彩流社
読書大戦争 ―日本語の楽しい遊びと現代の読み方―
鈴木 , 邦男
彩流社

「若者たちの神々」にあげられた行動派の論客が、月30冊の読書ノルマを決め、
読み通して15年……その乱読の遍歴を通して熱っぽく語り掛ける＜日本語＞につい
ての楽しい知識、＜現代＞を読み解くカギ、そして＜読書と人生＞。

図書館、図書館学
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-096-7

1986

*1030945540*
ドゥルーズを
「活用」する! 〈自分で考える道具としての哲学〉

西洋哲学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎135.5 件名◎ドゥルーズ ,ジル サド
難解と言われる哲学者ジル・ドゥルーズの著作群と、彼がフェリックス・ガタリとユニッ ド 222p
トを組んで書いた著作群の両方から幾つかの概念を取り上げ、具体例を挙げつつ、 冊子版 978-4-7791-1056-6 2009.09
澤野雅樹
（さわの・まさき）
著
彩流社

その概念を自らの糧にする方法を提示する。

*1031210649*
やってみよう。水晶透視 スクライング・リーディング力が身につく

心理学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎147.4 件名◎透視 ヒヤ 237p
水晶透視の基本からトレーニング方法、スクライング・リーディング力の高め方まで、 冊子版 978-4-7791-2659-8 2020.04

ひあり奈央
（ひあり なお）
著
彩流社

水晶リーディングのコツとスキルアップのポイントをわかりやすく解説。練習を始め
てから映像が見えた瞬間までの体験談も綴る。

*1031980199*
やってみよう。水晶透視 スクライング・リーディング力が身につく

心理学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎147.4 件名◎透視 ヒヤ 237p
水晶透視の基本からトレーニング方法、スクライング・リーディング力の高め方まで、 冊子版 978-4-7791-2659-8 2020.04

ひあり奈央
（ひあり なお）
著
彩流社

水晶リーディングのコツとスキルアップのポイントをわかりやすく解説。練習を始め
てから映像が見えた瞬間までの体験談も綴る。

DL不可 EPUB

*1031980208*
死別の悲しみを乗り越えるために 体験から学びとること
長田光展
（おさだ・みつのぶ）
著
彩流社

自身も妻を亡くし、
「日本グリーフ・ケア・センター」代表となって、喪失に悩む人達を「支
える会」を運営してきた著者が、グリーフケア活動の実践と自らの実感のなかから、
悲嘆からの立ち直りと死別体験の意味について綴る。

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◎ 件名◎グリーフケア オシ 215p
冊子版 978-4-7791-2686-4 2020.06
DL不可 EPUB

*1032019551*
ギリシア神話の森 古代美術が彩る世界

宗教

同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,110円 + 税
分類◎164.31 件名◎神話－ギリシア・
ギリシア神話の生成、世界の創造と神々の誕生。その愛の物語、英雄たちの冒険、 ローマ ニギ 239p
トロイア戦争、オデュッセウスの漂泊…。ギリシア神話の世界を多数の図版を使っ 冊子版 978-4-7791-2231-6 2016.04
丹羽隆子
（にわ・たかこ）
著
彩流社

てわかりやすく読み解く。

*1031579541*
薬師如来謎の古代史 ―仏の素顔とインドの魔族―

仏教

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
隠された鬼神信仰。ヤクシブツとその眷属の原態をもとめて。ビシャモン、カンノン、 冊子版 978-4-88202-438-5
清川 理一郎
彩流社

大日、不動、阿弥陀……等、仏の素顔とインドの魔族。御柱祭・ミサクチ神の祭
りが語っているものは何か。文化の波状理論とＫＪ法を駆使して描く神々の素顔。わ
が国の古い神社の祭神や祭には謎とされているものが多い。世界的視野から迫る
日本古代史の原像。
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*1031980126*

1997

十八世紀イギリス出版文化史 ―作家・パトロン・書籍商・
読者―
A・S・コリンズ
彩流社

ジョンソン、スウィフト、ポープらが文壇で活躍した18世紀は、出版の歴史において
も大きな転換期となった。パトロン制が衰退し、近代的な出版者、読者層、版権
意識が誕生する過程を豊富な第1次資料を駆使して詳細に描く古典的名著。

歴史のなかの人びと 出会い・喚起・共感

図書、書誌学
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-319-7

1994

*1030945531*
歴史

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎209.6 件名◎世界史ー19世紀 ■
歴史の記録に残されていない人びと、未解決事件…。歴史研究者たちが「人」 レ 196,30p
に立ち返り、史料から多様な人びとの営みを掘り起こし、その日常を紡ぐ。「歴史を 冊子版 978-4-7791-2666-6 2020.04
樋口映美
（ひぐち・はゆみ）
編
彩流社

知る・学ぶ・考える」ことの面白さを呼び起こす一冊。

DL不可 EPUB

*1031980128*
隠された古代 ―アラハバキ神の謎―

日本史

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
文化人類学のＫＪ法を使い、武蔵国に集中するアラハバキ神の変容とそのルーツ 冊子版 978-4-88202-064-6
近江 , 雅和
彩流社

を解明し、古代産鉄民の姿と荒吐族による津軽の “ 独立王国 ”など抹殺された敗者
の側から、“ 鉄 ”をめぐって展開された血ぬられた古代史を描く。写真100枚収録。

