートやインタビューで調査し、
中央地方関係の変遷と実像に新たな光を当てる。

政治
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎318.2 件名◎地方行政 オト 247p
冊子版 978-4-326-30282-6 2019.10

*1031274394*
南部メキシコの内発的発展とNGO 補訂版
北野収
（きたの・しゅう）
著
勁草書房

運動としての内発的発展論（ポスト開発論）の見地から、メキシコ南部のオアハ
カ州における市民社会および社会運動について、人と組織という視点でアプローチ
する。一部を削除・圧縮し、結論部に加筆した補訂版。

政治
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎318.956 件名◎地域開発 キナ
322p
冊子版 978-4-326-60323-7 2019.11

*1031340503*
日本人は右傾化したのか データ分析で実像を読み解く

政治

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎311.3 件名◎ナショナリズム タニ
ネット右翼、日本礼賛番組、そして安倍政権の長期化…。日本人は本当に右寄り 270,60p
になったのか ? 印象論やイデオロギーを排し、大規模な社会調査と統計学で、日 冊子版 978-4-326-35179-4 2019.09
田辺俊介
（たなべ・しゅんすけ）
編著
勁草書房

本人の「右傾化」の実態を検証する。

*1030990057*
平和学入門 1 平和を理解するための思考のドリル
多賀秀敏
（たが・ひでとし）
著
勁草書房

「平和学」という学問体系の基礎的理解とともに、平和構築方法論を身につけるた
めのテキスト。1は、「平和学と国際関係論」「構造的暴力と積極的平和」「紛
争関連資料の集め方・読み方」など全13講を収録する。

政治
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎平和 タヘ 227p
冊子版 978-4-326-30289-5 2020.05
DL不可

*1031873789*
保護する責任 変容する主権と人道の国際規範

政治

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎319.8 件名◎国際紛争 マホ
人命を救うための武力行使は許されるのか ? 深刻な人道危機が起こった時、国際 256p
社会では主権と人権をめぐる激しい論争が繰り広げられた。蹂躙された人々を救う 冊子版 978-4-326-30284-0 2020.01
政所大輔
（まどころ・だいすけ）
著
勁草書房

ための新たな規範が広がっていくさまを描き出す。

*1031434002*
冷戦後の東アジア秩序 秩序形成をめぐる各国の構想

政治

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎319.2 件名◎アジア
（東部）
－対
主要国は東アジアの国際秩序をどのように認識し、どんな秩序構想を立てたのか。 外関係 ■レ 303p
そして、その帰結はいかなるものだったのか。気鋭の執筆陣が冷戦後の軌跡を追い、 冊子版 978-4-326-30288-8 2020.03
佐橋亮
（さはし・りょう）
編
勁草書房

日本の役割と東アジアの将来を見極める。

*1031616128*
その証言、本当ですか ? 刑事司法手続きの心理学

法律

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎327.953 件名◎刑事訴訟法 サソ
被害者や目撃者がそろって犯人であるとし、本人も自白した事件。しかし、彼は無 381p
実であった－。刑事司法手続きの始まりから終わりまでを俯瞰し、段階ごとに問題を 冊子版 978-4-326-25137-7 2019.10

ダン・サイモン著
勁草書房

福島由衣
（ふくしま・ゆい）
監訳

検討。誤った証言を生み出すメカニズムに迫る。

*1031274393*
568

リスクの立憲主義 権力を縛るだけでなく、生かす憲法へ

法律

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 ヴリ■■バ
意思決定理論の知見をもとに憲法ルールの最適なデ ザインの基礎を探究。アメリ 268,47p
カ憲法史の豊富な例から、過度の予防原則が却って政治的リスクを増大させる可 冊子版 978-4-326-45117-3 2019.12
エイドリアン・ヴァーミュール 著
勁草書房

吉良貴之
（きら・たかゆき）
訳

能性を分析。権力の最適なパフォーマンスを生かす立憲主義を構想する。

*1031616137*
ルソーの戦争 / 平和論

『戦争法の諸原理』
と
『永久平和論抜粋・批判』

法律

同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,280円 + 税
ジャン=ジャック・ルソー著 ブレーズ・バコフェン監修
分類◎ 件名◎戦争
（国際法）ルル
勁草書房
388,39p
断片化した草稿を綿密なテクスト生成研究により校訂、ルソーが意図していた形に 冊子版 978-4-326-10281-5 2020.07

復元。「戦争法の諸原理」に「永久平和論抜粋・批判」の新訳を合わせ解説も
加えて、ルソーの戦争 / 平和論に迫る。

刑法案内 1 〈勁草法学案内シリーズ〉
藤木英雄
（ふじき・ひでお）
著
勁草書房

板倉宏
（いたくら・ひろし）
著

「しろうとにもわかる刑法を」との想いでまとめた刑法の入門書。1は刑法全体の概
論から構成要件、違法性、正当防衛・誤想防衛、責任の錯誤までを収録する。

*1032310338*
法律
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 フケ 221,18p
冊子版 978-4-326-49931-1 2011.01

*1030884574*
刑法案内 2 〈勁草法学案内シリーズ〉

法律

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 フケ 224,18p
「しろうとにもわかる刑法を」との想いでまとめた刑法の入門書。2は期待可能性から、 冊子版 978-4-326-49932-8 2011.01
藤木英雄
（ふじき・ひでお）
著
勁草書房

板倉宏
（いたくら・ひろし）
著

責任能力、原因において自由な行為、過失や未遂、共犯、刑罰論までを収録する。

*1030884575*
憲法解釈権力
蟻川恒正
（ありかわ・つねまさ）
著
勁草書房

憲法制定権力（憲法を制定する権力）との類比で著者が仮設した概念、憲法解
釈権力（憲法を解釈する権力）。権力が憲法に拘束される構造を徹底的に分析し、
憲法秩序の意味をも変えられる憲法解釈権力について考察する。

法律
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎323.01 件名◎憲法 アケ 310p
冊子版 978-4-326-45121-0 2020.02

*1031533220*
現代日本刑事法の基礎を問う 〈笑うケースメソッド 3〉
木庭顕
（こば・あきら）
著
勁草書房

代表的な古典の遺産である政治システムの生命線、刑事司法。学生たちが立場
を超えて、刑事司法の問題の根本を古典的に、ゆえに新たに掘り下げる。東大法
科大学院の授業を単行本化。

法律
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎326 件名◎刑事法 コゲ 250p
冊子版 978-4-326-40366-0 2019.07
DL不可

*1031137118*
実務解説行政訴訟 〈勁草法律実務シリーズ〉
大島義則
（おおしま・よしのり）
編著
勁草書房

行政事件訴訟法の定める各訴訟類型の制度概説を行い、争点となりやすい個別
論点を取り上げて論点解説する。訴状、準備書面、仮の救済の申立書等の主張
書面において各要件の該当性に関する主張を起案する際のハンドブック。

法律
同時アクセス1 15,290円 + 税
同時アクセス3 22,990円 + 税
分類◎ 件名◎行政争訟 オジ 414p
冊子版 978-4-326-40376-9 2020.04
DL不可

*1031873791*
569

実務成年後見法 〈勁草法律実務シリーズ〉

法律

同時アクセス1 16,610円 + 税
同時アクセス3 24,970円 + 税
分類◎324.65 件名◎成年後見制度 ■
家庭裁判所で成年後見事件を担当していた現職の裁判官らが、法改正を含む法 ジ 462p
令・直近の裁判例を踏まえて、実務の運用を詳細に解説。基礎的な理論から応用 冊子版 978-4-326-40372-1 2020.01
松原正明
（まつばら・まさあき）
編著
勁草書房

浦木厚利
（うらき・あつとし）
編著

までを広くカバーする。

DL不可

*1031533227*
社会の音響学 ルーマン派システム論から法現象を見る
毛利康俊
（もうり・やすとし）
著
勁草書房

ドイツの社会理論家、ニクラス・ルーマンの理論を法現象の分析に応用する試み。
ルーマン理論の概要とその前提、ルーマン派システム論の方法の実施例、全体
社会レベルでの機能分析について述べる。

法律
同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎321.3 件名◎法社会学 モシ
328,27p
冊子版 978-4-326-60262-9 2014.01

*1032356309*
少数株主権等の理論と実務 〈勁草法律実務シリーズ〉

法律

同時アクセス1 15,290円 + 税
同時アクセス3 22,990円 + 税
分類◎325.243 件名◎株主 ■シ 418p
株主総会、役員会運営、株式買取請求等、会社法上の機関業務で主に問題と 冊子版 978-4-326-40368-4 2019.10
上田純子
（うえだ・じゅんこ）
編著
勁草書房

植松勉
（うえまつ・つとむ）
編著

なる、マイノリティ株主の権利に関する法律実務書。条文をベースとした詳細な理
論面の解説に加え、実務上のノウハウもわかりやすく提示する。

DL不可

*1031274395*
人を知る法、待つことを知る正義 東アフリカ農村からの法人類学

法律

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎322.9454 件名◎法律－ケニア イ
東アフリカのある農村では、即効性のない呪物を使い、時間をかけて解決を図る。 ヒ 286p
待つことを知る者の姿がそこにあった。正義を希求し、法を探究する人間、社会を 冊子版 978-4-326-65423-9 2019.11
石田慎一郎
（いしだ・しんいちろう）
著
勁草書房

語る人間の姿を描き、法とは何かを問い直す。

*1031340504*
都市と環境の公法学 磯部力先生古稀記念論文集
磯部力先生古稀記念論文集刊行委員会編
勁草書房

磯部力先生の古稀を祝した記念論文集。フランス公法学の泰斗オーリウの公法
理論の研究に取り組んできた先生の研究課題を踏まえ、「都市環境法」「自治体行
政法」「フランス公法」の3部構成の下、19篇の論文を収録。

法律
同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 47,850円 + 税
分類◎323.04 件名◎公法 ■ト 526p
冊子版 978-4-326-40317-2 2016.04

*1032356300*
日本近代法史の探究 2 経済法の歴史

法律

同時アクセス1 22,330円 + 税
同時アクセス3 33,550円 + 税
分類◎322.16 件名◎法制史－日本 ■
第二次大戦期の経験に着目し、経済の国家－法による操舵が企図された総力戦の ニ 255p
なかで、「経済法」という観念自体がどのように構想され、鍛造されたかに迫る。 冊子版 978-4-326-44982-8 2020.04
伊藤孝夫
（いとう・たかお）
編著
勁草書房

経済法をめぐる米・独・日の経験、日本の戦時経済等を取り上げる。

*1031814497*
比較民法学の将来像 岡孝先生古稀記念論文集
沖野眞已
（おきの・まさみ）
編
勁草書房

笠井修
（かさい・おさむ）
編

比較民法学の研究と教育に尽力した学習院大学法学部教授・岡孝の古稀を記念
した論文集。「江戸時代における後見法」「契約上の債務が原始的不能の場合
の損害賠償について」などの論稿を収録する。

法律
同時アクセス1 51,040円 + 税
同時アクセス3 76,560円 + 税
分類◎324.04 件名◎民法 ■ヒ 868p
冊子版 978-4-326-40371-4 2020.01

*1031533226*
570

法と経済学の基礎と展開 民事法を中心に
細江守紀
（ほそえ・もりき）
編著
勁草書房

経済学と法学の共同作業として法および法政策の研究を行う学際領域「法と経済
学」の基礎と応用を学ぶテキスト。日本民法を素材とした基礎分析、契約法と消
費者契約法、不法行為法と民事訴訟の現代的課題、競争政策等を扱う。

法律
同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ホホ 356p
冊子版 978-4-326-50470-1 2020.04

*1031983403*
法の支配と遵法責務

The Rule of Law and the Duty to Obey the Law

那須耕介
（なす・こうすけ）
著
勁草書房

法の一般理論である法概念論との高い類縁性という特徴のもと、学位論文「法の
支配を支えるもの」を中心に論考群をまとめる。個人と社会と国家の関係をめぐる思
考を通じて「法とは何か」を多角的に問い直す。

民法 3 親族法・相続法 第4版
我妻榮
（わがつま・さかえ）
著
勁草書房

有泉亨
（ありいずみ・とおる）
著

現時点における通説の到達した最高水準を簡明に解説するテキスト。法制度に対
する歴史をふまえ、深い社会的洞察力と市民感覚で親族法・相続法を解釈する。
相続法、成年年齢、特別養子に関する法改正に対応した第4版。

法律
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎法の支配 ナホ 255,3p
冊子版 978-4-326-40380-6 2020.07

*1032310340*
法律
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ミ 430p
冊子版 978-4-326-45120-3 2020.03
DL不可

*1031814498*
民法〈財産法〉講義 Property and Obligation Law

法律

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎ 件名◎財産法 ナミ 402p
判例ルールの明文化を目的とした平成29年改正民法のうち、財産法（総則・物権・ 冊子版 978-4-326-40379-0 2020.07
長坂純
（ながさか・じゅん）
著
勁草書房

債権）の基礎的な概念や基本的な制度を理解できるよう、民法典の体系に即して
わかりやすく解説する。2020年施行の改正債権法に対応。

DL不可

*1032310339*
ナッジ!?

自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム

那須耕介
（なす・こうすけ）
編著
勁草書房

橋本努
（はしもと・つとむ）
編著

ナッジという技法とその背後にあるリバタリアン・パターナリズムの思想の意義と問
題点を、思想史的な来歴と今日の理論的達成、そして将来への実践的展望という
3つの柱を軸に考察する。

経済
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎行動経済学 ■ナ 256p
冊子版 978-4-326-55084-5 2020.05

*1031873790*
ベトナム経済発展論 中所得国の罠と新たなドイモイ

経済

同時アクセス1 9,790円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎332.231 件名◎ ベトナム－経済
ベトナムはいかにして市場経済への移行を展開してきたか。中所得国の罠を避ける トベ 322p
ための新たなドイモイは何か。ベトナムの経済発展・市場への移行過程を分析し、 冊子版 978-4-326-50339-1 2010.09

トラン・ヴァン・トウ著
勁草書房

現段階の課題を明らかにする。

*1030884577*
移民受け入れと社会的統合のリアリティ

現代日本における移民の階層的地位と社会学的課題

是川夕
（これかわ・ゆう）
著
勁草書房

国勢調査 マイクロデータから移民の社会経済的状況を定量的に分析、その傾向
と特徴を明らかにする。文化的共生に重点が置かれてきた日本における移民研究
を階層概念を軸に再構成し、移民の社会的統合の具体的な課題を展望する。

経済
同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎334.41 件名◎移民・植民 コイ
300p
冊子版 978-4-326-60321-3 2019.08

*1032356292*
571

金融商品取引法の理論・実務・判例 〈勁草法律実務シリーズ〉
河内隆史
（かわち・たかし）
編集代表
勁草書房

膨大で複雑な金融商品取引法の理論と実務を架橋する本。金融商品取引法の諸
制度の意義や立法の変遷、周辺諸法との交錯・接点などを考察し、重要な判例
等を整理。主張・立証に関する訴訟上の留意点も盛り込む。

経済
同時アクセス1 25,520円 + 税
同時アクセス3 38,280円 + 税
分類◎338.16 件名◎金融商品取引法
■キ 612p
冊子版 978-4-326-40369-1 2019.12
DL不可

*1031533234*
契約と法の経済分析 〈中京大学総合政策研究叢書 第13号〉
佐藤茂春
（さとう・しげはる）
著
勁草書房

不完備契約がもたらす非効率性を克服するため、どのような方策があるのか。不完
備契約に対する契約当事者間の自主的解決としてのオプション契約の有効性や、
市場の効率性に与える契約不完備性の問題などについて考察する。

経済
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎331.19 件名◎経済分析 サケ
203p
冊子版 978-4-326-50469-5 2020.01

*1031533229*
社会科学者のための進化 ゲーム理論 ―基礎から応用まで―
大浦 宏邦
勁草書房

ひとびとが試行錯誤したり他人のすることを真似したりするときに、ひとびとの全体の
行動にはどのような変化が生じるか。「動学化されたゲーム理論」の論理と可能性。

経済
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-60213-1

2008

*1032356308*
社会的選択と個人的評価

経済

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎331.74 件名◎経済学－厚生経済
「アローの不可能性定理（一般可能性定理）」として知られる社会的選択理論を 学 アシ 181p
創設し、1972年にノーベル経済学賞を受賞したケネス・J.アローの代表的著作。 冊子版 978-4-326-50373-5 2013.01
ケネス・J. アロー著
勁草書房

長名寛明
（おさな・ひろあき）
訳

エリク・S・マスキンの緒言を新たに収録。原著第3版の翻訳。

*1032356289*
職場学習の心理学 知識の獲得から役割の開拓へ
伊東昌子
（いとう・まさこ）
著
勁草書房

渡辺めぐみ
（わたなべ・めぐみ）
著

新入社員はどのような学びに遭遇し、どのような学びを展開して熟達していくのか。
理論的手がかりと実例から、実践現場における人と職場と組織の接点を解明する。
関連する事例やトピックを綴ったコラムも収録。

経済
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 イシ
218p
冊子版 978-4-326-25139-1 2020.02
DL不可

*1031533217*
人工知能と経済 Artificial Intelligence and the Economy
山本勲
（やまもと・いさむ）
編著
勁草書房

人工知能は経済をいかに変容させるのか。経済学の多様なフィールドを取り上げ、
技術進歩のエピソードや研究動向を整理し、さまざまな知見をもとに、今後の技術
進歩の社会経済に与える影響や留意点、政策含意を検討する。

経済
同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ヤジ 347p
冊子版 978-4-326-50462-6 2019.08

*1031274396*
選択しないという選択 ビッグデータで変わる「自由」のかたち

経済

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎331 件名◎行動経済学 サセ
ネットに氾濫する「あなたへのおすすめ」の数々。来たるべき世界はユートピアか ? 237,23p
ディストピアか ? ビッグデータ時代にふさわしい自由と選択を追い求め、リバタリアン・ 冊子版 978-4-326-55077-7 2017.01
キャス・サンスティーン著
勁草書房

伊達尚美
（だて・なおみ）
訳

パターナリズムの有用性と問題について考察する。

*1032356294*
572

地域金融機関の経営行動 ―経済構造変化への対応―
堀江 , 康煕
勁草書房

地域間・地域内の格差拡大に関連して、貸出行動を中心に金融の役割を考察。
また、地域金融機関の収益構造や企業との関係の変化、貸出行動の特徴、合併
の意義等を分析する。

経済
同時アクセス1 11,660円 + 税
同時アクセス3 17,490円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-50310-0

2008

*1030884576*
地域創生 ,そして日本創生へ 〈日本経済政策学会叢書 2〉
小淵洋一
（おぶち・よういち）
編
勁草書房

谷口洋志
（たにぐち・ようじ）
編

国の重要政策の一つである「地域創生」を行政と企業の取り組みから切り込み、
わかりやすく解説。また、少子・高齢化が進む現代に必要な社会保障政策を含む
財政政策について展望する。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎332.107 件名◎経済政策－日本
■チ 172p
冊子版 978-4-326-54611-4 2020.02