1985

*1030945516*
沖縄戦米兵は何を見たか ―50年後の証言―
吉田 , 健正
彩流社

ペリー以来のアメリカの沖縄観、それに基づく兵士への教育、心理作戦、戦争広
報、避難民救助など陰の主役の実態と、情報将校ドナルド・キーンはじめ、戦闘
要員だけでなく衛生兵、工兵、楽隊員、従軍看護婦などの証言で見た沖縄戦。

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-407-1

1996

*1030945509*
鎌倉史の謎 ―隠蔽された開幕前史―
相原 , 精次
彩流社

解明されていない幕府成立以前の鎌倉史。「鎌倉」の地名の起源にこめられた意
味とは何か。幕府成立以前は「一寒村にすぎなかった」
という常識は、頼朝がなぜ「鎌
倉」を選んだかを説明できない。奈良と鎌倉をつなぐ重要人物「良弁」と父親「染
屋時忠」の実像、相模国の古代史像の発掘をとおして描く「奈良時代の鎌倉」
の実態。

記紀解体 ―アラハバキ神と古代史の原像―

日本史
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-553-5

1998

*1032019525*
日本史

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
『古事記』『日本書紀』の編纂操作目的は何か？ 『記・紀』の矛盾と古代伝承を 冊子版 978-4-88202-248-0
近江 , 雅和
彩流社

読み解き、ホアカリとその一族の素性を解明し、今に遺るアラハバキ信仰の源流
を辿ることによって、日本古代史を人類発生から世界史の流れの中に位置付け直す。

1993

*1030945518*
逆説としての『記・紀』神話 ―日本古代史への視座―
近江 , 雅和
彩流社

戦後、大野晋氏がインドのタミール語と日本語の親近性を述べた。この対応語の
古語の語源を西アジアまで拡大し、『廣韻』を使った『書紀』の徹底分析と検証
によって、神話の「からくり」と大和朝廷成立以前の先住部族の姿を浮き彫りにし、
重層的な部族の渡来とそのルート、さまざまな信仰と文化の痕跡を読み取り、新た
な知見をもとに組み立てた。

日本史
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-554-2

1998

*1032019526*
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図説縄文人の知られざる数学 一万年続いた縄文文明の正体

日本史

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 13,750円 + 税
分類◎210.25 件名◎縄文式文化 オズ
縄文文明は、双曲図形と楕円図形の曲線図形が基本だった－。森羅万象を生み 371p
出すこの “ 異形同質を結ぶ方法 ”こそ、縄文人が自然界から学んだ幾何学だったこ 冊子版 978-4-7791-2333-7 2017.07
大谷幸市
（おおたに・こういち）
著
彩流社

とを検証する。

*1030945571*
天皇とは ―神器と王権の形成・衰退―
渡辺 , 光敏
彩流社

「三種の神器」とは何か！ “ 渡邊史学 ”ともいうべき民族言語学的方法による古代
渡来王朝の秘密を解き、その形成と衰退を描くとともに、明治維新での権力の復活、
そして大日本帝国の崩壊による権力の喪失過程を通して天皇の歴史と本質に迫る。

日本史
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 15,620円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-762-1

2002

*1030945574*
日本古代史の「病理」 戦争体験を風化させる学界の風潮
相原精次
（あいはら・せいじ）
著
彩流社

戦後、皇国史観を脱却した新史観によって見直された古代史が、いつの間にか “ 大
和史観 ” の見えない幕で覆われた。疑問に向き合わない学界の実態を鋭く衝き、古
代史の真相を直視しない現状に警鐘を鳴らす。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
アニ 297p
冊子版 978-4-7791-2618-5 2020.02

*1031980187*
八幡大神の神託 ―隼人征伐から源平争乱までの事件史―
清輔 , 道生
彩流社

日本古代史は八幡大神なくしては語れない。宇佐仏教成立前史から神仏習合発祥
秘史、八幡神教と良弁、道鏡事件の真相、宇佐八幡宮と清和源氏、安徳天皇
の秘密の生涯、宇佐八幡宮炎上事件などを通してその本質を解明する労作。

日本史
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-366-1

1995

*1030945553*
閉ざされた神々 ―黄泉の国の倭人伝―
沢 , 史生
彩流社

“ロクでなし”とさげすまれる妖怪（天狗や河童、鬼）とは何か？ 日本民族の源流
に産鉄民の姿を求めて全国を踏査した著者が、産鉄民俗学によって伝説や伝承に
秘められた“ 物言えぬ人びと” の声を聞き、蘇えらせたもう一つの日本史。

日本史
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-050-9

1984

*1030945539*
倭国の真相（古代神都東三河 2）
前田 豊
彩流社

神武天皇と欠史八代天皇が古代三河にいたことの傍証資料を示し、記紀神話の
信憑性を探り、前著で述べた邪馬台国東三河説を補強。列島に二つの大和が並
立していたことと、神都隠匿に天皇家、特に上宮聖徳太子と天武天皇の可能性を
探る。

インティファーダの女たち ―パレスチナ 被占領地を行く―
増補版
古居 , みずえ
彩流社

イスラエルの不法占領に抗して民衆蜂起（インティファーダ）を続けるヨルダン川
西岸とガザ 地区に住むパレスチナ人と生活を共にしたカメラマンが、イスラム社
会の因習から自立していく女性たちを中心に活写。和平をめぐるその後を増補。
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日本史
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-434-7

1997

*1031980125*
アジア史、東洋史
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-408-8

*1030945507*

1996

ビルマ独立への道 バモオ博士とアウンサン将軍

〈15歳からの「伝記で知るアジアの近現代史」
シリーズ 2〉

アジア史、東洋史

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
根本敬
（ねもと・けい）
著
分類◎223.806 件名◎ミャンマー－歴史
彩流社
ネビ 209p
ビルマ独立闘争を担ったバモオ博士とアウンサン将軍の人生を詳述。独立後の 冊子版 978-4-7791-1731-2 2012.04

ビルマの歴史に隠された日本との深い関係をたどる。巻末に関連年表も掲載。

*1031301250*
済州島、豊栄丸遭難事件
山辺 慎吾
彩流社

沖縄の次の日米決戦場は済州島。昭和二十年七月三日深夜、済州島から朝鮮本
土へ向かった第一回疎開軍用船「豊栄丸」は木浦沖で触雷沈没。約五百名は
行方不明。この遭難によりその後の疎開は中止となったが、不思議なことにこの事
件が済州島史から消えている。済州島が日米決戦場と目されていた事実や遭難事
件の謎に迫り、知られざる戦争の犠牲者に光を当てる。

福沢諭吉と朝鮮 ―時事新報社説を中心に―
杵淵 , 信雄
彩流社

福沢諭吉は朝鮮問題を論じることで、日本政府に具体的な提案を行い、明治期の
日本の針路に大きな影響を及ぼした。本書は彼の朝鮮論を忠実に辿り、旧来、否
定的にしか読まれなかった『脱亜論』を当時の文明主義導入の立場から再検討す
る。福沢が得意とした激語や片言に惑わされることなく、彼が情熱を吐露した源泉
に読者が触れることを切に願う。

IRA( アイルランド共和国軍 ) ―アイルランドのナショナリズ
ム―第4版増補
鈴木 , 良平
彩流社

ケルト民族の国でありながら、分断国家にして複合社会のアイルランド。「一つの
アイルランド」を目指す民族主義運動の担い手として非妥協的な反英・反権力闘
争を展開したＩＲＡの創設から'98年の “ 和平合意 ”までの活動を詳述。

イスラム・スペインとモサラベ

アジア史、東洋史
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-477-4

1999

*1031980144*
アジア史、東洋史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-560-3

1997

*1032019528*
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◎
冊子版 978-4-88202-461-3

1999

*1030945500*
ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 13,530円 + 税
分類◎
イスラム支配下のスペイン＝アンダルス、イスラム支配下のキリスト教徒＝モサラ 冊子版 978-4-88202-449-1
安達 , かおり
彩流社

ベ……。多宗教、多民族からなる異文化の共存が実現されていた “アンダルス”
社会の成り立ちを解明。受容と軋轢の中から生まれる新しい文化創造の姿と可能性。

1997

*1030945505*
スペインレコンキスタ時代の王たち 中世800年の国盗り物語

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎236.04 件名◎スペイン－歴史 ニ
711年のイスラムの侵入から1492年のグラナダ開城までのレコンキスタ（国土回 ス 244p
復運動）の内実を、複雑に入り組んだ王家の争いと“ 国盗り合戦 ” の果ての成果と 冊子版 978-4-7791-2280-4 2016.12
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

して描く。折り込みの「800年にわたる王家の系図」付き。

DL不可 EPUB

*1031460178*
バスクもう一つのスペイン ―現在・過去・未来―改訂増補版
渡部 , 哲郎
彩流社

特異な民俗・言語で知られるバスク地方は、スペインにおける工業地帯でもあり、
過激な分離運動でも注目を集めている。本書は、バスク史の検証を通じて、スペイ
ンの中のバスクとは何かとバスク社会の諸問題を解明する我国唯一の書。

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-103-2

1987

*1030945543*
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ハンガリーの市場町 ―羊を通して眺めた近世の社会と文化―
戸谷 , 浩
彩流社

ハンガリー社会と西欧社会を結ぶ「肉牛」に対し、羊はオスマン社会との結びつ
きを表す。大平原の町ケチケメートにおける羊の数、羊飼い、毛皮加工師の同職
組合、羊肉の行方など第一次史料を読み解いた近世史。本論では、こうした本来
価値中立的な事物であるべき羊に視点を定め、その地点から見渡すことのできる羊
に纏わる風景をできうる限り多面的に描く。

ヒトラーはなぜ ユダヤ人を憎悪したか

『わが闘争』
と
『アンネの日記』

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-565-8

1998

*1032019529*
ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
林順治
（はやし・じゅんじ）
著
分類◎234.074 件名◎ホロコースト
彩流社
（1939～1945）ハヒ 244p
「わが闘争」にフロイトが突きとめた神経症の病理を見、「マルキシズム打倒のた 冊子版 978-4-7791-2060-2 2014.11