*1031670283*
中国の金融制度

経済

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎338.222 件名◎金融－中国 ドチ
計画経済から市場経済への移行にあたって、中国の金融制度はどのように整備さ 250p
れてきたのか、その現状はどうなっているのか。今後、中国の金融制度はどの方向 冊子版 978-4-326-50382-7 2013.07
童適平
（どう・てきへい）
著
勁草書房

に向かうのか。中国金融制度の全容を解明する。

*1030884578*
中世末期西ヨーロッパの市場と規制

15世紀フランデレンの穀物流通 〈神戸大学経済学叢書 第20輯〉

経済

同時アクセス1 14,410円 + 税
同時アクセス3 21,670円 + 税
分類◎332.358 件名◎ ベルギー－経済
－歴史 オチ 298p
ベルギーの東フランデレン州にあるヘントの文書館に保管されている史料を用いて、 冊子版 978-4-326-54642-8 2013.11
奥西孝至
（おくにし・たかし）
著
勁草書房

穀物流通・取引・価格の分析などにより、15世紀フランデレンの穀物流通におけ
る市場機能を考察する。

日本金融の誤解と誤算 通説を疑い検証する
伊藤修
（いとう・おさむ）
編著
勁草書房

植林茂
（うえばやし・しげる）
編著

大きな変貌を遂げつつある日本の金融。これまで通説と理解されてきたものを再検証
なしに受け入れてもよいのか。データと事実関係に依拠した虚心坦懐な分析作業に
基づいて、金融における通説を見直す。

*1032356320*
経済
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎金融－日本 ■ニ 250p
冊子版 978-4-326-50472-5 2020.07

*1032310341*
福祉国家体制の危機と経済倫理学の再興

ドイツ語圏における展開 〈神戸大学経済学叢書 第23輯〉
永合位行
（なごう・たかゆき）
著
勁草書房

ドイツ語圏における新たな経済倫理学の諸研究を展望。1980年代以降の経済倫
理学の代表的論者に焦点をあて、かれらが自らの経済倫理学の体系の中でいかな
る経済秩序構想を展開してきたかを明らかにする。

仏教経済学 暗い学問－経済学－に光明をあてる

経済
同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎331.1 件名◎経済倫理 ナフ
226p
冊子版 978-4-326-54645-9 2016.01

*1032356321*
経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,430円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 ブブ
私たちが全ての人に慈悲の気持ちを持ち、人生のかえ難い瞬間を自覚することによ 191,29p
り、真の幸せは自己の内面から来る。お互いの思いやりを反映し、世界の資源を 冊子版 978-4-326-55083-8 2020.02
クレア・ブラウン著
勁草書房

村瀬哲司
（むらせ・てつじ）
訳

持続的に分かち合える経済の仕組み作りを提唱する。

*1031616132*
573

変貌するコーポレート・ガバナンス
企業行動のグローバル 化、中国、ESG

経済

同時アクセス1 15,620円 + 税
同時アクセス3 23,430円 + 税
花崎正晴
（はなざき・まさはる）
編著
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
勁草書房
ス ハヘ 396p
企業行動の新しい潮流とコーポレート・ガバナンスとの関係、経済発展を続ける中 冊子版 978-4-326-50464-0 2019.08

国のコーポレート・ガバナンス、企業のサステナビリティに対する取り組み姿勢…。
コーポレート・ガバナンスの新たな視点に焦点を当てて論じる。

財政調整制度下の地方財政 健全化への挑戦
西川雅史
（にしかわ・まさし）
著
勁草書房

自立・自律の意識を高めるために、地方財政はどうあるべきか ? 危機に直面する地
方財政を地方交付税制度を中心に論じ、地方自治体間の格差を縮小し、自律を促
す改革を提言する。

*1030990062*
財政
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎349 件名◎地方財政 ニザ 233p
冊子版 978-4-326-50352-0 2011.09

*1032356316*
政府と経済成長 税と公共支出の配分

〈中京大学総合政策研究叢書 第9号〉
大森達也
（おおもり・たつや）
著
勁草書房

政府の役割のひとつである経済成長。内生的経済成長モデルを用いて、理論的
な側面より税と公共支出が経済成長に及ぼす効果について検討する。

財政
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎343.7 件名◎公共支出 オセ
168p
冊子版 978-4-326-50420-6 2016.01

*1032356318*
政府間競争の経済分析 地方自治体の戦略的相互依存の検証
田中宏樹
（たなか・ひろき）
著
勁草書房

自治体間競争は、地方に利益をもたらすのか。地方分権の経済的帰結を、地方
政府間の政策競争という視点から実証的手法を中心的に用いて検証し、分権化の
効果・含意を読み解く。

財政
同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎349.3 件名◎地方財政 タセ
203p
冊子版 978-4-326-50384-1 2013.08

*1032356317*
税法学原論 第8版

財政

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 キゼ
民主主義税法学の発展に寄与してきた「北野税法学」の哲学が収斂された体系書。 448p
日本税法学を、憲法理論を基底とする「納税者権利論の体系の学問」として確立・ 冊子版 978-4-326-40374-5 2020.02
北野弘久
（きたの・ひろひさ）
著
勁草書房

展開する。法改正と重要判例等を盛り込んだ第8版。

DL不可

*1031616130*
納税者のための租税の納付・徴収手続

財政

同時アクセス1 11,110円 + 税
同時アクセス3 16,720円 + 税
分類◎345.12 件名◎国税徴収法 ■ノ
納税者の権利を守るためにはどうすればよいか。租税徴収制度について、第二次 277p
納税義務、滞納処分、換価の猶予など実務家として知っておくべき内容を網羅する。 冊子版 978-4-326-40367-7 2019.10
中村芳昭
（なかむら・よしあき）
監修
勁草書房

東京地方税理士会編

2017年度の討論会における研究報告書を基に加筆修正し書籍化。

DL不可

*1031137112*
ソーシャルワークはマイノリティをどう捉えてきたのか
制度的人種差別とアメリカ社会福祉史

社会

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎ 件名◎社会福祉－アメリカ合衆国
ニソ 260,23p
ソーシャルワーカーの専門職化と福祉国家形成のはざまで、マイノリティはどう扱わ 冊子版 978-4-326-70117-9 2020.08
西崎緑
（にしざき・みどり）
著
勁草書房

れてきたのか。米国ソーシャルワークの歴史をマイノリティ、特にアメリカ黒人の立
場から叙述し、社会福祉的価値の基盤を問う。

574

*1032433715*

ダイバーシティ経営と人材マネジメント

生協にみるワーク・ライフ・バランスと理念の共有

社会

同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,110円 + 税
佐藤博樹
（さとう・ひろき）
編著
分類◎365.85 件名◎生活協同組合 サ
勁草書房
ダ 198p
多様な人材を受け入れ、彼らが意欲的に仕事に取り組み、経営成果に貢献できる 冊子版 978-4-326-50466-4 2020.02

ようにする「ダイバーシティ経営」について読み解く。生協で働く人材を対象として、
日本企業全体の人材マネジメントに有益な情報を提供する。

ちょっと気になる
「働き方」の話

*1031616131*
社会

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎366 件名◎労働 ケチ 303p
少子高齢化の進行により改革が迫られる日本の労働問題。働きやすい環境づくりを 冊子版 978-4-326-70111-7 2019.12
権丈英子
（けんじょう・えいこ）
著
勁草書房

進めるには、何が障害であり、いかにすれば克服できるのか。これからの働き方を
考える上での課題を網羅、議論の全容を見渡す。

*1031616138*
ちょっと気になる社会保障 V3 第3版

社会

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 ケチ 315p
「社会保障というシステム」の根本からわかりやすく学び、教えるための入門書。制度、 冊子版 978-4-326-70112-4 2020.02
権丈善一
（けんじょう・よしかず）
著
勁草書房

歴史、理論、それらをベースにした政策論など、社会保障のエッセンスを解説する。
年金の令和元年財政検証を反映した第3版。

*1031670285*
マンゴーと手榴弾 生活史の理論 〈けいそうブックス〉

社会

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎361.16 件名◎社会学 キマ 341p
沖縄戦の最中に手渡された手榴弾と、聞き取りの現場で手渡されたマンゴー。「こ 冊子版 978-4-326-65414-7 2018.10
岸政彦
（きし・まさひこ）
著
勁草書房

ちら側」と「あちら側」の境界線をこえて行き来する、語りと記憶と事実－。生活
史調査において現実を取り戻す方法を探った、新しい生活史方法論。

*1032356293*
メディアは知識人をどう使ったか ―戦後「論壇」の出発―

社会

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎
敗戦直後，
メディアに何が起こったのか？知識人がどのように取り上げられたかを軸に， 冊子版 978-4-326-65289-1
大井 浩一
勁草書房

価値観が劇的に転換した時代の実相に迫る。

2004

*1032356324*
メディア論の地層 1970大阪万博から2020東京五輪まで

社会

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎361.453 件名◎マス・メディア イ
空前絶後の大阪万博から半世紀－。1960年代以降の日本でメディア論的思考が メ 272,9p
覚醒する契機となった出来事、技術革新や文化現象などに焦点をあてることで、さ 冊子版 978-4-326-65425-3 2020.02
飯田豊
（いいだ・ゆたか）
著
勁草書房

まざまなメディア論の地層が堆積していく過程を辿る。

*1031533221*
現代の保育と社会的養護Ⅰ

社会

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎369.43 件名◎社会的養護 ■ゲ
保育士養成課程の科目「社会的養護Ⅰ」に対応するテキスト。現代社会における 132p
社会的養護の意義と歴史的変遷、社会的養護の基本、制度と実施体系、対象・ 冊子版 978-4-326-70115-5 2020.01
井村圭壯
（いむら・けいそう）
編著
勁草書房

今井慶宗
（いまい・よしむね）
編著

形態・専門職など、保育士として必要な知識と技能をまとめる。

DL不可

*1031616135*
575

災害復興の経済分析 持続的な地域開発と社会的脆弱性

〈KDDI 総合研究所叢書 9〉
林万平
（はやし・まんぺい）
著
勁草書房

災害復興のための初期投資、復興過程の進展を推計するための手法を検討し、
国内外の災害復興過程を長期的に検証。復興の取り組みにおける諸課題や将来
の大災害による被害の軽減について論じる。

子育て支援を労働として考える Care Work

社会
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎369.3 件名◎災害復興 ハサ
299p
冊子版 978-4-326-50467-1 2019.12

*1031434003*
社会

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎369.4 件名◎子育て支援 ■コ
保育労働と地域子育て支援労働を総称する「子育て支援労働」という概念を打ち 225p
立て、社会経済的視点から支援従事者の労働と身分保障の問題を考える。さらに、 冊子版 978-4-326-60327-5 2020.02
相馬直子
（そうま・なおこ）
編著
勁草書房

松木洋人
（まつき・ひろと）
編著

子育て支援をめぐる労働実態を、データをもとに明らかにする。

*1031670284*
社会福祉の拡大と形成 〈福祉の基本体系シリーズ 11〉

社会

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎369 件名◎社会福祉 ■シ 162p
変容し続けている社会福祉の姿を正しく捉えるには、過去・現在・未来を俯瞰する 冊子版 978-4-326-70113-1 2019.12
井村圭壯
（いむら・けいそう）
編著
勁草書房

今井慶宗
（いまい・よしむね）
編著

視点が必要。拡大と再形成の途上にある社会福祉において、制度・政策の理解
と現場での実践を結び付けるための基礎知識、必要な事柄をまとめる。

DL不可

*1031434005*
若者と初期キャリア 「非典型」からの出発のために

社会

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎366.21 件名◎労働市場 コワ
フリーターとなった若者の実態や、その職業キャリア形成の課題を調査によって詳 290p
細に把握し、
「典型キャリア」への移行実現の道筋を検討する。著者の「初期キャ 冊子版 978-4-326-60227-8 2010.02
小杉礼子
（こすぎ・れいこ）
著
勁草書房

リア研究」の集大成。

*1032356323*
女性のキャリア継続 正規と非正規のはざまで
乙部由子
（おとべ・ゆうこ）
著
勁草書房

産休や育児休業制度を利用しながら働き続けるために、女性自身は何を心がけ、
実践しているのか。中小・小規模企業、スーパーマーケットの事例から読み解く。

社会
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎366.38 件名◎女性労働 オジ
187p
冊子版 978-4-326-60232-2 2010.12

*1030884579*
心のバリアフリーを目指して 日本人にとってのうつ病 , 統合失調症

社会

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎369.28 件名◎精神障害者福祉
私たちの周辺における精神障害者への視線や理解、そして対応は、十分に改善さ ■コ 177p
れたと言い切ることができるだろうか。精神保健の知識と理解に関する面接調査と 冊子版 978-4-326-25066-0 2010.10
中根允文
（なかね・よしぶみ）
著
勁草書房

吉岡久美子
（よしおか・くみこ）
著

国際比較研究から、日本人のメンタルヘルスリテラシーを探る。

*1030884569*
人生の歩みを追跡する 東大社研 パネル 調査でみる現代日本社会
石田浩
（いしだ・ひろし）
編著
勁草書房

有田伸
（ありた・しん）
編著

この10年の間にひとびとはどのような経験を積み、
どのような個人差が見られるのか。
経験の個人差は、いかなる要因によって生じるのか。若年者・壮年者を10年以上
追跡した全国調査から、格差・不平等の問題を明らかにする。

社会
同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎361.91 件名◎社会調査 ■ジ
282p
冊子版 978-4-326-60326-8 2020.01

*1031533232*
576

逃避型ネット依存の社会心理

社会

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎371.42 件名◎青少年問題 オト
インターネットへの依存を生じさせるものとは。計2万6千人の中高生への調査から、 210p
心理ストレス要因とネット依存傾向をネット逃避が媒介し、現実生活に実害が生じ 冊子版 978-4-326-25138-4 2020.01
大野志郎
（おおの・しろう）
著
勁草書房

る構造を検証。適切なストレス対処スキルの教育を提言する。

*1031434000*
日中韓働き方の経済学分析

日本を持続するために中国・韓国から学べること

社会

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
石塚浩美
（いしずか・ひろみ）
著
分類◎366.21 件名◎労働市場 イニ
勁草書房
217p
持続可能な経済のための労働市場の転換は、日本に何をもたらすのか。日本・中国・ 冊子版 978-4-326-50468-8 2019.12

韓国の労働市場をダイバーシティに焦点を当てて比較研究し、日本経済の維持・
成長に必要な経済活性化の方策を訴える。

美容資本 なぜ人は見た目に投資するのか

〈シリーズ 数理・計量社会学の応用 1〉

*1031434004*
社会

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎361.16 件名◎数理社会学 コビ
227,5p
なぜ人は見た目を意識するのか。美しさにはどのような因果関係があるのか。メイク 冊子版 978-4-326-69842-4 2020.03
小林盾
（こばやし・じゅん）
著
勁草書房

数理社会学会監修

などの美容活動は美容という資本への投資であり、見た目とはその結果であるという
ことを、統計分析とインタビュー分析で解明する。

保育と子ども家庭支援論
井村圭壯
（いむら・けいそう）
編著
勁草書房

今井慶宗
（いまい・よしむね）
編著

保育士養成課程の科目「子ども家庭支援論」に対応するテキスト。変貌する社
会において、保育士として必要な子ども家庭支援の各領域の意義・内容・課題や
今後の動向について、体系的に解説する。

*1031814499*
社会
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎369.4 件名◎子育て支援 ■ホ
126p
冊子版 978-4-326-70114-8 2020.01
DL不可

*1031616134*
里親制度の史的展開と課題

社会的養護における位置づけと養育実態

社会

同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 31,240円 + 税
分類◎369.43 件名◎里親制度－歴史
キサ 313,64p
児童養護に関し里親等家庭養護に委託する割合を大幅に増やす方針が出された 冊子版 978-4-326-60322-0 2019.10
貴田美鈴
（きだ・みすず）
著
勁草書房

「新しい社会的養育ビジョン」。戦後の里親制度を振り返るとともに、当事者へのイ
ンタビュー調査を通じ、今後の制度の課題を浮かび上がらせる。

シュタイナーの教育思想 その人間観と芸術論
柴山英樹
（しばやま・ひでき）
著
勁草書房

シュタイナーはなぜ「芸術活動を通じた人間形成」という観点を重視したのか。彼
の教育思想を支える独自の人間観に歴史的文脈から迫り、芸術論や教育思想の
意味内実を解明する。

*1031340506*
教育
同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎371.5 件名◎教育 シシ 306p
冊子版 978-4-326-25071-4 2011.09

*1032356312*
教育格差のかくれた背景 親のパーソナルネットワークと学歴志向
荒牧草平
（あらまき・そうへい）
著
勁草書房

親の交際相手について調査した結果から、親族やママ 友などの学歴や考え方が
親の学歴志向を媒介して関与していることを実証的に析出する。教育格差の生成
メカニズムに迫り、親への支援に結び付けようとする研究。

教育
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育格差 アキ
247p
冊子版 978-4-326-60319-0 2019.08

*1030990063*
577

教育現象のシステム論（教育思想双書 4）
石戸 , 教嗣
勁草書房

個性，学力，不登校…今日の日本の教育現実を，ルーマンの社会システム論を応
用して内在的 / 外在的に捉えなおし，鮮明な見取図を示す！

教育
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-29876-1

2003

*1030884570*
現代日本教育費政策史

戦後における義務教育費国庫負担政策の展開

教育

同時アクセス1 57,420円 + 税
同時アクセス3 86,130円 + 税
井深雄二
（いぶか・ゆうじ）
著
分類◎373.4 件名◎教育費国庫補助 イ
勁草書房
ゲ 1320,35p
戦後、義務教育費をめぐる政策はどのように議論され、国庫負担制度はいかに成立・ 冊子版 978-4-326-25141-4 2020.02

確立していったか。資料を基に詳細に分析する。義務教育財政のあるべき原則を
考える上で不可欠な、前著「近代日本教育費政策史」に続く戦後編。

最新教育原理 第2版
安彦忠彦
（あびこ・ただひこ）
編著
勁草書房

*1031533218*
教育

石堂常世
（いしどう・つねよ）
編著

教職科目「教育原理」のテキストおよび教育学を学ぶための入門書。基礎知識
を網羅し、最新の課題、歴史的事項、臨床的問題を平易に説く。道徳教育、外
国語教育、特別支援教育に関する記述を大幅に改稿。新学習指導要領対応。

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎ 件名◎教育学 ■サ 235p
冊子版 978-4-326-25142-1 2020.05
DL不可

*1031873788*
子育てをめぐる公私再編のポリティクス

幼稚園における預かり保育に着目して
清水美紀
（しみず・みき）
著
勁草書房

子育ては、誰がどのように担うべきなのか。幼稚園での預かり保育に焦点を当て、
政策言説の分析、保育者と親への調査・インタビューから、子育てをめぐってせめ
ぎ合う、公的領域 / 私的領域の再編のポリティクスを解明する。

震災と学校のエスノグラフィー 近代教育システムの慣性と摩擦

教育
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 シコ 276p
冊子版 978-4-326-60320-6 2019.08

*1030990064*
教育

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎372.122 件名◎陸前高田市－教
学校は災害経験とどう向きあってきているのか。東日本大震災・被災地の中学校に 育 ■シ 322,6p
おける継続的な調査・分析により、教師・生徒の震災経験の位置づけや学校文化 冊子版 978-4-326-25140-7 2020.02
清水睦美
（しみず・むつみ）
著
勁草書房

妹尾渉
（せのお・わたる）
著

の変容を明らかにし、災害は近代学校に何をもたらしうるのかを検討。

*1031670281*
基地の消長 1968-1973

国防、軍事

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－国防－歴
1960年代後半から70年代初頭にかけて米軍の基地再編政策はなぜ、いかにして 史 カキ 231,49p
決定されたのか。米国の一次資料を紐解き、米国側の意思決定過程を分析。国 冊子版 978-4-326-30290-1 2020.06
川名晋史
（かわな・しんじ）
著
勁草書房

防総省と軍部の認識を明らかにする。

*1031983401*
軍事組織の知的イノベーション ドクトリンと作戦術の創造力

国防、軍事

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎390 件名◎軍隊 キグ 247p
軍事組織における問題の解決法とは ? 米海軍兵学校を卒業し、海上自衛官となっ 冊子版 978-4-326-30287-1 2020.03
北川敬三
（きたがわ・けいぞう）
著
勁草書房

た著者が、米英日を事例として戦争の術と科学の発展過程を分析し、軍事組織の
高等教育とイノベーション、そして作戦術の革新を解明する。

*1031670279*
578

ダメな統計学 悲惨なほど完全なる手引書

数学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎417.6 件名◎検定
（統計学）ラダ
科学の名において日常的に行われているとんでもない統計の誤謬への手引書。現 185p
実に起きた事例を豊富に紹介しつつ、コンパクトに解説。落とし穴にはまらないよう 冊子版 978-4-326-50433-6 2017.01

アレックス・ラインハート著
勁草書房

西原史暁
（にしはら・ふみあき）
訳

にするための統計的手法も紹介する。

*1032356297*
使える数理リテラシー Mathematics as literacy
杉本大一郎
（すぎもと・だいいちろう）
著
勁草書房

「言葉を使って世界を理解する」とはどういうことか。数理を現実の問題に使って、
物事を記述・整理・処理し、論理的階層構造を考えながら体系化し、探求して、
物事の本性を発見するためのリテラシーを、その基礎から説明する。

数学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,430円 + 税
分類◎410 件名◎数学 スツ 179p
冊子版 978-4-326-60223-0 2009.10

*1032356322*
世界を満たす論理 フレーゲの形而上学と方法

数学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎410.96 件名◎記号論理学 アセ
フレーゲが最後まで手放さなかった「汎論理主義」とは。形而上学との関連にお 220p
いてこそ見えてくる、時代を超えた哲学者フレーゲの真の姿を解き明かす。
冊子版 978-4-326-10276-1 2019.08
荒畑靖宏
（あらはた・やすひろ）
著
勁草書房

*1030990058*
〈現在〉
という謎 時間の空間化批判

物理学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎421.2 件名◎時間
（物理学）モゲ
いまこの瞬間、私たちがありありと感じる「時間の流れ」は幻想にすぎないのか ? 310p
哲学者と物理学者がそれぞれの立場に立って真正面から「現在」を論じ、コメント、 冊子版 978-4-326-10277-8 2019.09
森田邦久
（もりた・くにひさ）
編著
勁草書房

さらにはリプライの応酬を繰り広げる時間論集。

*1031137114*
意識の神秘を暴く 脳と心の生命史
トッド・E.ファインバーグ著 ジョン・M. マラット著
勁草書房

意識の神秘を暴き、自然現象として説明することを試みた書。哲学的でややこしい
意識の特性にまっこうから挑んで生命の性質のなかに位置づけ、いつ、なぜ主観
性が進化し、どのように経験が生みだされるのかを明らかにする。

動物学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎481.37 件名◎神経生理学 フイ
201p
冊子版 978-4-326-15464-7 2020.04

*1031670278*
ライフサイエンス政策の現在 科学と社会をつなぐ
菱山豊
（ひしやま・ゆたか）
著
勁草書房

ライフサイエンス政策について、基礎研究であるライフサイエンスを社会で応用
することを重視しながら総合的に考察。倫理的・法的・社会的課題や、科学に携
わる者と一般市民とのコミュニケーションに関わる課題を取り上げる。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎490.15 件名◎生命倫理 ヒラ
238p
冊子版 978-4-326-10202-0 2010.10

*1030884566*
医師の過重労働 小児科医療の現場から

医学

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 エイ 210p
近年の受診傾向、医師のマンパワー、配置および勤務実態、労務管理の現状な 冊子版 978-4-326-70064-6 2009.10
江原朗
（えはら・あきら）
著
勁草書房

どのデータを集積し分析。医師の疲弊に伴う医療の荒廃が顕著な小児医療におけ
る問題点を通して、現在の医療崩壊を検討する。

*1032356326*
579

医療経済・政策学の視点と研究方法
二木 立
勁草書房

資料検索のコツやディベートの技法，統計の読み方から独自調査の方法等，医療
経済・政策学分野の基礎知識と学習方法が身につく入門書。

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-74837-2

2006

*1032356310*
診療場面のコミュニケーション 会話分析からわかること
ジョン・ヘリテッジ編著 ダグラス・メイナード編著
勁草書房

診療場面の中で患者が抱える不安やジレンマとは何か。それらを解消するための
コミュニケーションとは。プライマリ・ケア診療の開始から終了までの主な局面につ
いて議論した、会話分析研究をまとめる。

医学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■シ 432p
冊子版 978-4-326-70086-8 2015.09

*1032356303*
地域医療と多職種連携

医学

同時アクセス1 15,620円 + 税
同時アクセス3 23,430円 + 税
分類◎498 件名◎医療連携 フチ 299p
多職種連携の促進 / 阻害要因は ? IPE（多職種教育）の効果は ? 個々の認識・ 冊子版 978-4-326-70110-0 2019.07
藤井博之
（ふじい・ひろゆき）
著
勁草書房

能力を超えて、集団の特性としての連携状況評価尺度を開発・検証し、農村と都
市の多職種連携の展開とその要因に迫る。

*1030990065*
スタートアップの知財戦略 事業成長のための知財の活用と戦略法務
山本飛翔
（やまもと・つばさ）
著
勁草書房

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

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

*1031670280*
技術者倫理の現在
大石敏広
（おおいし・としひろ）
著
勁草書房

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

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

*1032356290*
環境政策と一般均衡
鷲田 豊明
勁草書房

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

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

2004

*1032356315*
恐怖の法則 予防原則を超えて

建設工学、土木工学

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

キャス・サンスティーン著
勁草書房

角松生史
（かどまつ・なるふみ）
監訳

論において重要性が高まっている予防原則に対して、根底的批判を試みる。

*1032356305*
580

初心者のための環境評価入門

建設工学、土木工学

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

柘植隆宏
（つげ・たかひろ）
著

説明する。章末に練習問題も収録。

*1032356296*
ラリルレロボットの未来 5分類からみえてくる人間とのかかわり
斎藤成也
（さいとう・なるや）
著
勁草書房

太田聡史
（おおた・さとし）
著

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

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

*1031616133*
ビールの自然誌

製造工業

ロブ・デサール 著 イアン・タッターソル 著
勁草書房

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

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

*1031616136*
ラストベルト都市の産業と産業政策 地方都市復活への教訓

産業

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎601.53 件名◎産業政策 オラ
企業や人口の流出により衰退に直面した米国の都市は、いかにその惨状を克服し 188p
たか。デトロイト、ピッツバーグ、シカゴなど7都市を題材に、惨状から脱出するた 冊子版 978-4-326-50465-7 2019.09
太田耕史郎
（おおた・こうしろう）
著
勁草書房

めの取り組みを紹介し、地域産業政策の重要性を示唆する。

*1031137117*
台湾の経済発展 キャッチアップ型 ハイテク産業の形成過程

産業

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎602.224 件名◎台湾－産業 アタ
なぜ台湾は「中所得国の罠」や「産業の空洞化」に陥らないで、
「産業の高度化」 247p
を推進することができたのか。半導体・液晶・ノートパソコン産業の発展の秘密を探る。 冊子版 978-4-326-50354-4 2011.09
朝元照雄
（あさもと・てるお）
著
勁草書房

*1032356311*
道の駅の経済学 地域社会の振興と経済活性化

産業

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 マミ
「道の駅」はなぜ地方を活性化できるのか。制度発足後26年間で10倍以上にまで 282p
増加した、地域の創意工夫で運営される「道の駅」の経済的機能と防災機能の 冊子版 978-4-326-50463-3 2019.08
松尾隆策
（まつお・りゅうさく）
著
勁草書房

山口三十四
（やまぐち・みとし）
著

分析を行い、その効果を経済波及効果として分析する。

*1030990061*
多機能化する農村のジレンマ

ポスト生産主義後にみるフランス山村変容の地理学

農業

同時アクセス1 14,960円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎611.9235 件名◎農村－フランス
イタ 251,16p
農村地理学は、生産主義からポスト生産主義へという既存のパラダイムを超えら 冊子版 978-4-326-20060-3 2020.01
市川康夫
（いちかわ・やすお）
著
勁草書房

れるか。世界的な貿易自由化を背景に大きく再編する先進諸国の農村を、「多機能
レジーム」という新たな視点から捉え直す。

*1031533224*
581

農産物貿易交渉の政治経済学 貿易自由化をめぐる政策過程
三浦秀之
（みうら・ひでゆき）
著
勁草書房

日本はいかにしてコメを含む農 産 物を保 護してきたのか。GATT・ラウンド、
APECにおけるEVSL 協議、日タイEPA 交渉、TPP 交渉の場における日本の農
産物貿易交渉を、2レベル・ゲームモデルの枠組みを用いて考察。

農業
同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 23,980円 + 税
分類◎ 件名◎農業交渉 ミノ 346p
冊子版 978-4-326-50473-2 2020.07

*1032310342*
DX 時代の信頼と公共性 放送の価値と未来
民放連研究所客員研究員会編
勁草書房

ネット融合が本格的に始まった現在、放送メディアはどこを目指せばいいのか ? 放
送を巡る制度と公共性、ビジネスモデルと戦略など、多角的な議論を土台に、放
送が抱える課題を掘り下げ、将来を展望する。

通信事業
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎放送 ■デ 294p
冊子版 978-4-326-60329-9 2020.08

*1032433714*
パブリックアート政策 ―芸術の公共性とアメリカ文化政策
の変遷―
（文化政策のフロンティア 3）
工藤 , 安代
勁草書房

アメリカ文化政策の歴史的推移をふまえ、世界のパブリックアート政策を牽引してき
たアメリカの70年にわたる実践を公益性・公共性・芸術性から検証した基礎的研究。

ナウシカ解読 増補版
稲葉振一郎
（いなば・しんいちろう）
著
勁草書房

どのようにして「ハッピーエンドの試練」を乗り越えるのか。「バッドエンド依存症」
におちいる相応の根拠とは。宮崎駿から長谷川裕一、伊藤計劃に加え、虚淵玄ら
ポストエヴァンゲリオン時代も含めて論じる。

芸術、美術
同時アクセス1 11,660円 + 税
同時アクセス3 17,490円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-30175-1

2008

*1030884571*
絵画
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎726.101 件名◎漫画 イナ 481p
冊子版 978-4-326-65424-6 2019.12

*1031533235*
ヒエロニムス・ボス 奇想と驚異の図像学

絵画

同時アクセス1 30,360円 + 税
同時アクセス3 45,540円 + 税
分類◎723.359 件名◎ボス,ヒエロニム
ネーデルランドに生まれた奇想の画家ヒエロニムス・ボス。その謎に満ちた造形を、 ス カヒボ 558p
従来の説を紹介しつつも、図像学を駆使して独自の解読に挑む。隠し込まれた幾 冊子版 978-4-326-80061-2 2019.11
神原正明
（かんばら・まさあき）
著
勁草書房

何学的思考を文字と数字のシンボリズムとして解明する。

*1031434006*
グローバリゼーションと音楽文化 ―日本のラップ・ミュージッ
ク―
（双書 : 音楽文化の現在 2）
木本 , 玲一
勁草書房

日本におけるラップ・ミュージックの生産過程の分析を通じ、文化のグローバル化／ロー
カル化の過程と、定着した外来文化が独自の発展を遂げる、その動態を描写する。

ポップ・ミュージックとしての ベートーヴェン
明石 , 政紀
勁草書房

音楽とは何か。聴覚体験の原点に立ち返り，音楽を摩訶不思議な現象として零度
の場所から捉えなおすことで，新たな楽聖像を描き出す。

音楽
同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-69862-2

*1030884582*
音楽
同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-85179-9

*1030884583*
582

2009

2002

ポピュラー音楽へのまなざし ―売る・読む・楽しむ―

音楽

同時アクセス1 9,790円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎
生産・消費を軸に，
ポピュラー音楽という現代文化を読み解くヒントを満載した論考集。 冊子版 978-4-326-65280-8
東谷 , 護
勁草書房

定義，理論，方法論から分野の全貌までを示す基本書。

2003

*1030884580*
身体教育の思想（教育思想双書 7）

スポーツ、体育

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎
身体を教育するとはいかなることか。身体・感性・美・教育について，領域を超える 冊子版 978-4-326-29879-2
樋口 聡
勁草書房

言説の可能性に挑み，身体教育の新たな構想を示す。

2005

*1032356313*
話し手の意味の心理性と公共性 コミュニケーションの哲学へ
三木那由他
（みき・なゆた）
著
勁草書房

誰かが何かを意味するとはどういうことか ? グライス以来、話し手の意図を通して理
解されてきた「話し手の意味」を、聞き手との共同体において生じる公共的な現象
として捉え直し、コミュニケーションの新たな捉え方を提示。

言語
同時アクセス1 15,290円 + 税
同時アクセス3 22,990円 + 税
分類◎801.01 件名◎言語哲学 ミハ
269,16p
冊子版 978-4-326-10278-5 2019.12

*1031533233*

583

健康医療評価研究機構
臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 上巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。上は、1章から
4章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 247p
冊子版 978-4-903803-26-5 2017.07

*1031547633*
臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 下巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。下は、5章から
8章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 262p
冊子版 978-4-903803-27-2 2017.07

*1031547634*
臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 上巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。上は、1章から
4章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 247p
冊子版 978-4-903803-26-5 2017.07
DL不可 EPUB

*1031547635*
臨床研究の道標 7つのステップで学ぶ研究 デザイン 下巻 第2版
福原俊一
（ふくはら・しゅんいち）
著
健康医療評価研究機構

研究デ ザインのナビゲーションブック。医療者の漠然とした疑問を、臨床研究の
基本設計図にまで結晶化する行程についてわかりやすく解説する。下は、5章から
8章までと、ワークシートを使った演習を収録。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 10,450円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 フリ 262p
冊子版 978-4-903803-27-2 2017.07
DL不可 EPUB

*1031547636*
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建築資料研究社
土中環境 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技
高田宏臣
（たかだ・ひろおみ）
著
建築資料研究社

庭師（造園家）の職域には、土中の環境を整える作業が含まれている。土木技
術はいかにして環境を守ってきたのか、そしてその技術は現代を生きる我々にどのよ
うに生かされていくべきなのか、造園を生業とする著者が鋭く説く。

生物科学、一般生物学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎土壌 タド 223p
冊子版 978-4-86358-700-7 2020.06

*1031875427*
〈新〉建築設計資料 01 地域交流・市民交流施設
建築資料研究社

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

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

*1031576912*
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建帛社
小学校家庭科教育法

教育

大竹美登利
（おおたけ・みどり）
編著
建帛社

鈴木真由子
（すずき・まゆこ）
編著

教職課程における「各教科の指導法」（小学校家庭科）のテキスト。授業実践
例をもとに授業づくりのポイントを考える。各章末に課題も掲載。2017年告示の学
習指導要領に準拠し、2019年実施の教職課程にも対応。

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎375.52 件名◎技術・家庭科 ■シ
181p
冊子版 978-4-7679-2114-3 2018.04

*1031389231*
小学校国語科教育法

教育

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 ■シ
小学校国語科教育の実践や研究に役立つ書。発達の段階に応じた指導、授業 207p
デ ザイン、読書指導、評価、これからの国語科教育に求められるもの等について 冊子版 978-4-7679-2111-2 2018.03
阿部藤子
（あべ・ふじこ）
編著
建帛社

益地憲一
（ますち・けんいち）
編著

論じる。コラムも収録。

*1031389226*
小学校算数科教育法
鈴木将史
（すずき・まさし）
編著
建帛社

教育

青山和裕
（あおやま・かずひろ）
ほか共著

小学校算数科の各領域について、2017年3月改訂の小学校学習指導要領の趣旨
を踏まえ、実際の指導法を中心に理論的な側面も交えて解説。授業でも使えるよう、
「数学的活動」の具体例も紹介する。

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 スシ
174p
冊子版 978-4-7679-2112-9 2018.04

*1031389227*
小学校図画工作科教育法
山口喜雄
（やまぐち・のぶお）
編著
建帛社

佐藤昌彦
（さとう・まさひこ）
編著

2017年3月改訂の学習指導要領に準拠した、小学校図画工作科における指導の
指針。各領域の指導法を授業の実際とともに解説。図画工作科教育のベース、
個性概念と造形表現の発達なども取り上げる。

教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 ■シ
197p
冊子版 978-4-7679-2113-6 2018.03

*1031389229*
小学校理科教育法
森本信也
（もりもと・しんや）
編著
建帛社

教育
森藤義孝
（もりふじ・よしたか）
編著

教職大学等における初等教育課程の理科教育法、教科専門・理科のテキスト。
小学校理科の指導内容の背景にある基本的な科学的知識、観察・実験の方法、
有効な教材教具などを示す。平成29年公示の学習指導要領に対応。

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 ■シ 220p
冊子版 978-4-7679-2110-5 2018.04

*1031389228*
図画工作科・美術科教育法

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 ■ズ
図画工作科・美術科の教師を目指す学生のためのテキスト。学習指導要領などに 208p
見られる教育動向をふまえながら、子どもの造形表現や鑑賞についての理解を深め、 冊子版 978-4-7679-2115-0 2019.03
図画工作科・美術科教育法研究会編
建帛社

授業実践や教材開発に取り組むことができるように構成する。

*1031389230*
栄養教育論 第3版 〈管理栄養士講座〉
中村丁次
（なかむら・ていじ）
編著
建帛社

外山健二
（とやま・けんじ）
編著

栄養教育の概念や基礎理論から国際的動向まで、管理栄養士に必要な栄養教育
の知識を、時代の変化に対応した事例をもとに理論と実践を結びつけながら解説す
る。2019年に改定された管理栄養士国家試験出題基準等に対応。