めにユダヤ人絶滅を」という強迫観念に襲われたヒトラーの深層心理とナチの歩
みを追いながら、ホロコーストに至る道を辿る。

ロシア革命と東欧（叢書東欧）
羽場 久浘子
彩流社

西欧とソ連のはざまに生きる東欧への新しい視座を求めてロシア革命期まで遡り、
民族の独立と国家再編の転換期に生きた具体的な人物像を通して多様な可能性と
革命の衝撃を捉える。Ｚ・トボルカ/Ｒ・ドモスフキ/ヤーシ/Ｓ・ラデッィチ他。

*1031980182*
ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 8,009円 + 税
同時アクセス3 12,014円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-179-7

1990

*1031980168*
映画『アンダーグラウンド』
を観ましたか ? ―ユーゴスラヴィ
アの崩壊を考える―
越村 , 勲
彩流社

1995年のカンヌ映画祭でグランプリをとったエミール・クストゥリツァ監督『アンダー
グラウンド』の世界を読み解きながら、1990年最初の社会主義崩壊、91年の各
共和国の独立宣言、92年以降の「内戦」や NATOによる「空爆」といった“ 歴
史的体験 ”をした旧ユーゴスラヴィアの歩みを考える。

現代スペインの歴史 ―激動の世紀から飛躍の世紀へ―
碇 順治
彩流社

内戦とフランコの独裁政治を脱して30年。社労党政権の樹立を経て、EU 加盟、
揺ぎない民主国家、世界第8位の経済大国にまで成長した“スペインの様変り” の
プロセスとその核心。

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 4,070円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-929-8

2004

*1030945508*
ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-995-3

2005

*1031460164*
スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン戦争
マッキンリーと帝国への道

北アメリカ史

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎253.065 件名◎米西戦争
（1898）ハス 295,58p
1898年4月に始まったアメリカ・スペイン戦争は、スペインに対する独立運動が展 冊子版 978-4-7791-2663-5 2020.03
林義勝
（はやし・よしかつ）
著
彩流社

開されていたキューバ、フィリピンを舞台に戦われた。帝国主義戦争と民族解放戦
争の歴史的交錯を描き、アメリカの海外膨張政策を考察する。

夢大陸アメリカ? ―近代生成の社会史―

*1031889408*
北アメリカ史

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎
現代アメリカ社会の抱える諸現象は「近代」の矛盾の現出である。独自の視点で 冊子版 978-4-88202-106-3
小野路 , 功
彩流社

アメリカ建国の諸相を解明することによって、常識としてのアメリカ史に一石を投じ、
“ 進歩と発展 ” の裏にひそむ解体の力学を探る“ 作品 ”としての社会史。

*1030945556*
626

1988

『天の夕顔』のかげで ―不二樹浩三郎愛の一生―
中井 , 三好
彩流社

戦中・戦後のベストセラー『天の夕顔』のモデル、不二樹浩三郎と作者、中河
与一の確執…。資産家の子として何不自由ない生活に入り込んだ愛と葛藤の世界
とは。自らの半生を語って戦地に赴いた不二樹の心情と足跡を辿る異色の評伝。

伝記
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-362-3

1995

*1030945537*
アメリカの奴隷制を生きる フレデリック・ダグラス自伝

伝記

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎289.3 件名◎ダグラス,フレデリク
19世紀前半のアメリカに、奴隷として生まれたフレデリック・ダグラスの自伝。生ま ダアダ 185,23p
れた時期から、奴隷制に抗って生き、ついに20歳で逃亡に成功するまでの苦難の 冊子版 978-4-7791-2194-4 2016.01

フレデリック・ダグラス著
彩流社

樋口映美
（ひぐち・はゆみ）
監修

道のりを記す。奴隷制の本質を描き出した、貴重な記録。

DL不可 EPUB

*1031579544*
スペイン中世烈女物語 歴史を動かす“ 華麗 ”な結婚模様

伝記

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎283.6 件名◎伝記－スペイン ニス
時代に翻弄され、それぞれの紆余曲折を生き抜いた烈女たち。レコンキスタ時代と 265p
も重なる、スペイン中世を生きた女性たちを描き出す。詳細な系図と、時代背景を 冊子版 978-4-7791-2551-5 2019.01
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

解説した中世コラム付き。

DL不可 EPUB

*1031889410*
ホハレ峠 ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡
大西暢夫
（おおにし・のぶお）
写真・文
彩流社

映画『水になった村』監督が描く、ダムに沈んだ岐阜県徳山村100年の軌跡。最
後の一人であった女性（ババ）の語りをまとめ、血をつなぐための彼らの驚くべき道
のりをたどる。

伝記
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎289.1 件名◎廣瀬ゆきえ オホヒ
269p
冊子版 978-4-7791-2643-7 2020.04

*1031980205*
ホハレ峠 ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡
大西暢夫
（おおにし・のぶお）
写真・文
彩流社

映画『水になった村』監督が描く、ダムに沈んだ岐阜県徳山村100年の軌跡。最
後の一人であった女性（ババ）の語りをまとめ、血をつなぐための彼らの驚くべき道
のりをたどる。

伝記
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎289.1 件名◎廣瀬ゆきえ オホヒ
269p
冊子版 978-4-7791-2643-7 2020.04
DL不可 EPUB

*1031980214*
メアリー・シーコール自伝 もう一人のナイチンゲールの闘い

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◎シーコール,メアリー J.
ジャマイカ出身の黒人医師兼看護師、
メアリー・シーコール。19世紀人種差別の時代、 シメシ 260p
ナイチンゲールにも劣らない偉業を達成した稀有なる女性の自伝を全訳して収録する。 冊子版 978-4-7791-2329-0 2017.06
メアリー・シーコール 著
彩流社