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◎ 件名◎栄養教育 ■エ 278p
冊子版 978-4-7679-0669-0 2020.03

*1032413756*
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感染と生体防御 改訂 〈管理栄養士講座〉
酒井徹
（さかい・とおる）
編著
建帛社

鈴木克彦
（すずき・かつひこ）
編著

生体防御機構の破綻によって起こる感染やアレルギーに対して、管理栄養士が適
切な栄養対策を立てるために知っておくべき知識をまとめる。研究の進展や統計資
料などの変更に伴い全面的に見直した改訂版。

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎491.8 件名◎免疫学 ■カ 236p
冊子版 978-4-7679-0632-4 2018.09

*1032413757*
健康・調理の科学 おいしさから健康へ 4訂 〈管理栄養士講座〉
大越ひろ
（おおごし・ひろ）
編著
建帛社

高橋智子
（たかはし・ともこ）
編著

食べ物のおいしさが、なぜ心と身体の健康にとって大切であるか、
「調理科学」を「健
康科学」の視点からアプローチする。高齢者の低栄養・フレイル防止を視野に入
れ策定された「日本人の食事摂取基準（2020年版）」に準拠。

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◎498.51 件名◎食品 ■ケ 204p
冊子版 978-4-7679-0651-5 2020.04

*1032413755*
腸内細菌－宿主のクロストークと食事要因

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎491.7 件名◎腸内細菌 ■チ
腸内細菌－宿主のクロストーク（共生の仕組み）に関連する最先端の研究を紹介。 253p
「境界組織」「腸内細菌の代謝産物」「宿主の細胞間情報伝達システム」を介 冊子版 978-4-7679-6211-5 2019.05
日本栄養・食糧学会監修
建帛社

森田達也
（もりた・たつや）
責任編集

したクロストークを中心にわかりやすく解説する。

*1031389232*
臨床医学入門 〈管理栄養士講座〉
福井次矢
（ふくい・つぐや）
編著
建帛社

小林修平
（こばやし・しゅうへい）
編著

管理栄養士の臨床医療リテラシーを高めるテキスト。医療の考え方、病気の原因
と成立のメカニズム、主な疾患、医療の現状と今後の課題などについて解説する。

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◎ 件名◎臨床医学 ■リ 309p
冊子版 978-4-7679-0615-7 2020.05

*1032413754*
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講談社
ウェブデータの機械学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■ウ
ウェブデータに対し、機械学習がどのように応用されているかを学ぶための入門書。 176p
評判分類の学習、単語の意味表現、順序学習を重点的に解説し、
バースト検出やウェ 冊子版 978-4-06-152918-2 2016.08
ダヌシカ ボレガラ著
講談社

岡崎直観
（おかざき・なおあき）
著

ブのリンク解析も紹介する。

*1030956558*
オンライン予測 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ハオ
オンライン予測の主要なトピック群を取り上げ、最新の重要な進展を取り入れつつ、 153p
オンライン予測理論に関する基本的な事項をわかりやすく説明したテキスト。アル 冊子版 978-4-06-152922-9 2016.12
畑埜晃平
（はたの・こうへい）
著
講談社

瀧本英二
（たきもと・えいじ）
著

ゴリズムの解説だけでなく、証明にも力点を置く。

*1030956555*
グラフィカルモデル Graphical Models

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
渡辺有祐
（わたなべ・ゆうすけ）
著
講談社

グラフィカルモデルの基本的事項が学べる入門書。多岐にわたるグラフィカルモ
デルの使われ方の全体像を示す。巻末付録には、必要な公式や凸解析の基礎的
事項も収録する。

スパース性に基づく機械学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ワグ
171p
冊子版 978-4-06-152916-8 2016.04

*1030956560*
総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 トス
L1ノルム正則化の理論・モデリング・最適化法を丁寧に解説したテキスト。「トレー 179p
スノルム正則化」「アトミックノルム」等の発展的な内容も詳しく説明する。
冊子版 978-4-06-152910-6 2015.12
冨岡亮太
（とみおか・りょうた）
著
講談社

*1030956564*
データ解析におけるプライバシー保護

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.609 件名◎データマイニング
サデ 215p
「仮名化 / 匿名化」
「差分プライバシー」
「秘密計算」と呼ばれる3つのプライバシー 冊子版 978-4-06-152919-9 2016.08
佐久間淳
（さくま・じゅん）
著
講談社

保護技術に焦点を当て、統計学・データ工学・暗号理論の観点から丁寧に解説する。
データ解析実務者も必読の書。

ノンパラメトリックベイズ 点過程と統計的機械学習の数理
〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

*1030956557*
総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 サノ
160p
確率・統計に関する基礎知識、ベイズ推定の考え方から、ノンパラメトリックベイ 冊子版 978-4-06-152915-1 2016.04
佐藤一誠
（さとう・いっせい）
著
講談社

ズモデルの入門とその応用までを丁寧に解説。また、より深く学びたい人に向け、
背後にある理論を測度論の基礎から説明する。

バンディット問題の理論とアルゴリズム

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
本多淳也
（ほんだ・じゅんや）
著
講談社

中村篤祥
（なかむら・あつよし）
著

バンディット問題のさまざまな方策が、定量的かつ直感的に理解できる! 最適腕識
別や連続腕バンディットはもちろんのこと、モンテカルロ木探索やインターネット広告
などのより具体的な状況への対応も紹介する。
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*1030956562*
総記
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ホバ
206p
冊子版 978-4-06-152917-5 2016.08

*1030956559*

ヒューマンコンピュテーションとクラウドソーシング

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
鹿島久嗣
（かしま・ひさし）
著 小山聡
（おやま・さとし）
著
分類◎007.1 件名◎情報理論 ■ヒ
講談社
117p
機械だけでは解決が困難な問題を人間の力を借りて解決するヒューマンコンピュテー 冊子版 978-4-06-152913-7 2016.04

ションと、それを実現するプラットフォームとしてのクラウドソーシング。両者の基本
概念から技術的課題とその解決方法までをわかりやすく解説。

ブロックチェーン 相互不信が実現する新しいセキュリティ

〈ブルーバックス B-2083〉

*1030956561*
総記

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
岡嶋裕史
（おかじま・ゆうし）
著
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
講談社
オブ 247p
かつて政府や大企業が担保していた「信用」は、ブロックチェーンの力で実現さ 冊子版 978-4-06-514435-0 2019.01

れた。ビットコインなど暗号資産との関係を改めて整理し、基盤となる構造をゼロか
ら解説する入門書。

画像認識 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
原田達也
（はらだ・たつや）
著
講談社

デジタルカメラの顔認識機能など、身近で利用されている画像認識の技術につい
ての包括的な入門書。最前線で活躍する研究者が、基礎から深層学習を取り入
れた応用的手法までをくわしく解説する。

DL不可 EPUB

*1031408649*
総記
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.1 件名◎画像処理 ハガ
277p
冊子版 978-4-06-152912-0 2017.05

*1030956552*
関係 データ学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 イカ
関係データ解析研究の基礎・基盤となっている技術を解説するテキスト。関係デー 168p
タを構成するオブジェクトのクラスタリングと、関係行列・テンソルデータの低次 冊子版 978-4-06-152921-2 2016.12
石黒勝彦
（いしぐろ・かつひこ）
著
講談社

林浩平
（はやし・こうへい）
著

元分解に基づく高精度な予測手法を扱う。

*1030956556*
機械学習のための連続最適化

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
金森敬文
（かなもり・たかふみ）
著
講談社

鈴木大慈
（すずき・たいじ）
著

機械学習アルゴリズムを構成するうえで欠かすことのできない計算手法である連続
最適化の方法について解説。非線形最適化の基礎に加えて、機械学習でよく用い
られる最適化法についても、データ解析の問題設定と併せて詳説する。

深層学習による自然言語処理

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■キ
341p
冊子版 978-4-06-152920-5 2016.12

*1030956554*
総記

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 ■
シ 229p
自然言語処理の応用（機械翻訳、文書要約、対話、質問応答）に焦点を当て、 冊子版 978-4-06-152924-3 2017.05
坪井祐太
（つぼい・ゆうた）
著
講談社

海野裕也
（うんの・ゆうや）
著

深層学習の利用方法を解説。実際に深層学習ライブラリを開発した経験に基づき、
実装のための工夫も紹介する。

生命情報処理における機械学習 多重検定と推定量設計

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
瀬々潤
（せせ・じゅん）
著
講談社

浜田道昭
（はまだ・みちあき）
著

機械学習の応用として期待される生命情報のデータ処理に関するテキスト。生命
科学の基礎のキソからスタートし、多重検定と無限次数多重検定法、推定量設
計の理論と方法までを解説。進んだ話題についての補足説明も巻末に収録。

*1030956551*
総記
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 セセ
178p
冊子版 978-4-06-152911-3 2015.12

*1030956565*
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統計的因果探索 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 シト
データから因果関係を推測するための機械学習技術である、統計的因果探索の入 181p
門書。統計的因果探索の基本的かつ主要なアイデアを解説し、著者が考案した 冊子版 978-4-06-152925-0 2017.05
清水昌平
（しみず・しょうへい）
著
講談社

LiNGAM 法について詳しく説明する。

*1030956553*
変分 ベイズ 学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ナヘ
はじめにベイズ学習の基礎を説明し、「共役性」と「制約の設計指針」に焦点を 147p
当てて、変分 ベイズ学習アルゴリズムの導出を丁寧に解説する。変分 ベイズ学 冊子版 978-4-06-152914-4 2016.04
中島伸一
（なかじま・しんいち）
著
講談社

習に関して理論的にあきらかにされた性質についても紹介する。

*1030956563*
劣モジュラ最適化と機械学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 カレ
深淵な基礎理論が丁寧な展開ですっきりわかる! 機械学習における劣モジュラ関数 174p
とその最適化の役割を概観できるテキスト。実用的なアルゴリズムを中心に紹介し、 冊子版 978-4-06-152909-0 2015.12
河原吉伸
（かわはら・よしのぶ）
著
講談社

永野清仁
（ながの・きよひと）
著

構造正則化学習への道も具体的手順とともに解説する。

*1030956566*
子どもにウケる科学手品 ベスト版 〈ブルーバックス B-2120〉
後藤道夫
（ごとう・みちお）
著
講談社

ストローで水を曲げる、絶対にとれない一万円札、いきなり凍るビン…。日用品で簡
単にできてインパクトが凄い、親子で楽しめる77の「不思議な現象」を紹介する。
子どもたちの「なぜ ? 」にこたえる解説も充実。

自然科学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎407 件名◎科学 ゴコ 205p
冊子版 978-4-06-516386-3 2019.12

*1031408646*
いやでも数学が面白くなる 「勝利の方程式」は解けるのか ?

〈ブルーバックス B-2092〉
志村史夫
（しむら・ふみお）
著
講談社

「数学を知らない人生」なんてもったいない ! 円周率や無理数との出会い、ゼロの
発見など、エピソード満載で語る、誰でも楽しめる数学入門。「いやでも物理が面
白くなる」の姉妹編。

トポロジー入門 奇妙な図形のからくり 〈ブルーバックス B-2104〉
都筑卓司
（つずき・たくじ）
著
講談社

位相、多様体、不動点、完全 n 点グラフ、オイラーの多面体定理、ジョルダンの
定理、ホモロジー群、カタストロフィーの理論…。身近な話題から出発して、位相
幾何学の論点を網羅する。

数学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎410 件名◎数学 シイ 254p
冊子版 978-4-06-515487-8 2019.04
DL不可 EPUB

*1031408655*
数学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎415.7 件名◎トポロジー ツト 253p
冊子版 978-4-06-516605-5 2019.07

*1031408639*
高校数学でわかる複素関数

微分からコーシー積分、留数定理まで 〈ブルーバックス B-2098〉
竹内淳
（たけうち・あつし）
著
講談社

物理学・工学で必須の数学、複素関数。複素数の性質や複素関数の微分から、
コーシーの積分定理、さらに留数定理、「オイラーの公式」「代数学の基本定理」
まで、わかりやすく解説する。付属問題やコラムも収録。
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数学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎413.52 件名◎複素関数 タコ
235p
冊子版 978-4-06-516395-5 2019.06

*1031408635*

高次元空間を見る方法

次元が増えるとどんな不思議が起こるのか 〈ブルーバックス B-2110〉
小笠英志
（おがさ・えいじ）
著
講談社

SF 小説や映画、アニメなどで耳や目にする高次元や4次元の世界の入り口を、身
近な1次元、2次元、3次元から、1つずつ次元を増やして解説。さらに「高次元
の図形」を作って動かす。

今日から使えるフーリエ変換 式の意味を理解し、使いこなす

普及版 〈ブルーバックス B-2093〉
三谷政昭
（みたに・まさあき）
著
講談社

フーリエ 変換の定義式は一見難解だが、基本テクニックとイメージをつかめば必ず
使いこなせる。幅広い分野に応用されているフーリエ 変換の数学的基礎から多彩
な実例までを解説する。

今日から使える統計解析 理論の基礎と実用の “ 勘どころ”
普及版 〈ブルーバックス B-2085〉

大村平
（おおむら・ひとし）
著
講談社

身近で多彩な実例に、統計解析のエッセンスを濃縮。正規分布からt 検定、分散
分析、回帰分析まで、エンジニアとして現場で統計を使い倒した著者が、統計解
析の考え方の基本と実用上の勘どころを解説する。

数の概念 〈ブルーバックス B-2114〉
高木貞治
（たかぎ・ていじ）
著
講談社

数学者・デデキントの問いに喚起され、ヒルベルトによって発展した数学基礎論。
数とは何か ? その概念や公理は、そもそも完全なものなのだろうか ? 数学者・高木
貞治の生涯を貫く数への問いかけが凝縮した名著。

数学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎415.2 件名◎次元
（数学）オコ
236p
冊子版 978-4-06-517283-4 2019.09

*1031408641*
数学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎413.66 件名◎フーリエ変換 ミキ
333p
冊子版 978-4-06-515500-4 2019.04

*1031408634*
数学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 オキ
268p
冊子版 978-4-06-514793-1 2019.02

*1031408632*
数学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎412 件名◎整数論 タス 207p
冊子版 978-4-06-517067-0 2019.10

*1031408643*
数学にとって証明とはなにか ピタゴラスの定理からイプシロン・

デルタ論法まで 〈ブルーバックス B-2107〉
瀬山士郎
（せやま・しろう）
著
講談社

ユーグリッドに始まる知的営みが数学を進化させてきた! 「証明」の基礎となる論理
の構造と技術をおさらいし、初等幾何学から解析学、代数学まで広範にわたる証
明の数々を鑑賞する。

道具としての微分方程式 偏微分編

式をつくり、解いて、
「使える」
ようになる 〈ブルーバックス B-2118〉

斎藤恭一
（さいとう・きょういち）
著
講談社

あくまで偏微分方程式を使う立場から、正確さよりも、偏微分方程式の似合う場面
の具体例を記述する。身近な現象から偏微分方程式をつくることで、数式のもつ物
理的な意味をたちどころに納得させる、画期的な入門書。

離散数学入門 整数の誕生から「無限」まで
〈ブルーバックス B-2121〉

数学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎410 件名◎証明
（数学）セス
249p
冊子版 978-4-06-516852-3 2019.08

*1031408640*
数学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎413.6 件名◎微分方程式 サド
253p
冊子版 978-4-06-517902-4 2019.11

*1031408645*
数学

同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎410.9 件名◎離散数学 ヨリ
213p
物事を「数える」ことから始まり、現代の暗号理論、プログラム理論をはじめ、さ 冊子版 978-4-06-518178-2 2019.12
芳沢光雄
（よしざわ・みつお）
著
講談社

まざまな分野で注目されている離散数学。あみだくじ、正多面体の回転など豊富な
例と問題を通して、離散数学の基礎的な概念をわかりやすく解説。

*1031408647*
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「ファインマン物理学」
を読む 量子力学と相対性理論を中心とし

物理学

て 普及版 〈ブルーバックス B-2115〉

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
竹内薫
（たけうち・かおる）
著
分類◎421.3 件名◎量子力学 タフ
講談社
266p
ノーベル物理学賞を受賞した天才物理学者ファインマンの名著「ファインマン物理学」 冊子版 978-4-06-517239-1 2019.10

には物理学の真髄が記されている。その中から量子力学と相対性理論の部分を取
り上げ、ファインマンが示した物理学の本質を明らかにする。

「超」入門相対性理論 アインシュタインは何を考えたのか
〈ブルーバックス B-2087〉

福江純
（ふくえ・じゅん）
著
講談社

誰もが自分の時間の河をもっている－。アインシュタインの数々の言葉を入り口に「相
対性」とはどういうことかを解説し、量子力学、曲がった空間、ブラックホール、宇
宙の終焉などについてやさしく語る。

2つの粒子で世界がわかる 量子力学から見た物質と力

〈ブルーバックス B-2096〉
森弘之
（もり・ひろゆき）
著
講談社

量子力学の世界では、粒子はたったの2種類 !?「ボーズ粒子」と「フェルミ粒子」
について説明するとともに、それらの研究の発展に寄与した過去の偉大な物理学者
たちの足跡も紹介する。現代物理学のエッセンスがわかる本。

いやでも物理が面白くなる 「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤

なのか ?