飯田武郎
（いいだ・たけお）
訳

*1031460173*
安達憲忠関係史料集 ―自由民権運動から初期社会福祉
事業―
内藤 , 二郎
彩流社

青年期を岡山の自由民権運動に捧げ、その挫折後、東京市養育院幹事として近
代日本の初期社会福祉事業の中核を担った安達憲忠の足跡を明らかにすると同時
にその周辺資料を収めた。自由民権、社会福祉事業研究者必備の史料集。

伝記
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 40,700円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-011-0

1981

*1030945502*
627

銀のしずく
「思いのまま」―知里幸恵の遺稿より―改訂版

伝記

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎
アイヌ民族の言葉を書き残すこと。それは「アイヌ民族は滅びず」との宣言であっ 冊子版 978-4-88202-774-4
富樫 , 利一
彩流社

た！自分の死を悟っていたかのように詳細な日記を書くとともに、一冊のノートを残した。
その全文とそこに込められた19歳の少女の想いを読む。

2002

*1030945520*
私生きてます ―死刑判決と脳腫瘍を抱えて―
永田 , 洋子
彩流社

東京拘置所で服役中の著者が、自らの脳外科の手術・入院、闘病のなかでの裁
判、瀬戸内寂聴氏らとの交流……、鉄格子をはさんで繰り広げられる極限の世界
を自筆画30点を交えて描く迫真のドキュメント。

伝記
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-085-1

1986

*1030945563*
実像クレーヴの奥方 ―「ヴァロワ宮廷の華」アンヌ・デスト
の生涯―
ヴァランティーヌ・ポワザ
彩流社

近代心理小説の最初の傑作とされるラ・ファイエット夫人作「クレーヴの奥方」の
モデルを史実の中に探り、宗教戦争と権力闘争に明け暮れる16世紀中葉の宮廷
社会に生きる一人の女性の姿を甦らせた、フランス古典文学研究の先駆的研究。

社会福祉の先駆者安達憲忠
内藤 , 二郎
彩流社

慈善事業と救民事業を合体させた東京市養育院の幹事として社会福祉の黎明期
を支えた安達憲忠の足跡。岡山県の自由民権運動の挫折から社会福祉の道に進
んだ憲忠に大きな影響を与えた渋沢栄一をはじめとする多彩な人物交流の全貌。

伝記
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 978-4-88202-358-6

1995

*1030945530*
伝記
同時アクセス1 4,730円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-243-5

1993

*1030945503*
十六の墓標 下 ―炎と死の青春―【スマホ・読上】
（※）
永田 , 洋子
彩流社

連合赤軍事件はなぜ起こったのか？ 女性リーダーが、自らの生いたち、学生運動
から革命運動への道、共産主義化と同志殺害、逮捕後の苛酷な取り調べ、長期
間にわたる裁判、闘病生活等を、獄中から描く手記。

伝記
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-037-0

1983

DL不可 EPUB

*1030945590*
十六の墓標 上 ―炎と死の青春―【スマホ・読上】
（※）
永田 , 洋子
彩流社

連合赤軍事件はなぜ起こったのか？ 女性リーダーが、自らの生いたち、学生運動
から革命運動への道、共産主義化と同志殺害、逮捕後の苛酷な取り調べ、長期
間にわたる裁判、闘病生活等を、獄中から描く手記。

伝記
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-034-9

1982

DL不可 EPUB

*1030945589*
十六の墓標 続 ―連合赤軍敗北から十七年―

伝記

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
逮捕後の女性リーダーが苦闘しながらも生きることへの意味を見出してゆく軌跡をた 冊子版 978-4-88202-167-4
永田 , 洋子
彩流社

どる
！ 自筆画多数収録。収録内容 1 控訴審判決 2 人生の学校の始まり 3
同志たちとの再会 4 「共産主義化」と総括論争 5 ハイジャックと党派からの離
脱 6 同志殺害を巡って 7 その後の連合赤軍

628

*1030945568*

1990

新十和田湖物語 ―神秘の湖に憑かれた人びと―

伝記

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
本書は、風光明媚な神秘の湖に魅かれた大町桂月、大塚甲山をはじめ高村光太郎、 冊子版 978-4-88202-041-7
鳥谷部 , 陽之助
彩流社

石川啄木にいたるまで十余人の文人・墨客の湖とのかかわりを中心に、十和田湖
がどのように愛され、世に紹介されたかを中心に人物評伝としてまとめた好著。

1983

*1030945529*
知里幸恵 ―十九歳の遺言―
中井 , 三好
彩流社

アイヌの魂が詠み込まれた叙事詩 ユーカラの筆録を『アイヌ神謡集』に結実させ
た幸恵。偏見の中で女学校入学を拒否され、金田一京助との出会いによって不滅
の遺産と引き換えに夭折した、知里真志保の姉の生涯を自筆の日記と手紙で再現。