新版 〈ブルーバックス B-2091〉

志村史夫
（しむら・ふみお）
著
講談社

肉屋の肉はなぜおいしそうに見える? 人工衛星はなぜ地球を周回できる? 紫外線が
皮膚がんを起こすのはなぜ ? 身近な事例を物理的に考えてみることによって、物理
に興味が持てるようになる本。

プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第1編 物体の運動

〈ブルーバックス B-2100〉
アイザック・ニュートン著
講談社

中野猿人
（なかの・ましと）
訳・注

運動の法則、万有引力の法則、天体の運行など、古典力学の基礎を築いた歴史
的名著を新書化。第1編は、物体の運動の諸形態をあらゆる角度から詳細に論じる。
訳者自身の証明や、気付きも収録する。

プリンシピア 自然哲学の数学的原理 第2編

抵抗を及ぼす媒質内での物体の運動 〈ブルーバックス B-2101〉

アイザック・ニュートン著
講談社

中野猿人
（なかの・ましと）
訳・注

運動の法則、万有引力の法則、天体の運行など、古典力学の基礎を築いた歴史
的名著を新書化。第2編は、流体力学の諸問題、振り子の運動や波動の研究を
展開する。訳者による注も掲載。

プリンシピア 自然哲学の数学的原理
〈ブルーバックス B-2102〉
アイザック・ニュートン著
講談社

第3編

世界体系

中野猿人
（なかの・ましと）
訳・注

運動の法則、万有引力の法則、天体の運行など、古典力学の基礎を築いた歴史
的名著を新書化。第3編は、第1編・第2編で述べた哲学の諸原理をもとに、世界
体系の枠組を示す。訳者による注も掲載。
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*1031408644*
物理学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎421.2 件名◎相対性理論 フチ
254p
冊子版 978-4-06-514908-9 2019.02
DL不可 EPUB

*1031408651*
物理学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎421.3 件名◎量子力学 モフ
231p
冊子版 978-4-06-516041-1 2019.05
DL不可 EPUB

*1031408658*
物理学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎420 件名◎物理学 シイ 310p
冊子版 978-4-06-515514-1 2019.03
DL不可 EPUB

*1031408654*
物理学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎423 件名◎力学 ニプ 441p
冊子版 978-4-06-516387-0 2019.06

*1031408636*
物理学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎423 件名◎力学 ニプ 373p
冊子版 978-4-06-516656-7 2019.07

*1031408637*
物理学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎423 件名◎力学 ニプ 355p
冊子版 978-4-06-516657-4 2019.08

*1031408638*

初歩から学ぶ固体物理学 SOLID STATE PHYSICS

物理学

同時アクセス1 7,200円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎428.4 件名◎固体 ヤシ 312p
知識の詰め込みではなく、基本概念の説明に重きをおいた、固体物理学のテキスト。 冊子版 978-4-06-153294-6 2017.02
矢口裕之
（やぐち・ひろゆき）
著
講談社

学生ひとりの力で読めない部分が無いよう、重要な式を得るまでの数式の導出・近
似の説明をていねいに行う。演習問題も掲載。

*1031760397*
X 線分光法 〈分光法シリーズ 5〉

化学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎433.57 件名◎エックス線分光分
測定原理から最先端の測定法、さまざまな物質への応用例まで、X 線分光法のす 析 ■エ 352p
べてがわかるテキスト。各 X 線分光手法の原理や実験配置はカラーの図を用いて 冊子版 978-4-06-513038-4 2018.09
辻幸一
（つじ・こういち）
編著
講談社

村松康司
（むらまつ・やすじ）
編著

詳しく説明し、データも収録する。

*1031760396*
すごい分子 世界は六角形でできている 〈ブルーバックス B-2080〉

化学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎438.1 件名◎芳香族化合物 サス
DNA、アスピリン、ペットボトル、スマホの液晶など、私たちの生命や生活を支え 236p
る物質の多くは「亀の甲」の六角形を含む「芳香族化合物」である。気鋭のサ 冊子版 978-4-06-514214-1 2019.01
佐藤健太郎
（さとう・けんたろう）
著
講談社

イエンスライターが基礎からノーベル賞級の先端研究まで解説する。

DL不可 EPUB

*1031408648*
はじめての量子化学 量子力学が解き明かす化学の仕組み

〈ブルーバックス B-2090〉

化学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎431.19 件名◎量子化学 ヒハ
264p
分子の中にある電子は、複雑怪奇な化学反応のすべての鍵を握る。量子力学によっ 冊子版 978-4-06-515213-3 2019.03
平山令明
（ひらやま・のりあき）
著
講談社

て電子の状態を求める「分子軌道法」の考え方を、自分のパソコンで計算しなが
ら理解できるように解説する。

不自然な宇宙 宇宙はひとつだけなのか ?

〈ブルーバックス B-2084〉
須藤靖
（すとう・やすし）
著
講談社

なぜ地球はこの場所にあるのか ? 我々の宇宙は唯一の存在なのか ? 最新物理学の
観測事実に基づいた「マルチバース」と「人間原理」を、宇宙論研究者が徹底
解説する。2017年に東京大学で行った講義をもとにした書。

深海－極限の世界 生命と地球の謎に迫る
〈ブルーバックス B-2095〉
藤倉克則
（ふじくら・かつのり）
編著
講談社

木村純一
（きむら・じゅんいち）
編著

特殊な環境の生態系、地球の動きのカギを握る海洋プレート、地球温暖化・海洋
酸性化のしくみ…。光も届かず高圧下という過酷な「深海」に生きる生物の姿を捉
え、地球の動きを探り、生命の起源に迫る、深海研究の最前線を紹介。

富士山噴火と南海トラフ 海が揺さぶる陸のマグマ

〈ブルーバックス B-2094〉
鎌田浩毅
（かまた・ひろき）
著
講談社

あの3・11以降、富士山は「必ず噴火する山」に変貌した。そのとき、何が起こるのか ?
南海トラフ巨大地震との連動はあるのか ? 火山学の第一人者が、最新の研究成
果をもとに危機の全貌を見通す。

*1031408633*
天文学、宇宙科学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎443.9 件名◎宇宙論 スフ 230p
冊子版 978-4-06-514465-7 2019.01
DL不可 EPUB

*1031408650*
地球科学、地学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎452 件名◎深海海洋学 ■シ
286p
冊子版 978-4-06-516042-8 2019.05
DL不可 EPUB

*1031408657*
地球科学、地学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎453.82151 件名◎富士山 カフ
270p
冊子版 978-4-06-516043-5 2019.05
DL不可 EPUB

*1031408656*
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王家の遺伝子 DNAが解き明かした世界史の謎

〈ブルーバックス B-2099〉
石浦章一
（いしうら・しょういち）
著
講談社

駐車場から掘り起こされた遺骨は、シェークスピアが嫌ったあの国王だった! 英国
王室とエジプトのファラオを対象におこなわれたDNA 解析の結果をもとに、「勝者
の歴史」が覆い隠した「王家の真実」を解明する。

進化のからくり 現代のダーウィンたちの物語

〈ブルーバックス B-2125〉
千葉聡
（ちば・さとし）
著
講談社

「進化のからくり」の解明に魅せられた進化生物学者たちの知的なワンダーランドを、
気鋭の進化生物学者が描く。進化をめぐる謎解きのストーリーと人間ドラマを楽しめ
る一冊。『本』連載を改題、再構成し、加筆・修正。

生命はデジタルでできている 情報から見た新しい生命像

〈ブルーバックス B-2136〉

生物科学、一般生物学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎469.4 件名◎人類遺伝学 イオ
254p
冊子版 978-4-06-516614-7 2019.06
DL不可 EPUB

*1031408660*
生物科学、一般生物学
同時アクセス1 3,000円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎467.5 件名◎進化論 チシ 262p
冊子版 978-4-06-518721-0 2020.02
DL不可 EPUB

*1031866370*
生物科学、一般生物学

同時アクセス1 2,700円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎ 件名◎バイオインフォマティクス タ
セ 222p
生命は、太古の時代からゲノムに刻まれたデジタル情報を使いこなしてきた。地 冊子版 978-4-06-519597-0 2020.05
田口善弘
（たぐち・よしひろ）
著
講談社

球上に存在する生命は、すべてデジタル情報の産物である。機械学習を駆使した
バイオインフォマティクスの旗手が、情報から見た新しい生命像を描く。

DNA 鑑定 犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで

〈ブルーバックス B-2108〉
梅津和夫
（うめつ・かずお）
著
講談社

難事件・珍事件の解決録、縄文人誕生をめぐる「新説」、新種発見物語、ドラマ
ではわからない科捜研の実情…。DNA 鑑定に魅せられて、あらゆるものを鑑定し
てきた著者が、DNA 鑑定の真実をやさしく解き明かす。

ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方

〈ブルーバックス B-2113〉
能勢博
（のせ・ひろし）
著
講談社

豊富な科学的 エビデンスから、持久力、筋力の向上をもたらす歩き方、時間、頻
度が導き出された! 忙しい人でも、運動嫌いの人でも、膝や腰が痛くても、リハビリ
中でも応用できる画期的な「インターバル速歩」を徹底解説する。

カラー図解人体誕生 からだはこうして造られる
〈ブルーバックス B-2112〉
山科正平
（やましな・しょうへい）
著
講談社

直径わずか0.1mm の受精卵が猛烈なスピードで分裂・増殖し、37兆個の細胞か
らなる「人間」に変貌する。神秘的ともいえる人体誕生の過程を、イラストをふん
だんに使って解説する。

免疫力を強くする 最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ
〈ブルーバックス B-2119〉
宮坂昌之
（みやさか・まさゆき）
著
講談社

健康食品やサプリメント、ワクチン…。免疫に関する情報のウソ・ホント、あなた
はわかりますか ? 免疫学の第一人者が、予防接種や話題の「がん免疫療法」など、
科学的に正しい「免疫力の高め方」をわかりやすく解説します。
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DL不可 EPUB

*1031866371*
医学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎498.92 件名◎ DNA 鑑定 ウデ
254p
冊子版 978-4-06-517285-8 2019.09
DL不可 EPUB

*1031408663*
医学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎498.35 件名◎ウォーキング ノウ
233p
冊子版 978-4-06-517667-2 2019.10
DL不可 EPUB

*1031408665*
医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎491.2 件名◎発生学 ヤカ 358p
冊子版 978-4-06-516572-0 2019.10

*1031408642*
医学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎491.8 件名◎免疫学 ミメ 286p
冊子版 978-4-06-518177-5 2019.12
DL不可 EPUB

*1031408666*

地球をめぐる不都合な物質 拡散する化学物質がもたらすもの

〈ブルーバックス B-2097〉
日本環境化学会編著
講談社

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

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

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

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

*1031408659*
電気工学
同時アクセス1 7,800円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎548.3 件名◎ロボット ウシ 388p
冊子版 978-4-06-517006-9 2019.10
DL不可 EPUB

*1031866369*
我々は生命を創れるのか 合成生物学が生みだしつつあるもの

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

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

植物たちの戦争 病原体との5億年サバイバルレース

〈ブルーバックス B-2088〉

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

*1031408661*
農業

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎615.81 件名◎植物病学 ■シ
262p
油断すればすかさず侵入してくる無数の微生物たちと、植物は日々「戦争」をして 冊子版 978-4-06-515216-4 2019.03

日本植物病理学会編著
講談社

いる。植物と病原微生物との戦いを、最新の研究成果をふんだんに織り込んで、
その分子基盤に至るまで詳しく紹介する。

麵の科学 粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ

〈ブルーバックス B-2105〉
山田昌治
（やまだ・まさはる）
著
講談社

うどん、蕎麦、ラーメン、パスタ、素麵…。何が食感をよくし、何が香りや風味の
素となるのか、科学の視点で迫る。さらに、さまざまな実験を通して、麵をよりおいし
く食べるコツの数々を紹介する。

作曲の科学 美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」
〈ブルーバックス B-2111〉

DL不可 EPUB

*1031408652*
農業
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎619.39 件名◎麵類 ヤメ 238p
冊子版 978-4-06-516745-8 2019.07
DL不可 EPUB

*1031408662*
音楽

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎761.8 件名◎音楽－作曲 デサ
238p
和音と不協和音はどう違う? 狙いどおりの楽曲を生み出す “ 足し算 ”と“ かけ算 ”と 冊子版 978-4-06-517282-7 2019.09

フランソワ・デュボワ著
講談社

井上喜惟
（いのうえ・ひさよし）
監修

は ? 特設 サイトで聴ける豊富な音源を用いて「作曲のロジックとテクニック」を気
鋭の音楽家がわかりやすく解説する。

世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法

スコア -20飛距離 +50 〈ブルーバックス B-2089〉
板橋繁
（いたばし・しげる）
著
講談社

日本人ゴルファーの99% が間違ったスイングをしている! 日本人が誤解しやすいポイ
ントをまとめ、世界標準のグリップからスイング、フィニッシュまでを写真入りで解説する。
動画等を閲覧できるQRコードあり。

DL不可 EPUB

*1031408664*
スポーツ、体育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎783.8 件名◎ゴルフ イセ 285p
冊子版 978-4-06-515214-0 2019.04
DL不可 EPUB

*1031408653*
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弘文堂
「天皇」永続の研究 近現代における国体観と皇室論
東郷茂彦
（とうごう・しげひこ）
著
弘文堂

天皇の永続はいかにして可能か。近世近現代を生きた人物や実施された制度を中
心に、古代をも視野に入れて永続に繫がる事象を探求。さらに、
「永く続くためには、
どうしたらよいか」という具体論や政策論まで考究する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎ 件名◎国体 トテ 342,10p
冊子版 978-4-335-16098-1 2020.06
DL不可

*1032310346*
プレステップ宗教学 第3版 〈PRE-STEP 08〉

宗教

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎161 件名◎宗教学 イプ 167p
学生の「学ぶ喜び」と教員の「伸ばす楽しみ」を実現する宗教学の入門テキスト。 冊子版 978-4-335-00152-9 2020.03
石井研士
（いしい・けんじ）
著
弘文堂

宗教の意味や役割を豊富なイラストとともにわかりやすく解説する。予習、
ワーク、
レポー
ト課題も掲載。参考動画を閲覧できるQRコード付き。

DL不可

*1031873794*
神道文化の現代的役割 地域再生・メディア・災害復興
黒崎浩行
（くろさき・ひろゆき）
著
弘文堂

現代社会で神道・神社が果たせる役割とは。祭りや伝統芸能など神道文化が果た
しうる役割について、地域再生、メディア・コミュニケーション、災害復興の面から、
実践のあり方やその担い手の認識に焦点を当てて考察する。

神道
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎170.4 件名◎神道 クシ 263,4p
冊子版 978-4-335-16096-7 2019.12
DL不可

*1031434007*
プレステップ政治学 第3版 〈PRE-STEP 01〉

政治

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎311 件名◎政治学 カプ 157p
学生の「学ぶ喜び」と教員の「伸ばす楽しみ」を実現する政治学の入門テキスト。 冊子版 978-4-335-00151-2 2020.03
甲斐信好
（かい・のぶよし）
著
弘文堂

国会や地方自治から、国際関係の歴史、紛争や格差といった地球規模の課題まで、
世界標準の知識を厳選し、豊富なイラストとともに解説する。

DL不可

*1031873792*
政治の絵本 学校で教えてくれない選挙の話 新版
たかまつなな著
弘文堂

日本の未来や政治をもっと気軽に、楽しく、考えてみませんか ? 民主主義や選挙、
日本の課題などをカラーイラストとともに解説します。本書内で紹介するゲームで使
用する切り取り式のカード付き。見返しにメッセージあり。

政治
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎310.4 件名◎政治 タセ 143p
冊子版 978-4-335-46040-1 2019.07
DL不可

*1031340507*
アメリカ高齢者法 〈アメリカ法 ベーシックス 12〉
樋口範雄
（ひぐち・のりお）
著
弘文堂

早くから高齢者法の重要性に注目してきたアメリカ社会。高齢者が抱える多種多様
な問題への対処をめざす法的プランニングと支援の全体像を示す。超高齢社会
において「法」にできることは何かを考えるための一冊。

法律
同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎322.953 件名◎法律－アメリカ合
衆国 ヒア 287p
冊子版 978-4-335-30382-1 2019.08
DL不可

*1030990066*
現代実定法入門 人と法と社会をつなぐ 第2版

法律

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎321 件名◎法律学 ハゲ 299p
法の世界の全体像が見える、学生と社会人のための法学入門。条文の背景にあ 冊子版 978-4-335-35823-4 2020.03
原田大樹
（はらだ・ひろき）
著
弘文堂

る各法分野に共通の基本的な考え方をわかりやすく解説。図表やイラスト、コラム、
発展学習、文献案内などが満載。重要な法改正を盛り込んだ第2版。

DL不可

*1031670242*
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実戦演習刑法 予備試験問題を素材にして
関根徹
（せきね・つよし）
著
弘文堂

平成23～30年の司法試験予備試験論文過去問を素材にした、刑法の演習型問
題解説書。基礎的事項から、予備試験問題、それに関連する発展的な問題まで、
刑法の実力が段階的に身につくように解説。参考答案も掲載。

法律
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 セジ 252p
冊子版 978-4-335-35808-1 2020.03
DL不可

*1031983405*
実務解説改正債権法附則
中込一洋
（なかごみ・かずひろ）
著
弘文堂

改正債権法の附則（施行や経過措置に関する規定）について、趣旨や実務上の
注意点、実務への影響等を解説。債権法改正における附則の意義、附則におけ
る基本概念、改正債権法附則における経過措置についても説明する。

法律
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ナジ 177p
冊子版 978-4-335-35813-5 2020.03
DL不可

*1032310344*
人の精神の刑法的保護
薮中悠
（やぶなか・ゆう）
著
弘文堂

「刑法における傷害概念」と「人の精神的機能の障害」との関係について、日本
における判例・学説の議論の現状から課題を析出し、比較法的検討などをふまえ
て考察。人の精神も傷害罪や各種の致傷罪の保護法益であることを示す。

法律
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎326.23 件名◎傷害 ヤヒ 306p
冊子版 978-4-335-35740-4 2020.01
DL不可

*1031533238*
入門アメリカ法 第4版

法律

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎322.953 件名◎法律－アメリカ合
アメリカの法制度の特徴と民事手続・契約法をわかりやすく解説。法令や判例の 衆国 マニ 219p
変更を反映させ、変貌し続けるアメリカ法の全体像に迫る。法令や判例の変更に 冊子版 978-4-335-35824-1 2020.03
丸山英二
（まるやま・えいじ）
著
弘文堂

対応した第4版。

DL不可

*1031873795*
民事訴訟法概説 The Remedial Structure of Civil Procedure
and Evidence

第3版

法律

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事訴訟法 カミ
574p
学習書に徹した、民事訴訟法のテキスト。民事訴訟法の「全体構造」を図表を 冊子版 978-4-335-35801-2 2019.12
川嶋四郎
（かわしま・しろう）
著
弘文堂

駆使して概説するとともに、制度趣旨や定義を明示し、判例・学説が対立する「論
点」について網羅的に言及する。民法改正に完全対応。

プレステップ経営学 第2版 〈PRE-STEP 05〉
北中英明
（きたなか・ひであき）
著
弘文堂

組織、人的資源管理、経営戦略、生産管理、マーケティング、意思決定…。社
会人として最小限知っておきたい経営学の基本的な知識を、各章ごとの会話形式
の導入や豊富なイラストとともにわかりやすく解説する。

DL不可

*1031434008*
経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335.1 件名◎経営学 キプ 157p
冊子版 978-4-335-00150-5 2020.03
DL不可

*1031873793*
中小企業オーナーのための財産・株式管理と承継の法律実務
今川嘉文
（いまがわ・よしふみ）
著
弘文堂

認知症対策、株式・財産・事業の承継対策、争族対策は、中小企業が高齢化
社会において生き残るための最重要案件。短期迅速に取り組むべき実務上の対処
と長期計画の策定を提言し、具体的事案の妥当な解決策への道筋を提示する。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎335.44 件名◎株式 イチ 328p
冊子版 978-4-335-35814-2 2020.03
DL不可

*1031983406*
597

独占禁止法 第9版

経済

村上政博
（むらかみ・まさひろ）
著
弘文堂

独占禁止法の実体ルールと手続について、重要な判審決および平成元年改正の
内容をふまえて詳しく解説する。「国際標準の競争法へ」を体系化した基本書。
不公正な取引方法関連の規定・告示一覧、事項・判審決索引付き。

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ムド
614p
冊子版 978-4-335-35805-0 2020.03
DL不可

*1032310343*
共同体なき社会の韻律

中国南京市郊外農村における
「非境界的集合」の民族誌

川瀬由高
（かわせ・よしたか）
著
弘文堂

一見融通無碍に見えながら極めて精緻に織りなされる中国人どうしの社会関係。
2013～2016年の中国農村に住み込んだ若き人類学者が、日常のさりげない出来事
を通して読み解く中国人社会論。

仕事と不平等の社会学 〈現代社会学ライブラリー 13〉
竹ノ下弘久
（たけのした・ひろひさ）
著
弘文堂

日本の格差、不平等問題を語る上で、移民や民族的マイノリティに注目することの
重要性について考察し、国際移民を対象とすることで、社会階層論を再考する。

社会
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎361.76 件名◎農村－中国 カキ
288,5p
冊子版 978-4-335-56138-2 2019.12
DL不可

*1031434009*
社会
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎361.8 件名◎社会階層 タシ
227p
冊子版 978-4-335-50136-4 2013.12

*1031772896*
人材紹介のプロがつくった働く発達障害の人のキャリアアッ
プに必要な50のこと
石井京子
（いしい・きょうこ）
著
弘文堂

池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著

障害者雇用でも管理職になれる? チームワークってどういうこと? 発達障害の人が活
かせるスキル、ビジネスパーソンとして知っておきたいルールや心得を、人材紹介
のプロが丁寧に解説する。

人材紹介のプロがつくった発達障害の人の転職ノート
石井京子
（いしい・きょうこ）
著
弘文堂

池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著

「転職 =キャリアアップ」とは限らないのが障害者雇用の実情。キャリアデザイン、
制度やルール、転職までの準備など、発達障害のある人に知っておいてほしい転
職市場の現実、必要な心構えをまとめる。

社会
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎366.28 件名◎発達障害 ■ジ
177p
冊子版 978-4-335-65184-7 2018.11
DL不可

*1030831416*
社会
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎366.28 件名◎発達障害 ■ジ
179p
冊子版 978-4-335-65172-4 2016.11
DL不可

*1030866950*
人材紹介のプロがつくった発達障害の人の内定 ハンドブッ
ク 『発達障害の人の就活ノートⅡ』完全版

社会

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
石井京子
（いしい・きょうこ）
著 池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著
分類◎366.28 件名◎発達障害 ■ジ
弘文堂
187p
発達障害を抱えながら就職活動をするとき、知っておきたい身だしなみのマナーから、 冊子版 978-4-335-65169-4 2015.12

ブラック企業の見分け方までを紹介。就労移行支援事務所をはじめとした発達障
害の人のための就労支援の仕組みも解説する。

被災したあなたを助けるお金とくらしの話
岡本正
（おかもと・ただし）
著
弘文堂

自然災害で被害を受けても、絶望せず、前を向いて一歩を踏み出すために－。「貴
重品がなくなった」「支払いができない」といったパートごとに、生活再建への法律
や制度を伝える。『リスク対策ドットコム』連載に加筆・修正。

DL不可

*1030866949*
社会
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎369.3 件名◎災害予防 オヒ
136p
冊子版 978-4-335-55200-7 2020.03
DL不可

*1032310345*
598

人材紹介のプロがつくった発達障害の大学生のためのキャ
ンパスライフQ＆A
石井京子
（いしい・きょうこ）
著
弘文堂

池嶋貫二
（いけしま・かんじ）
著

「決まったクラスがないので不安です」「サークル活動で孤立してしまいました」…。
大学入学期から就職活動まで、発達障害のある大学生が、学生生活でつまずきや
すいポイントを、72問の Q＆A で徹底解説する。

大学論の誤解と幻想

Misunderstandings and Illusions about University Education

岩井洋
（いわい・ひろし）
著
弘文堂

大学論に含まれる誤解や幻想について考察するとともに、自身の経験にもとづいて、
実践的かつ具体的な大学教育の方法を提示。激変する高等教育の生態系の中で、
大学はいかに生き残るべきか、大学教育はどうあるべきかを論じる。

危険な人間の系譜 選別と排除の思想
中谷陽二
（なかたに・ようじ）
著
弘文堂

社会から排除される〈危険な人間〉は、どのように創り出されたのか。犯罪人類学
と変質説の意義、刑法学と精神医学の交錯、その具体化としての予防的な刑事
政策、優生学、科学と政治の関わりなどを交えて読み解く。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 ■ジ 163p
冊子版 978-4-335-65175-5 2017.06
DL不可

*1030866951*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎377.1 件名◎大学 イダ 244p
冊子版 978-4-335-55201-4 2020.03
DL不可

*1031670243*
医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎司法精神医学 ナキ
326,28p
冊子版 978-4-335-65186-1 2020.08
DL不可

*1032433716*
精神医学エッセンス 第2版補正版

医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 ハセ 217p
心とは、脳とは何か。今日に至る精神医学の歩みから、症状のとらえ方、病気の分類、 冊子版 978-4-335-65190-8 2020.08
濱田秀伯
（はまだ・ひでみち）
著
弘文堂

診断のプロセス、治療の選択まで、精神医学の本質を、簡潔かつ明快に解説。
最新の知識を織り込んだ第2版補正版。

DL不可

*1032433717*
川崎病 増え続ける謎の小児疾患

医学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎493.931 件名◎川崎病 ミカ
乳幼児の70人に1人がかかり、現在も増え続ける原因不明の発熱性疾患、川崎病。 209p
その実態や注意点など最新のトピックも含めた医学情報を紹介するほか、病気を発 冊子版 978-4-335-76020-4 2019.11
三浦大
（みうら・まさる）
著
弘文堂

見した川崎富作の足跡を小説風に書いた「川崎病物語」も収録。

DL不可

*1031274399*
プレップ知的財産法 〈プレップシリーズ〉

技術、工学

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

て解説する。

DL不可

*1031274397*
ロボット法 AIとヒトの共生にむけて 増補版

電気工学

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

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

DL不可

*1031274398*
599

コロナ社
1から始めるJuliaプログラミング

総記

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
「Python のように書けて、C のように動く」新しいプログラミング言語「Julia」。そ ピュータ）シイ 194p
の基本的な文法や使い方から、標準ライブラリには含まれない数値計算やデータ 冊子版 978-4-339-02905-5 2020.04
進藤裕之
（しんどう・ひろゆき）
共著
コロナ 社

佐藤建太
（さとう・けんた）
共著

の可視化などのパッケージの活用までを解説する。

*1031983456*
Javaによるアルゴリズムとデータ構造の基礎

総記

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 言語を用いたアルゴリズムとデータ構造の基礎が学べるテキスト。大学・高 ピュータ）ナジ 187p
専において半期の講義で履修できる程度の内容で構成し、各章末に基本情報処 冊子版 978-4-339-02896-6 2019.08

永田武
（ながた・たけし）
著
コロナ 社

理技術者試験の過去問を含めた演習問題も掲載する。

DL不可

*1032433752*
MATLABで学ぶ実践画像・音声処理入門
伊藤克亘
（いとう・かつのぶ）
共著
コロナ 社

花泉弘
（はないずみ・ひろし）
共著

MATLABによる画像・音声処理の基本的な技術を紹介。簡単な音声処理から、
画像の周波数領域処理、複素信号、音声・画像処理の応用まで、実践的に解説
する。章末問題も収録。

総記
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.1 件名◎音声処理 ■マ
188p
冊子版 978-4-339-00925-5 2019.09
DL不可

*1032433747*
アクティブラーニングで学ぶ情報リテラシー
宇田隆哉
（うだ・りゅうや）
共著
コロナ 社

井上亮文
（いのうえ・あきふみ）
共著

情報通信技術のしくみを平易に解説した大学初年度向けのテキスト。情報科学分
野の研究をしていくうえで必要な専門的知識を、書き込み式のアクティブラーニング
型課題を解きながら学べる。理解度チェック問題も収録する。

総記
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎007 件名◎情報科学 ウア 178p
冊子版 978-4-339-02860-7 2016.10
DL不可

*1031840271*
コンピュータ科学序説

コンピュータは魔法の箱ではありません－そのからくり教えます

米村俊一
（よねむら・しゅんいち）
共著
コロナ 社

徳永幸生
（とくなが・ゆきお）
共著

初学者向けのコンピュータ入門書。コンピュータが発展してきた歴史的な流れを基
軸とし、誕生した背景、原理や基本動作、ソフトウェアやネットワークの仕組みなど、
コンピュータに関する基礎知識を網羅的に解説する。

データベースの実装とシステム運用管理

総記
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.6 件名◎コンピュータ ヨコ
181p
冊子版 978-4-339-02892-8 2019.04
DL不可

*1031873834*
総記

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース ハ
データベースシステム開発における設計と運用管理の入門書。概要から基本機能、 デ 146p
応用技術、関連技術までを解説。「データベーススペシャリスト試験」にも対応。 冊子版 978-4-339-02450-0 2010.10

速水治夫
（はやみ・はるお）
編著
コロナ 社

納富一宏
（のうとみ・かずひろ）
著

各章末に演習問題を付す。

DL不可

*1031840268*
ヒューマンインタフェース Human Interface

総記

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.6 件名◎ユーザーインターフェー
ヒューマンインタフェースとは、モノと人間の境界部分のこと。ヒューマンインタフェー ス
（コンピュータ）シヒ 141p
スを設計するときに直接的に必要となる事項について解説するとともに、感覚知覚 冊子版 978-4-339-02897-3 2019.09
志堂寺和則
（しどうじ・かずのり）
著
コロナ 社

や知的機能など人間の心の働きについても説明する。

DL不可

*1032433753*
600

フリーソフトを用いた音声処理の実際
石井直樹
（いしい・なおき）
著
コロナ 社

無償で入手できるフリーソフトを使ったサウンド処理の実際を伝授。フリーソフトの
種類によって実行できる処理の種類、精度、処理結果の表示法が異なるため、実
施したい処理に適するソフトを選択する指針も与える。

総記
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎007.1 件名◎音声処理 イフ
195p
冊子版 978-4-339-00916-3 2018.12
DL不可

*1031274450*
フルスタックJavaScriptとPython 機械学習ライブラリで
実践するソーシャルビッグデータ
基本概念・技術から収集・分析・可視化まで

石川博
（いしかわ・ひろし）
編著
コロナ 社

横山昌平
（よこやま・しょうへい）
著

総記
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎007.609 件名◎データマイニング
イフ 183p
冊子版 978-4-339-02889-8 2019.02

ソーシャルビッグデータの収集、分析、可視化の基本（概念、技術）と実践（ア
ルゴリズム、プログラム）をバランスよく解説。実務家に役立つ、実装に使えるコー
ドを掲載。「ソーシャル・ビッグデータサイエンス入門」の実践書。

ボルツマンマシン Boltzmann Machines

〈シリーズ 情報科学における確率モデル 2〉

DL不可

*1031616176*
総記

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎007.13 件名◎ニューラル・ネッ
トワー
ク オボ 207p
人工ニューラルネットワークの一つである「ボルツマンマシン」を用いた機械学習 冊子版 978-4-339-02832-4 2019.02

恐神貴行
（おそがみ・たかゆき）
著
コロナ 社

が中心テーマのテキスト。ボルツマンマシンの基本的な理論から学習方法、機
械学習や強化学習への用い方までを、直観的に理解できるように解説。

マルチメディア時代の情報理論

Information Theory in Multimedia Era

改訂

小川英一
（おがわ・えいいち）
著
コロナ 社

情報理論の基礎からマルチメディアへの応用技術までをバランスよく解説。数学
的な厳密さを問わず、基礎的な知識のみで情報理論のアウトラインを知ることがで
きる入門書。演習問題も収録。

暗号 ハードウェアのセキュリティ
Cryptographic Hardware Security

崎山一男
（さきやま・かずお）
共著
コロナ 社

菅原健
（すがわら・たけし）
共著

暗号ハードウェアの安全性に関する基礎知識を身につけるためのテキスト。暗号ハー
ドウェアの物理攻撃や安全性解析を中心に、セキュリティエンジニアに必要となる
知識を理論から実践まで解説する。

画像情報処理の基礎

*1031434054*
総記
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報理論 オマ
224p
冊子版 978-4-339-02893-5 2019.04
DL不可

*1031670380*
総記
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.1 件名◎暗号 ■ア 178p
冊子版 978-4-339-02894-2 2019.06
DL不可

*1032433750*
総記

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.1 件名◎画像処理 タガ
情報系の大学院で行う画像解析の教科書。行いたい画像処理に対して、どのよう 191p
な手法があるのかを見つけやすくするため、処理を中心とした章立てをし、単独画 冊子版 978-4-339-02895-9 2019.06

田中敏幸
（たなか・としゆき）
著
コロナ 社

像を解析する手法や、複数の画像から情報を得る手法を解説する。

DL不可

*1032433751*
解答力を高める基本情報技術者試験の解法

暗記の壁を越えて計算力を身につける

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
ハカ 302p
資格取得には暗記で解くことができない計算問題を正しく理解して解けるかが大きく 冊子版 978-4-339-02463-0 2012.09

速水治夫
（はやみ・はるお）
編著
コロナ 社

西村広光
（にしむら・ひろみつ）
著

影響する。そこで, 本書は暗記で足りる内容についてはまとめ程度とし, 深い理解と
応用力のある解法を習得することを目的としている。

DL不可

*1031840270*
601

感性情報学 オノマトペから人工知能まで
坂本真樹
（さかもと・まき）
著
コロナ 社

幅広い分野での感性計測方法を紹介するとともに、オノマトペ（擬音語・擬態語
の総称）やさまざまな自然言語を活用した方法から、更に感性への深層学習適用
と応用までを解説する。

総記
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報処理 サカ
188p
冊子版 978-4-339-02886-7 2018.07
DL不可

*1030990121*
言語処理のための機械学習入門 〈自然言語処理シリーズ 1〉

総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 タ
機械学習を用いた言語処理技術を理解するための基礎的な知識や考え方を解説。 ゲ 211p
クラスタリング、分類、系列ラベリング、実験の仕方などを取り上げ、章末問題も 冊子版 978-4-339-02751-8 2010.08
高村大也
（たかむら・ひろや）
著
コロナ 社

奥村学
（おくむら・まなぶ）
監修

掲載する。

DL不可

*1031840273*
自然言語処理の基礎

Introduction to Natural Language Processing

総記

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 オ
シ 155p
自然言語処理技術を実現する上で不可欠な知識源である、辞書とコーパスについ 冊子版 978-4-339-02451-7 2010.10

奥村学
（おくむら・まなぶ）
著
コロナ 社

て説明するとともに、自然言語処理の4つの解析ステップを詳しく解説し、応用例も
紹介。章末問題も付す。

情報セキュリティ基礎講義

〈電子通信情報系コアテキストシリーズ C-2〉

DL不可

*1031840269*
総記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.609 件名◎情報セキュリティ
（コンピュータ）マジ 213p
ICTを大学教育レベルで学ぶが情報セキュリティに携わるとは限らない幅広い人々 冊子版 978-4-339-01934-6 2019.03

松浦幹太
（まつうら・かんた）
著
コロナ 社

を対象として、情報セキュリティの基本をはじめ、暗号、ネットワークセキュリティな
どについて解説する。各章末に演習問題を掲載。

情報量 情報理論への招待

DL不可

*1031670317*
総記

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報理論 ヤジ
情報理論における情報量、特に情報源符号化定理の解説に重点をおいたテキスト。 110p
大学で学ぶべき内容として、最新の技術を取り上げ、100分の授業14回程度で学 冊子版 978-4-339-02890-4 2019.03

山本宙
（やまもと・ひろし）
著
コロナ 社

習できるように構成する。章末問題とその解答も収録。

DL不可

*1031670316*
粒子ボリュームレンダリング 理論とプログラミング

総記

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
可視化対象データを粒子で表現する計算モデルに基づいた可視化手法の理論を フィックス コリ 212p
解説し、さらにサンプルコードを用いてプログラミング法についても説明する。
冊子版 978-4-339-02449-4 2010.10

小山田耕二
（こやまだ・こうじ）
共著
コロナ 社

坂本尚久
（さかもと・なおひさ）
共著

*1031840267*
例題で学ぶ Java 入門

総記

同時アクセス1 7,260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
数学が苦手な学生、文科系の学生でも取り組みやすい例題や課題を通して、Java ピュータ）オレ 164p
プログラミングをやさしく解説。Java のインストールから、判断文、反復文、配列 冊子版 978-4-339-02468-5 2012.11
大堀隆文
（おおほり・たかふみ）
共著
コロナ 社

木下正博
（きのした・まさひろ）
共著

までを取り上げる。プログラム演習も収録。

DL不可

*1031629229*
602

都市のリスクとマネジメント 〈リスク工学シリーズ 9〉
糸井川栄一
（いといがわ・えいいち）
編著
コロナ 社

村尾修
（むらお・おさむ）
ほか共著

都市域において平常時ならびに災害時に発生するリスク問題を、さまざまな具体的
事例によって解説し、分析した結果を紹介するとともに、リスクを低減させるマネジ
メントを提示する。

政治
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎318.7 件名◎都市行政 イト 193p
冊子版 978-4-339-07929-6 2013.12

*1031840318*
社会資本整備の空間経済分析

汎用型空間的応用一般均衡モデル
（RAEM-Light）
による実証方法

小池淳司
（こいけ・あつし）
著
コロナ 社

空間的応用一般均衡分析の概要をなるべく簡単に説明したテキスト。著者らが開
発した汎用型空間的応用一般均衡モデル（RAEM-Light）を用いた実証分析を
通じて、経験の浅い実務者でもこの手法が利用できるように解説。

視覚障がいの歩行の科学 安全で安心なひとり歩きをめざして

財政
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎343.7 件名◎社会資本 コシ
147p
冊子版 978-4-339-05234-3 2019.01

*1031533284*
社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.275 件名◎視覚障害 ■シ
視覚障がいのある人が一人で歩行することについて分析し、オリエンテーション（空 87p
間認知）とモビリティ（歩行移動）に科学的にアプローチする。本文テキストデー 冊子版 978-4-339-07237-2 2014.10

大倉元宏
（おおくら・もとひろ）
共著
コロナ 社

清水美知子
（しみず・みちこ）
共著

タとPDFデータを収録したCD-ROM 付き。

*1031840312*
人間行動と組織行動 パフォーマンス向上の視点から
西口宏美
（にしぐち・ひろみ）
著
コロナ 社

おもに人間の機能と能力に焦点を当て、それらを客観的に評価するための方法や
手順、さらには人間の能力に影響を与える要因について多面的に解説。また、最
良のパフォーマンスを発揮できる環境を提供する方策も示す。

社会
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 ニニ
177p
冊子版 978-4-339-02902-4 2020.03
DL不可