伝記
同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-196-4

1991

*1030945534*
智の涙 獄窓から生まれた思想

伝記

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎289.1 件名◎矢島一夫
（1941～）
極貧家庭、少年院、殺人加害者…人生の大半を刑務所で過ごした著者は、獄中 ヤチヤ 278p
で出会った人びとの影響を受けながら、独学で読み書きを獲得した。壮絶な半生を 冊子版 978-4-7791-2635-2 2020.01
矢島一夫
（やじま・かずお）
著
彩流社

振り返りながら、獄中で生まれた思想を綴る。

*1031480109*
智の涙 獄窓から生まれた思想

伝記

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎289.1 件名◎矢島一夫
（1941～）
極貧家庭、少年院、殺人加害者…人生の大半を刑務所で過ごした著者は、獄中 ヤチヤ 278p
で出会った人びとの影響を受けながら、独学で読み書きを獲得した。壮絶な半生を 冊子版 978-4-7791-2635-2 2020.01
矢島一夫
（やじま・かずお）
著
彩流社

振り返りながら、獄中で生まれた思想を綴る。

DL不可 EPUB

*1031480110*
優しさをください 新装版 ―連合赤軍女性兵士の日記―
大槻 , 節子
彩流社

連合赤軍事件で悲劇的な死をとげた女子学生の68年～71年にかけて遺した日記。
ここに表わされたものは、60年代後半から70年代初頭の激動の時代の重圧にあえ
ぎながらも、人間らしい生き方を追求した真摯な魂の記録である。

伝記
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-472-9

1998

*1030945552*
ウズベキスタン・ガイド シルクロードの青いきらめき

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎292.964 件名◎ウズベキスタン－
ウズベキスタンの魅力をあますところなく伝えるガイド。古都 サマルカンド、タシケ 紀行・案内記 ハウ 143p
ントなどウズベキスタン全土を網羅的に紹介し、モスクや廟、人びとの暮らし、歴 冊子版 978-4-7791-2222-4 2016.05
萩野矢慶記
（はぎのや・けいき）
写真・文
彩流社

史等も解説。データ：2016年3月現在。

*1031980191*
サハラ横断砂の巡礼 ―ラクダと歩いた四八七日―
前島 , 幹雄
彩流社

大西洋岸モーリタニアから内戦のチャドを経て、聖地メッカまでの8000キロを、想
像を絶する灼熱世界の渇きと孤独、強盗など様々な困難に耐え、ラクダと共にひと
りで歩き通した世界初の壮大な旅の記録。写真多数。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-142-1

1989

*1030945525*
629

さらにひたすら歩いた沖縄みちばた紀行

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎291.99 件名◎沖縄県－紀行・案
幻のディープすぎるマーケット・白川、トンチンカンな再開発で変わってゆく街並み、 内記 カサ 246p
奇妙な流行にゆれるスポット、生活臭ただよう人情の街…。沖縄の日常風景と、も 冊子版 978-4-7791-1862-3 2013.02

カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

の言わぬ沖縄の人々のことばをつづる。

*1031480107*
サンティアゴ巡礼へ行こう! 歩いて楽しむスペイン 増補改訂版

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,350円 + 税
分類◎293.6 件名◎スペイン－紀行・案
聖地まで750キロ、歩いて食べて、歩いて飲んで、スペインをとことん楽しもう! 65 内記 ナサ 293,15,6p
歳の母と歩いたサンティアゴ巡礼記をはじめ、世界遺産などの巡礼名所や宿情報、 冊子版 978-4-7791-1679-7 2012.06
中谷光月子
（なかや・みつこ）
著
彩流社

スペインの歴史・美術・料理を紹介する。

*1031460160*
チュニジア旅の記憶
高田 , 京子
彩流社

北アフリカのサハラ（砂漠）の国チュニジア。地中海沿いの町は青と白のメルヘ
ンの世界のイメージ。カルタゴと古代ローマ遺跡が歴史の世界へ人々を誘う。デュー
ダしたＯＬがカメラを片手に優しいアラブ世界を一人旅した記録。写真多数。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-218-3

1992

*1030945533*
ニッポンのムカつく旅
カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

バーでポケモンを探す男、北の空港のボンクラおまわり、エセ沖縄知識を披露す
る料理教室の先生…。旅は楽しいことばかりじゃないのだ ! 紀行ルポライターが、
旅先で遭遇したムカつきエピソードを紹介する。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎291.09 件名◎日本－紀行・案内
記 カニ 177p
冊子版 978-4-7791-2636-9 2019.12

*1031480108*
バスク物語 ―地図にない国の人びと―

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
スペインとフランスの影に隠された“ 国 ” バスク。ゲルニカの木に象徴される自由と 冊子版 978-4-88202-229-9
狩野 , 美智子
彩流社

民族の独自性を守るバスク人。内戦の傷跡。捕鯨とマゼラン船団のエルカノ船
長を生んだ“ バスク”。そしてザビエル神父……バスクとの触れ合い紀行。

1992

*1030945544*
ブラジル 夢紀行
桑野 , 淳一
彩流社

「日本人はブラジルを誤解しているよ…」 あてもなくブラジルの国土をさまよい歩い
たひとりの旅人…。その広大な大地の裂け目からは赤い土が顔を出していた。地球
の裏側にある多くの日系人の住む国ブラジル。サッカー王国の顔を持つ国。しかし、
この魅力的な国はもっと奥が深く、さまざまな人間が住む人種のるつぼであった。