*1031670383*
教職・情報機器の操作 教師のための ICTリテラシー入門

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◎374.1 件名◎学級経営－データ
教職を目指す学生ならびに現職教員の ICT 活用による指導力の向上を目的としたテ 処理 ■キ 152p
キスト。校務文書や教材、ビデオアルバムの作成や成績処理等に役立つノウハ 冊子版 978-4-339-02855-3 2016.02

高橋参吉
（たかはし・さんきち）
共著
コロナ 社

下倉雅行
（しもくら・まさゆき）
共著

ウを解説する。Office 2013対応。

DL不可

*1031840274*
理工系の技術文書作成ガイド
白井宏
（しらい・ひろし）
著
コロナ 社

理工系の科学技術文書や技術論文、実験レポートの書きかたを解説。文献の調
査から適した書式の選び方、論文の組立て方、投稿・出版まで、詳細に説明する。
口頭発表、ポスター発表のしかたも収録。

自然科学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎407 件名◎科学論文 シリ 125p
冊子版 978-4-339-07820-6 2019.01
DL不可

*1031533283*
エントロピーの幾何学 〈シリーズ情報科学における確率モデル 5〉
田中勝
（たなか・まさる）
著
コロナ 社

測度論的確率論、十分統計量を解説。さらに、測度空間に特別な平行移動を導
入することでアファイン空間を構成し、そのうえで幾何学を展開、指数型分布族と
非指数型分布族を同時に取り扱える枠組みを提供する。

数学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎415.3 件名◎測度論 タエ 194p
冊子版 978-4-339-02835-5 2019.05

*1031983453*
603

マルコフ決定過程 理論とアルゴリズム

〈シリーズ 情報科学における確率モデル 4〉

数学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
中出康一
（なかで・こういち）
著
分類◎417.1 件名◎マルコフ過程 ナマ
コロナ 社
190p
一冊でマルコフ決定過程の理論を学べるように、基礎となる動的計画法、確率変数、 冊子版 978-4-339-02834-8 2019.04

確率過程と、マルコフ決定過程の各種最適化規範について詳しく解説。近似アル
ゴリズムと強化学習に関連する事項の基本的な内容も記述する。

確率システムにおける制御理論

〈シリーズ 情報科学における確率モデル 6〉
向谷博明
（むかいだに・ひろあき）
著
コロナ 社

数学を基盤としたシステム理論の中でも、伊藤の確率微分方程式によって支配され
る確率システムを基盤とした電気・機械・プロセスシステムにおけるシステム理
論および動的ゲームへの応用について詳細に解説する。

工学を理解するための応用数学 微分方程式と物理現象
佐藤求
（さとう・もとむ）
著
コロナ 社

理工系専門学校の教科書、理工系大学初年度の副読本程度の内容を目安に、
物理や電気を学習する上で利用される数学の理解を目的としたテキスト。微分・積
分の定義から微分方程式、ラプラス変換までを解説する。章末問題も掲載。

*1031983452*
数学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 19,305円 + 税
分類◎417.1 件名◎確率論 ムカ 256p
冊子版 978-4-339-02836-2 2019.07

*1031983454*
数学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎410 件名◎応用数学 サコ 180p
冊子版 978-4-339-06117-8 2019.04
DL不可

*1031873835*
常微分方程式の相談室 数学ラーニング・アシスタント

数学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎413.62 件名◎常微分方程式 コ
四則演算、直線・曲線・長さ・面積から積分・微分まで、常微分方程式について「計 ジ 299p
算できる」だけで「わかった」つもりにならず、頭の中で具体的なイメージを思い描 冊子版 978-4-339-06116-1 2019.01

小林幸夫
（こばやし・ゆきお）
著
コロナ 社

くトレーニングを行う。計算練習のほか、探究演習も収録する。

*1031340543*
捜索理論における確率モデル

〈シリーズ 情報科学における確率モデル 3〉

数学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎417 件名◎オペレーションズ リサー
チ ホソ 283p
「通常では発見しにくく、関連情報の少ない目標を効率よく探知する」ことを研究す 冊子版 978-4-339-02833-1 2019.03
宝崎隆祐
（ほうざき・りゅうすけ）
共著
コロナ 社

飯田耕司
（いいだ・こうじ）
共著

る分野「捜索理論」の確率モデルのテキスト。目標分布の推定、捜索センサー
の探知理論と捜索能力の定量化モデル、捜索計画の最適化などを解説。

統計的 パターン認識と判別分析

〈シリーズ 情報科学における確率モデル 1〉
栗田多喜夫
（くりた・たきお）
共著 日高章理
（ひだか・あきのり）
共著
コロナ 社

データの背後の確率的な関係が明確な場合について、変分法を用いて回帰や識
別のための最適な非線形関数を導出する手法を解説したテキスト。多くの現実的
な手法が最適な非線形関数の近似になっていることを示す。

Pythonを使った光電磁場解析

Optical Electromagnetic Field Analysis Using Python

梶川浩太郎
（かじかわ・こうたろう）
共著
コロナ 社

岡本隆之
（おかもと・たかゆき）
共著

Pythonを使ったプログラム例を挙げ、微小な構造や系の光学応答を計算したり、
可視化する手法を解説。背景にある電磁界解析もわかりやすく説明する。バージョ
ン3に準拠。プログラムコードのダウンロードサービス付き。

604

*1031434055*
数学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 クト 223p
冊子版 978-4-339-02831-7 2019.01

*1031434053*
物理学
同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 21,285円 + 税
分類◎425.4 件名◎物理光学－データ
処理 カパ 292p
冊子版 978-4-339-00926-2 2019.08

*1032433748*

わかりやすい電子物性 はじめて学ぶ電子工学
上野智雄
（うえの・ともお）
著
コロナ 社

半導体物性や、それを使ったダイオード、トランジスタ、およびそれらを用いる増幅
回路などにおける各素子の動作を、初学者でも理解しやすいよう平易に解説する。

物理学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎428.4 件名◎物性論 ウワ 215p
冊子版 978-4-339-00848-7 2013.04
DL不可

*1031840258*
格子ボルツマン法・差分格子ボルツマン法

物理学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎423.8 件名◎流体力学 ツコ
優れた特徴をもつ流体シミュレーション法である格子ボルツマン法と、偏微分方程 133p
式を対象としている差分格子ボルツマン法について解説する。プログラムとソース 冊子版 978-4-339-04658-8 2018.12

蔦原道久
（つたはら・みちひさ）
著
コロナ 社

を収録したDVD-ROM 付き。

DL不可

*1031274451*
半導体の光物性

物理学

中山正昭
（なかやま・まさあき）
著
コロナ 社

理論を詳細に述べ、かつ、それに対応した概念や計算と実験結果を図によって説
明した、半導体の光物性のテキスト。半導体の基礎物性から、光物性の基礎理論、
量子井戸構造・超格子の光物性までを解説する。

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎428.8 件名◎半導体 ナハ 354p
冊子版 978-4-339-00852-4 2013.08

*1031840259*
物性・光学のための電磁気学 基礎から量子化まで

物理学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎427 件名◎電気磁気学 ハブ
マクスウェルの方程式の導出までを、その完成に寄与した科学者の業績に沿って 235p
解説。さらに、輻射、導波路、アンテナの理論を詳述し、マクスウェルの方程式 冊子版 978-4-339-00911-8 2018.07

浜口智尋
（はまぐち・ちひろ）
著
コロナ 社

を量子化して電磁波が光子となることを証明する。章末問題も収録。

DL不可

*1030990120*
医療のための化学 Chemistry for Allied Health Professional
堀内孝
（ほりうち・たかし）
共著
コロナ 社

村林俊
（むらばやし・しゅん）
共著

医療技術系の教育カリキュラムに柔軟に対応し、各分野に共通する重要項目を重
点においた化学のテキスト。体と医療の中の化学、基礎化学、有機化学の3部に
分けてわかりやすく解説。演習問題付き。

化学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ホイ 220p
冊子版 978-4-339-07227-3 2012.03
DL不可

*1031840305*
材料の熱力学入門

化学

正木匡彦
（まさき・ただひこ）
著
コロナ 社

物質科学や材料工学を選択した大学生へ向けて、高校の物理や化学の物質・物
性から、大学の化学熱力学（相平衡、化学平衡、溶液）への移行がなめらかに
行えるよう解説したテキスト。章末問題も収録する。

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎431.6 件名◎熱化学 マザ 229p
冊子版 978-4-339-06648-7 2019.01
DL不可

*1031533282*
天然物化学 Natural Products Chemistry

化学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎439 件名◎天然物化学 ステ
天然物化学について、生合成を基盤に体系的に解説した、学部学生向けのテキ 209p
スト。新しい分野でもあるケミカルバイオロジーの観点を重視しながら、受容体に 冊子版 978-4-339-06758-3 2019.01

菅原二三男
（すがわら・ふみお）
編著
コロナ 社

関する最新の知見等にも触れる。

浅見忠男
（あさみ・ただお）
共著

DL不可

*1031616174*
605

岡山県地学のガイド 岡山県の地質とそのおいたち 改訂

〈地学のガイドシリーズ 11〉

地球科学、地学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
野瀬重人
（のせ・しげと）
編著 岡山県地学のガイド編集委員会編
分類◎450.9175 件名◎岡山県－地理
コロナ 社
ノオ 201p
岡山県下の特色ある地形・地質について、図や写真を豊富にとり入れながら平易 冊子版 978-4-339-07547-2 2013.02

に解説した手引書。単なる観察事項の説明だけでなく、つながりや地域の概要が
わかるようにまとめる。地質観察地を調査し直して改訂。

宮崎県の地質フィールドガイド

*1031840316*
地球科学、地学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎455.196 件名◎地質－宮崎県 ■
宮崎県を7つのエリアに分け、露頭の地図とそこへの到達ルート、および露頭写真 ミ 181p
を掲載し、観察できる地質・地形・岩石について簡略に解説。日本列島全体の基 冊子版 978-4-339-06626-5 2013.08
宮崎地質研究会編
コロナ 社

本的な地質構造や、露頭観察や地質図を見るときに必要な情報も掲載。

*1031840303*
生物機械工学 数理モデルで生物の不思議に迫る

生物科学、一般生物学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎460 件名◎生物工学 イセ 178p
生物機械工学の入門書。工学的視点から見えてくる生物特有の特徴を紹介するこ 冊子版 978-4-339-06757-6 2018.11

伊能教夫
（いのう・のりお）
著
コロナ 社

とを主眼に、大学初学年でも学べるよう平易に説明する。演習問題やコラムなども
掲載。

DL不可

*1031274453*
放射線生物学

生物科学、一般生物学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎464.1 件名◎放射線生物学 キホ
診療放射線技師を目指す人に向けて、生物学と放射線の基本的な内容を平明に 165p
紹介。放射線と細胞の相互作用、放射線の人体への影響、放射線によるがん治 冊子版 978-4-339-07244-0 2018.09

木村雄治
（きむら・ゆうじ）
著
コロナ 社

療などを解説する。

DL不可

*1030990124*
MATLABで学ぶ生体信号処理

Introduction to Biosignal Processing with MATLAB
小野弓絵
（おの・ゆみえ）
著
コロナ 社

生体信号処理、特に脳波・心電図・筋電図・fNIRS の解析という観点から、数値
解析ソフトウェアMATLAB の使い方を実践的に解説。各章末にコマンド一覧を
掲載する。サンプルデータのダウンロードサービス付き。

医療系資格試験のための電気

臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎491.3 件名◎生体工学 オマ
166p
冊子版 978-4-339-07245-7 2018.10
DL不可

*1031137168*
医学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ S492.8 件名◎臨床工学技士 ナ
イ 227p
臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験への対応を優先しつつ、 冊子版 978-4-339-07229-7 2012.04

仲田昭彦
（なかだ・あきひこ）
著
コロナ 社

電気を初めて学ぶ学生にも理解できるように丁寧に説明。

DL不可

*1031840307*
医療系資格試験のための物理

臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験

医学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ S492.8 件名◎臨床工学技士 ナ
イ 175p
臨床工学技士国家試験・第2種 ME 技術実力検定試験への対応を優先しつつ、 冊子版 978-4-339-07228-0 2012.03

仲田昭彦
（なかだ・あきひこ）
著
コロナ 社

物理を初めて学ぶ学生にも理解できるようにていねいに説明した。

DL不可

*1031840306*
606

診療放射線技師を目指す学生のための医用 X 線 CT 工学
佐々木博
（ささき・ひろし）
共著
コロナ 社

小池貴久
（こいけ・たかひさ）
共著

断層像の表示方法、3次元画像処理、X 線 CT の線量評価など、診療放射線技
師として医療現場でCT 装置を扱う場合に必要となる基礎的な事柄をわかりやすく解
説。診療放射線技師国家試験に対応した演習問題も収録する。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎492.43 件名◎コンピュータ断層
撮影 ■シ 116p
冊子版 978-4-339-07240-2 2015.02
DL不可

*1031840315*
診療放射線技師を目指す学生のための医用磁気共鳴イメー
ジング論
佐々木博
（ささき・ひろし）
共著
コロナ 社

山形仁
（やまがた・ひとし）
共著

診療放射線技師を目指す学生に向け、磁気共鳴イメージング（MRI）診断装置
の原理を、グラフ、画像、図を多用してわかりやすく解説。重要なエンコードの概
念では詳細な式の導出・シミュレーションを行う。演習問題も収録。

診療放射線技師を目指す学生のための医用超音波論
佐々木博
（ささき・ひろし）
共著
コロナ 社

飯沼一浩
（いいぬま・かずひろ）
共著

超音波の物理的基礎、アーチファクトとその成因など、初めて医用超音波を学ぶ
人に向けて、超音波診断装置の医用機器工学をわかりやすく解説。各章末には、
診療放射線技師国家試験に対応した演習問題も収録する。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎492.1 件名◎ MRI サシ 117p
冊子版 978-4-339-07239-6 2015.03
DL不可

*1031840314*
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◎492.1 件名◎超音波
（医学）サシ
104p
冊子版 978-4-339-07238-9 2015.02
DL不可

*1031840313*
臨床工学技士のための生体計測装置学
西村生哉
（にしむら・いくや）
共著
コロナ 社

三田村好矩
（みたむら・よしのり）
共著

第2種 ME 技術実力検定試験と臨床工学技士国家試験に出る生体計測装置学分
野の問題を解けるように、計測の基礎から生体情報の取得、信号処理、表示・記
録、データ伝送までを解説する。同試験の過去問、解答・解説も掲載。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎492.8 件名◎医用生体工学 ニリ
214p
冊子版 978-4-339-07243-3 2017.07
DL不可

*1031840311*
臨床工学技士のための生体物性

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◎491.3 件名◎生体工学 ムリ
臨床工学技士を目指す学生のための、わかりやすい「生体物性」のテキスト。知 135p
識の羅列ではなく、なるべく
「なぜ」にこだわり解説する。巻末に各章のまとめを掲載。 冊子版 978-4-339-07231-0 2012.06

村林俊
（むらばやし・しゅん）
著
コロナ 社

三田村好矩
（みたむら・よしのり）
監修

DL不可

*1031840308*
エネルギー環境経済システム

技術、工学

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

藤井康正
（ふじい・やすまさ）
著
コロナ 社

大学、横浜国立大学の講義をもとに書籍化。

DL不可

*1030990119*
システム信頼性の数理 〈シリーズ情報科学における確率モデル 7〉

技術、工学

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

大鑄史男
（おおい・ふみお）
著
コロナ 社

実際のシステムの信頼性評価にとって有用な手法を解説する。

*1031983455*
607

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

吉田正樹
（よしだ・まさき）
共著

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

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

*1031840304*
確率論的リスク解析の数理と方法 〈リスク工学シリーズ 6〉
金野秀敏
（こんの・ひでとし）
著
コロナ 社

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

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

*1031840317*
工学系卒論の書き方

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

渡辺賢治
（わたなべ・けんじ）
共著

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

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

米内山誠
（よないやま・まこと）
共著

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

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

*1031670384*
技術、工学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎501.3 件名◎応用力学 ヨコ
229p
冊子版 978-4-339-04483-6 2016.04
DL不可

*1031840290*
構造力学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ B-1〉
野村卓史
（のむら・たかし）
著
コロナ 社

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

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

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

島崎洋治
（しまざき・ようじ）
共著

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

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

*1031670382*
振動工学 基礎編 改訂
安田仁彦
（やすだ・きみひこ）
著
コロナ 社

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

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

*1031840294*
608

生産工学 ものづくりマネジメント工学 〈機械系教科書シリーズ 27〉

技術、工学

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

皆川健多郎
（みながわ・けんたろう）
共著

げる。各章末に演習問題を収録。

DL不可

*1031840292*
コンクリート構造学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ B-3〉

建設工学、土木工学

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

交えて解説する。演習問題も掲載。

DL不可

*1031840300*
マネジメント技術の国際標準化と実践 建設プロジェクトの挑戦
山岡暁
（やまおか・さとし）
著
コロナ 社

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

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

*1031274452*
沿岸域工学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ D-4〉

建設工学、土木工学

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

川崎浩司
（かわさき・こうじ）
著
コロナ 社

沿岸域の水環境と生態系などを解説する。演習問題も収録。

DL不可

*1031840301*
環境計量士〈濃度関係〉化学分析概論及び濃度の計量解
説と対策 第3版
住吉孝一
（すみよし・こういち）
著 日本計量振興協会編
コロナ 社

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

環境計量士〈濃度関係〉国家試験問題解答と解説

環化・環濃

平成24年～26年

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

*1031840284*
建設工学、土木工学

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

日本計量振興協会編
コロナ 社

の計量」の平成24年～26年の全問題、解答と解説を掲載。

*1031840279*
環境計量士〈濃度関係〉国家試験問題解答と解説

環化・環濃

平成27年～29年

建設工学、土木工学

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

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

*1031840282*
609

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

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

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

岩下圭之
（いわした・けいし）
共著
コロナ 社

杉村俊郎
（すぎむら・としろう）
共著

大学ではじめて土木工学や建設・環境工学系等の分野を学ぶ学生に向けたテキス
ト。「測量」を学問体系として学び、またそれを実践的な最新測地技術に展開して
いくプロセスを分かりやすく解説する。演習問題も掲載。

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

石川敬祐
（いしかわ・けいすけ）
共著

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

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

*1031840276*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,355円 + 税
分類◎512 件名◎測量 ■キ 175p
冊子版 978-4-339-05259-6 2018.10
DL不可

*1031137166*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎519.9 件名◎防災科学 ヤケ
133p
冊子版 978-4-339-05263-3 2019.01
DL不可

*1031340544*
実践道路アセットマネジメント入門

継続的改善を実現するためのマネジメントの基本

小林潔司
（こばやし・きよし）
編著
コロナ 社

中谷昌一
（なかたに・しょういち）
共著

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

書き込み式はじめての水理学
寺田一美
（てらだ・かずみ）
著
コロナ 社

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

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

*1032310367*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎517.1 件名◎水理学 テカ 125p
冊子版 978-4-339-05264-0 2019.04
DL不可