遠い記憶遠い国 ある旅の記録
金成陽一
（かなり・よういち）
著
彩流社

メルヘン街道、イギリスの片田舎、白夜のオタワ、列車で行くオーストラリア、幻
想の都イラン…。「グリム童話」研究者がこれまで訪れた外国での人びととの出会
い、様々な「出来事」をまとめた紀行文。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-640-2

*1030945546*
地理、地誌、紀行
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◎旅行案内
（外国）カト 254p
冊子版 978-4-7791-2690-1 2020.06

*1032019536*
630

2000

沖縄戦546日を歩く 増補新版
カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

サイパン陥落の1944年7月7日から村上大尉投降の1946年1月3日までの546日間、
沖縄戦のおもな出来事の順に沖縄を歩いた記録。沖縄戦関連年表も掲載。記録
に残らない小さな島々の、もうひとつの沖縄戦を増補。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎291.99 件名◎沖縄県－紀行・案
内記 カオ 233p
冊子版 978-4-7791-2483-9 2018.05
DL不可 EPUB

*1031579542*
東京ワンデイスキマ旅

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎291.3 件名◎関東地方－紀行・案
昔は色街だった鳩の街通り商店街、山に登らない奥多摩…。東京近辺の、王道 内記 カト 222p
ではない「スキマ」の街や名所への日帰り旅を紹介する。
『読売新聞』WEB 版『ヨ 冊子版 978-4-7791-1955-2 2013.11

カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

ミウリ・オンライン』連載を加筆修正して書籍化。

*1031480105*
呑川のすべて 東京の忘れられた二級河川の物語
近藤祐
（こんどう・ゆう）
著
彩流社

世田谷区、目黒区、大田区を流れ、東京湾へといたる二級河川・呑川。その来
歴と現在を、書誌や古地図、独自の探索を手がかりにつむぎだす。人が「風景」
に抱く悔恨と希求、そして忘却と再生をめぐる異貌の東京論。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,110円 + 税
分類◎291.361 件名◎呑川 コノ 184p
冊子版 978-4-7791-2608-6 2019.08

*1031272492*
あさま山荘1972 下

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
戦後史で衝撃的な事件として記憶に新しいあさま山荘銃撃戦の当事者が、沈黙を 冊子版 978-4-88202-253-4
坂口 , 弘
彩流社

破って20年ぶりに筆をとり、内側から当時の状況を克明に描く。著者は連合赤軍事
件全体に係わっており、その詳細な証言は貴重な歴史的遺産となった。

1993

*1031272494*
あさま山荘1972 上

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
戦後史で衝撃的な事件として記憶に新しいあさま山荘銃撃戦の当事者が、沈黙を 冊子版 978-4-88202-252-7
坂口 , 弘
彩流社

破って20年ぶりに筆をとり、内側から当時の状況を克明に描く。著者は連合赤軍事
件全体に係わっており、その詳細な証言は貴重な歴史的遺産となった。

1993

*1031272493*
あさま山荘1972 続

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
戦後史で衝撃的な事件として記憶に新しいあさま山荘銃撃戦の当事者が、沈黙を 冊子版 978-4-88202-338-8
坂口 , 弘
彩流社

破って20年ぶりに筆をとり、内側から当時の状況を克明に描く。著者は連合赤軍事
件全体に係わっており、その詳細な証言は貴重な歴史的遺産となった。

1995

*1031301249*
エコノミストの眼 開発の世界に埋もれて

社会科学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ イエ 167p
プラント輸出マン、援助機関スタッフ、開発経済学者として各国で活動した著者の、 冊子版 978-4-7791-2687-1 2020.05
今井正幸
（いまい・まさゆき）
著
彩流社

ヨーロッパで発表した論文集の要約、専門誌や学会誌に投稿した時事評論、自伝
と旅のエッセーなどを集めて収録する。

*1032019539*
631

カナダ・ライフ ―単身赴任レポート―

社会科学

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
メガロポリス・トロント、大雪のモントリオール、陽春のバンクーバー、ナイアガラ、 冊子版 978-4-88202-242-8
池内 , 光久
彩流社

赤毛のアン……。ケベック問題で注目を浴びる多民族・多文化主義カナダの素顔を、
企業最前線に立つ著者が4年間の赴任生活を通して綴る異色のガイド。

1993

*1030945517*
テロ ―東アジア反日武装戦線と赤報隊―新装版
鈴木 , 邦男
彩流社

三菱重工ビル爆破事件など企業を標的にした爆弾闘争を展開した〈狼〉の行動
の深層に追った鈴木邦男衝撃のデビュー作（『腹腹時計と狼』の増補改訂版）。
収録内容 序 姿なきテロルの時代／1. 急接近する左右ラディカリストの群れ／2. 戦
争・原罪意識そして〈狼〉／3.〈狼〉恐怖を利用する権力の陰謀／4.〈赤報隊〉
と〈狼〉の共振／解説 猪野健治

永田洋子さんへの手紙 ―『十六の墓標』
を読む―
坂東 , 国男
彩流社

あさま山荘銃撃戦で逮捕され、75年の日本赤軍の在クアラルンプール米国大使館
占拠で人質との交換条件として出国した著者が、『十六の墓標』を読んだ返信とし
て書いた本書は、連合赤軍問題への国境をこえた一兵士の貴重な証言である。