*1031670381*
生き物から学ぶまちづくり

バイオミメティクスによる都市の生活習慣病対策

建設工学、土木工学

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

谷口守
（たにぐち・まもる）
著
コロナ 社

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

土木計画学 〈土木・環境系コアテキストシリーズ E-1〉

DL不可

*1031137167*
建設工学、土木工学

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

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

DL不可

*1031840302*
610

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

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

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

田中正人
（たなか・まさと）
共著

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

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

*1031340545*
機械工学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎534.1 件名◎流体力学 ■カ
403p
冊子版 978-4-339-04608-3 2012.12

*1031840293*
基礎からわかる自動車エンジンのモデルベースト制御

機械工学

Model Based Control for Automotive Engines

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

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

現代設計工学

*1031670315*
機械工学

石川晴雄
（いしかわ・はるお）
編著
コロナ 社

中山良一
（なかやま・りょういち）
共著

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

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

*1031840295*
工作機械工学 新版 〈機械系大学講義シリーズ 25〉

機械工学

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

伊東誼
（いとう・よしみ）
共著
コロナ 社

森脇俊道
（もりわき・としみち）
共著

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

DL不可

*1032310370*
材料力学 改訂版 〈機械系教科書シリーズ 19〉

機械工学

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

中島正貴
（なかじま・まさき）
著
コロナ 社

しい解答を付す。「トラス」についての内容を加えた改訂版。

DL不可

*1031840291*
生活の中にみる機械工学

機械工学

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

望月修
（もちずき・おさむ）
著
コロナ 社

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

DL不可

*1031137169*
611

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

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

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

*1031840309*
C 言語によるディジタル 無線通信技術

電気工学

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

神谷幸宏
（かみや・ゆきひろ）
著
コロナ 社

流れについても解説する。

DL不可

*1031840253*
Excelで学ぶディジタル 信号処理の基礎
深山幸穂
（ふかやま・ゆきお）
共著
コロナ 社

深山理
（ふかやま・おさむ）
共著

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

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

*1031840260*
FPGA 時代に学ぶ集積回路のしくみ

電気工学

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

宇佐美公良
（うさみ・きみよし）
著
コロナ 社

解説。章末問題も掲載。

DL不可

*1032433746*
micro：bitで学ぶプログラミング

ブロック型からJavaScriptそしてPython へ

電気工学

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

高橋参吉
（たかはし・さんきち）
共著
コロナ 社

喜家村奨
（きやむら・すすむ）
共著

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

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

DL不可

*1032433754*
電気工学

安昌俊
（あん・ちゃんじゅん）
共著

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

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

*1031840251*
Pythonで学ぶフーリエ解析と信号処理
神永正博
（かみなが・まさひろ）
著
コロナ 社

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

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

*1032433756*
612

RFIDタグ用アンテナの設計

電気工学

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

高橋応明
（たかはし・まさはる）
著
コロナ 社

テナを理解するうえで必要な基礎知識なども説明する。

*1031840257*
アナログ / デジタル 変換入門 原理と回路実装

電気工学

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

和保孝夫
（わほ・たかお）
著
コロナ 社

クについて解説する。

DL不可

*1031983451*
アンテナ 基本測定法

電気工学

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

石井望
（いしい・のぞむ）
著
コロナ 社

テナ測定に関する基本技術を概説する。

*1031840254*
インターネット Internet 〈コンピュータサイエンス教科書シリーズ 10〉

電気工学

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

加藤聰彦
（かとう・としひこ）
著
コロナ 社

技術的内容を詳細に解説。演習問題も収録。

DL不可

*1031840272*
クルマとヒコーキで学ぶ制御工学の基礎
綱島均
（つなしま・ひとし）
共著
コロナ 社

中代重幸
（なかだい・しげゆき）
共著

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

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

*1031840275*
コンピュータ概論 改訂（※）

電気工学

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

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

2019

DL不可

*1031873833*
システム制御工学演習 〈システム制御工学シリーズ 6〉

電気工学

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

杉江俊治
（すぎえ・としはる）
共著
コロナ 社

梶原宏之
（かじわら・ひろゆき）
共著

要なプログラムを明示する。演習問題も掲載。

DL不可

*1031840285*
613

ゼロからわかる回路シミュレータPSIM 入門

電気工学

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

よう解説する。

*1032310364*
その常識は本当かこれだけは知っておきたい実用オーディオ学
岡野邦彦
（おかの・くにひこ）
著
コロナ 社

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

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

*1031616175*
ディジタル 時代の電気電子計測基礎 新 SI 対応 改訂版

電気工学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎541.5 件名◎電気磁気測定 マデ
現在の電気電子計測の実情に合わせ、基礎的内容から最新のディジタル計測ま 157p
でを解説したテキスト。章末に演習問題を掲載し、理解度の確認・計算力向上が 冊子版 978-4-339-00930-9 2020.02

松本佳宣
（まつもと・よしのり）
著
コロナ 社

できるように工夫する。新 SIにも対応した改訂版。

DL不可

*1032310368*
ネットワーク化制御 Networked Control

電気工学

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

永原正章
（ながはら・まさあき）
編著
コロナ 社

岡野訓尚
（おかの・くにひさ）
共著

を、初学者にもわかりやすく解説する。

*1032433755*
ハイブリッドシステムの制御 〈システム制御工学シリーズ 20〉
井村順一
（いむら・じゅんいち）
共著
コロナ 社

東俊一
（あずま・しゅんいち）
共著

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

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

*1031840288*
フィードバック制御の基礎と応用

電気工学

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

背戸一登
（せと・かずと）
共著
コロナ 社

渡辺亨
（わたなべ・とおる）
共著

フィードバック制御の基礎知識と応用を解説する。

DL不可

*1031840277*
フォトニクスの基礎 Basics of Photonics

電気工学

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

榎原晃
（えのきはら・あきら）
共著
コロナ 社

川西哲也
（かわにし・てつや）
共著

的な応用技術までを解説する。演習問題も収録。

DL不可

*1032310365*
614

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

平木直哉
（ひらき・なおや）
共著

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

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

*1031840262*
医・生物学系のための電気・電子回路 新版
堀川宗之
（ほりかわ・むねゆき）
著
コロナ 社

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

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

*1031840261*
円偏波アンテナの基礎

電気工学

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

福迫武
（ふくさこ・たけし）
著
コロナ 社

円偏波アンテナの測定方法までを解説する。

DL不可

*1031137165*
基礎からの電気回路論
清水教之
（しみず・のりゆき）
共著
コロナ 社

村本裕二
（むらもと・ゆうじ）
共著

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

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

*1031840255*
光エレクトロニクス入門 新版
（光エレクトロニクス教科書シ
リーズ 1）
（※）
西原 浩
コロナ 社

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

信号・データ処理のための行列とベクトル

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

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

身体運動とロボティクス 〈ロボティクスシリーズ 18〉

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

2013

DL不可

*1031840263*
電気工学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎547.1 件名◎信号処理 タシ
208p
冊子版 978-4-339-01401-3 2019.08
DL不可

*1032433749*
電気工学

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

小澤隆太
（おざわ・りゅうた）
ほか共著

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

DL不可

*1032310366*
615

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

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

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

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

電気工学

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

池田雅夫
（いけだ・まさお）
共著
コロナ 社

藤崎泰正
（ふじさき・やすまさ）
共著

DL不可

*1031840286*
太陽電池のエネルギー変換効率

電気工学

喜多隆
（きた・たかし）
編著
コロナ 社

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

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

*1031840256*
通信ネットワーク技術の基礎と応用

物理ネットワークからアプリケーションまでの ICT の基本を学ぶ

山中直明
（やまなか・なおあき）
共著
コロナ 社

馬場健一
（ばば・けんいち）
共著

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

通信技術者のためのレーダの基礎

Principles of Radar for Communication Engineers

高橋徹
（たかはし・とおる）
著
コロナ 社

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

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

吉川英機
（よしかわ・ひでき）
共著

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

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

*1031274449*
電気工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎547.65 件名◎レーダー タツ
167p
冊子版 978-4-339-00923-1 2019.07

*1032433745*
電気工学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎547 件名◎電気通信 タツ 185p
冊子版 978-4-339-01203-3 2010.12
DL不可

*1031840266*
電気・電子計測工学 新 SI 対応
〈電気・電子系教科書シリーズ 5〉

改訂版

電気工学

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

吉澤昌純
（よしざわ・まさすみ）
編著
コロナ 社

降矢典雄
（ふるや・のりお）
共著

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

616

DL不可

*1032310369*

電気機器工学（電気・電子系教科書シリーズ 19）
（※）

電気工学

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

前田 勉
コロナ 社

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

2001

DL不可

*1031840265*
電気接触現象とその表面・界面 接触機構 デバイスの基礎と応用
玉井輝雄
（たまい・てるたか）
著
コロナ 社

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

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

*1032310363*
入門画像工学

電気工学

大関和夫
（おおぜき・かずお）
著
コロナ 社

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

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

*1031840252*
臨床工学技士のための電気工学
西村生哉
（にしむら・いくや）
著
コロナ 社

三田村好矩
（みたむら・よしのり）
監修

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

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

*1031840310*
論理回路講義ノート

電気工学

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

工藤栄亮
（くどう・えいすけ）
著
コロナ 社

DL不可

*1030990123*
ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の応用

金属工学、鉱山工学

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

的確にドライプロセスが実施できるよう、工夫して解説する。

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

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

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

*1031840296*
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生物化学工学の基礎 Basics of Biochemical Engineering

化学工業

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

松井徹
（まつい・とおる）
編著
コロナ 社

上田誠
（うえだ・まこと）
共著

各章末に演習問題も掲載。

DL不可

*1030990122*
一般計量士・環境計量士国家試験問題解答と解説

法規・管理

平成24年～26年

日本計量振興協会編
コロナ 社

一般計量士・環境計量士の共通科目である「計量関係法規」「計量管理概論」
について、平成24年～26年の全問題、解答と解説を掲載。

産業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
171p
冊子版 978-4-339-03217-8 2015.01

*1031840280*
一般計量士・環境計量士国家試験問題解答と解説

法規・管理

平成27年～29年

産業

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
189p
「一般計量士・環境計量士 国家試験」の共通科目である「計量関係法規」およ 冊子版 978-4-339-03225-3 2017.12
日本計量振興協会編
コロナ 社

び「計量管理概論」について，平成27年～29年の全問題およびそれに対する解答，
ならびに懇切丁寧な解説を掲載。受験者必読の書。

一般計量士国家試験問題解答と解説 一基・計質
平成24年～26年

日本計量振興協会編
コロナ 社

一般計量士の専門科目である「計量に関する基礎知識」「計量器概論及び質量
の計量」の平成24年～26年の全問題、解答と解説を掲載。

*1031840283*
産業
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
162p
冊子版 978-4-339-03215-4 2015.01

*1031840278*
一般計量士国家試験問題解答と解説 一基・計質
平成27年～29年

日本計量振興協会編
コロナ 社

「一般計量士 国家試験」の専門科目である「計量に関する基礎知識」「計量器
概論及び質量の計量」について，平成27年～29年の全問題およびそれに対する
解答，ならびに懇切丁寧な解説を掲載。受験者必読の書。
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産業
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ S609 件名◎一般計量士 ■イ
155p
冊子版 978-4-339-03223-9 2017.12

*1031840281*

サイオ出版
クイックマスター微生物学 新訂版

医学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎491.7 件名◎微生物学 サク
微生物学のあゆみをはじめ、細菌学、真菌学、ウイルス学、免疫学、感染症から、 343p 図版16p
抗菌薬や抗ウイルス薬の作用機序を含む治療、診断、予防までを、理解しやすい 冊子版 978-4-907176-31-0 2015.03

西條政幸
（さいじょう・まさゆき）
著
サイオ出版

文章で解説する。

*1031889379*
クイックマスター病理学 新訂版 第2版
堤寛
（つつみ・ゆたか）
著
サイオ出版

医療に携わるスタッフに必要な病理学の知識を網羅したテキスト。疾患の分類や成
り立ちのメカニズムを、カラー写真とイラストを用いて記す。各論に各臓器の「正
常の構造と機能」を掲載。「消化器疾患の病理」を加えた第2版。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 ツク 455p
冊子版 978-4-907176-67-9 2018.01

*1031657012*
クイックマスター薬理学 新訂版 第3版

医学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 スク
複雑な薬の働きやメカニズムを図表で分かりやすく解説した薬理学のテキスト。注 16,255p
意すべきことや詳しい説明をまとめた「NOTE」のほか、コラムや確認問題を掲載。 冊子版 978-4-907176-85-3 2020.01

鈴木正彦
（すずき・まさひこ）
編著
サイオ出版

「目で見るクスリの仕組み」も収録。

*1031657013*
ステップアップ解剖生理学ノート 第2版
増田敦子
（ますだ・あつこ）
監修
サイオ出版

人体の仕組みや働きを理解するために必要な要点をまとめた簡潔な文章と、穴埋め
記述問題で理解を深めることができる。テキストのエッセンスが整理された自己学
習用ノートとして、予習に、試験前の要点チェックに活用できる・

医学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 ■ス 128p
冊子版 978-4-907176-75-4 2019.08

*1031889380*
ステップアップ基礎看護技術ノート
山口瑞穂子
（やまぐち・みほこ）
編著
サイオ出版

基礎看護技術を効率よく理解するための基礎的な問題集。穴埋め記述問題や二
者択一問題、○×問題とさまざまな角度から自己学習を応援する。書き込み式。

医学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ S492.9079 件名◎看護師 ヤス
127p
冊子版 978-4-907176-65-5 2017.12

*1031629233*
ステップアップ生理学ノート しくみとはたらき総まとめ 第2版
増田敦子
（ますだ・あつこ）
著
サイオ出版

生理学の知識を図表とともに簡潔にまとめてある。赤色のフィルムシートを使って、
生理学の要点を総チェックし、繰り返し使えるように工夫してある。

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◎491.3 件名◎生理学 マス 115p
冊子版 978-4-907176-83-9 2019.12

*1031657014*
ステップアップ微生物学ノート
西條政幸
（さいじょう・まさゆき）
著
サイオ出版

微生物学の「基礎のキソ」を学ぶ初学者のための、わかりやすい問題集。微生
物学の知識から感染症までポイントをまとめた。書き込み式。

医学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎491.7 件名◎微生物学 サス
103p
冊子版 978-4-907176-21-1 2018.04

*1031629234*
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ステップアップ病理学ノート
江口正信
（えぐち・まさのぶ）
編著
サイオ出版

書き込み式。

医学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 エス 119p
冊子版 978-4-907176-15-0 2015.03

*1031629235*
パワーアップ問題演習基礎看護学 新訂版 第2版

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎492.9 件名◎看護学 ヤパ 207p
基礎看護学の穴埋め式問題集。概論から技術までのすべてを網羅。解答のペー 冊子版 978-4-907176-80-8 2019.11

山口瑞穂子
（やまぐち・みほこ）
編著
サイオ出版

川崎久子
（かわさき・ひさこ）
執筆

ジには、解説が加えられているので効率的な自己学習ができる。また、解凍のペー
ジは、切り離すことができるので何かと便利である。

*1031657017*
パワーアップ問題演習微生物学 新訂版
西條政幸
（さいじょう・まさゆき）
著
サイオ出版

書き込み式。

医学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎491.7 件名◎微生物学 サパ
158p
冊子版 978-4-907176-34-1 2015.03

*1032351121*
パワーアップ問題演習病理学 新訂版 第2版
堤寛
（つつみ・ゆたか）
著
サイオ出版

病理学の穴埋め記述式問題集。病気の原因とは何かを、問題形式で確認してい
く構成。別冊解答では詳細な解説があり、効率的な自己学習ができる。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 ツパ 206p
冊子版 978-4-907176-72-3 2019.02

*1031657015*
パワーアップ問題演習薬理学 新訂版 第2版
鈴木正彦
（すずき・まさひこ）
著
サイオ出版

書き込み式。

医学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 スパ 147p
冊子版 978-4-907176-66-2 2017.11

*1031657016*
解剖学 人体の構造と機能 新訂版 〈図解ワンポイント〉
渡辺皓
（わたなべ・ひろし）
編著
サイオ出版

イラストとワンポイントの解説で解剖学の基本が身につくテキスト。解剖学の重要
項目を見開き2ページで図を交えて解説。人体の構造と看護の関連性をフォローする。
「Nursing Eye」を大幅に改訂するなどした新訂版。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 ワカ 231p
冊子版 978-4-907176-46-4 2016.02

*1032290719*
解剖生理 人体のしくみとはたらき 新訂版 〈ニューワークブック〉
芹澤雅夫
（せりざわ・まさお）
著
サイオ出版

准看護学校のサブテキスト。各章とも練習問題があり、授業の予習や復習に、知
識の再確認に使える。理解を深めるために、新たにイラストを付け加えた。

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◎491.1 件名◎解剖学 セカ 158p
冊子版 978-4-907176-62-4 2017.11

*1031889381*
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基礎看護 看護概論 / 基礎看護技術 / 臨床看護概論 新訂版

〈ニューワークブック〉

牧野由加里
（まきの・ゆかり）
著
サイオ出版

永岡由紀子
（ながおか・ゆきこ）
著

准看護学生用の基礎看護の参考書。重要ポイントを絞り込んだ解説と練習問題が、
授業の予習や復習、弱点克服、資格試験対策などに使える。

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◎492.9 件名◎看護学 マキ 164p
冊子版 978-4-907176-74-7 2019.07

*1031889382*
生理学 図解ワンポイント 新訂版
片野由美
（かたの・ゆみ）
著
サイオ出版

内田勝雄
（うちだ・かつお）
著

看護系の学生を対象に、難解と敬遠されがちな生理学の基礎を図表を多用しなが
らわかりやすく記述。全体像をつかむためのサマリー、臨床現場で役立つ情報、
関連する看護師国家試験の過去問題も掲載。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎491.3 件名◎生理学 カセ 327p
冊子版 978-4-907176-36-5 2015.06

*1032290720*
病理学 疾病の成り立ちと回復の促進 新訂版 〈図解ワンポイント〉
岡田英吉
（おかだ・えいきち）
著
サイオ出版

直感的に理解できるよう豊富なイラストを使って、難解と思われがちな病理学をわか
りやすく解説。炎症、腫瘍、循環障害といった病気の基本概念を学ぶ総論と、循
環器疾患、呼吸器疾患などの各論を収録。

医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎491.6 件名◎病理学 オビ 271p
冊子版 978-4-907176-47-1 2015.12

*1032290721*
薬理 ―薬物と看護―新訂版
鈴木 正彦
サイオ出版

たくさんある薬の俊樹をわかりやすくコンパクトにまとめて解説。薬理が苦手な多くの
学生から、長年にわたり支持されてきた薬理の参考書のベストセラー。

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-907176-12-9
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*1031537733*
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