社会科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-597-9

1999

*1030945536*
社会科学
同時アクセス1 4,730円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-060-8

1984

*1030945562*
語り継ぐ戦後思想史 体験と対話から

社会科学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎309.02 件名◎社会思想－歴史 シ
社会主義体制は内的に自壊したが、ファシズムは軍事的に敗れたのであり自壊した カ 215p
のではない。種子がある限り蘇る可能性があるのだ－。「遅れてきた世代」の社会 冊子版 978-4-7791-2556-0 2019.01
清水多吉
（しみず・たきち）
著
彩流社

思想家が、体験と知的交流の足跡を語る。

DL不可 EPUB

*1031460179*
戦場ジャーナリストへの道 ―カシミールで見た
「戦闘」
と
「報
道」の真実―
桜木 , 武史
彩流社

インド軍とイスラム武装勢力との戦闘を最前線で取材中、顎に被弾した若きジャー
ナリストの決死のルポルタージュ！「私は絶好の被写体だった。取材される側の私
は大量の血を垂れ流しながら、複雑な思いでレンズを見つめていた」

同時代史断片

社会科学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1363-5

2008

*1031272491*
社会科学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
この本は雑多な論稿からなっているが、それでも本全体を貫く著者の思想的立場と 冊子版 978-4-88202-499-6
斉藤 , 孝
彩流社

いうものがないということではない。同時代の支配的な潮流に対して、たえず批判的
な姿勢を保ってきたという著者。70年代から各誌紙に載せた時評と折々のコラム、エッ
セイ。

不寛容という不安

1998

*1032019518*
社会科学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎304 マフ 350p
「排外主義」という「敵意」が蔓延する世界の背後には、一体何が息づいている 冊子版 978-4-7791-2393-1 2017.10
真鍋厚
（まなべ・あつし）
著
彩流社

のか。現代のわたしたちの「不安」と「憂鬱」はどのように形成されてきたのか、
歴史的過程から掘り起こす。

*1031980181*
632

連合赤軍27年目の証言

社会科学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
「処刑を含め〈総括〉を担ったから、僕には逃げ道がないわけです…」日本中を 冊子版 978-4-88202-697-6
植垣 , 康博
彩流社

震撼させた歴史的事件の当事者が、同志殺害の真相解明と裁判闘争に賭けた27
年の獄中生活を出所後、初めて語る迫真の書。

2001

*1030945560*
「ヘイト」の時代のアメリカ史 人種・民族・国籍を考える

政治

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎316.853 件名◎民族問題－アメリ
アメリカを「人種・民族・国籍・ジェンダー」の観点から論じた、日本を問い直す カ合衆国 ■ヘ 292p
ためのアメリカ史研究。「先住民族の大地」「アメリカ難民政策の問題点」 等の 冊子版 978-4-7791-2292-7 2017.02
兼子歩
（かねこ・あゆむ）
編
彩流社

貴堂嘉之
（きどう・よしゆき）
編

論考を収録。各章末に読書案内、ディスカッションのポイントも掲載。

*1031980203*
「ヘイト」の時代のアメリカ史 人種・民族・国籍を考える

政治

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎316.853 件名◎民族問題－アメリ
アメリカを「人種・民族・国籍・ジェンダー」の観点から論じた、日本を問い直す カ合衆国 ■ヘ 292p
ためのアメリカ史研究。「先住民族の大地」「アメリカ難民政策の問題点」 等の 冊子版 978-4-7791-2292-7 2017.02
兼子歩
（かねこ・あゆむ）
編
彩流社

貴堂嘉之
（きどう・よしゆき）
編

論考を収録。各章末に読書案内、ディスカッションのポイントも掲載。

DL不可 EPUB

*1031980212*
アメリカ外交と核軍備競争の起源 ―1942－1946―
西岡 達裕
彩流社

冷戦の起源や原子爆弾の投下といった主題については、論文がいくつも書かれるほ
ど多くの議論がなされてきた。原爆の製造・投下、戦後の国際政治のなかで、さま
ざまな選択肢から「原爆外交」 へ傾斜するアメリカの政策過程を検証。米ソ核
軍拡はどのように始まったのか。今後の核管理への教訓と「核外交」の負の側面
をえぐる。

アメリカ黒人と北部産業 ―戦間期における人種意識の形
成―【スマホ・読上】
（※）
樋口 映美
彩流社

南部から北部産業都市への人口移動、黒人ゲトーの拡大、北部産業都市の黒人
指導者と企業経営者の交錯などを通して後の公民権運動に引き継がれる人種意識
形成のプロセスを実証する。“ 差別される黒人 ”という従来の史観を越えて、黒人
のアイデンティティ問題に迫る社会史。

カナダと日本 ―21世紀への架橋―
ジョン・アルフレッド・シュルツ
彩流社

多元主義国家カナダと国際化にゆらぐ日本……極端に非対称的な両国には百余年
の “ 知られざる交流 ” があった。環太平洋国家として経済的・文化的つながりを強
める二国間交流の諸相 ( 移民、宣教師、太平洋戦争、政治・経済等 )を描く労作。
日本・カナダ関係史研究の基本図書。。

カナダ外交政策論の研究 ―トルドー期を中心に―
櫻田 , 大造
彩流社

特異な外交を展開するカナダ外交政策の本質を国際関係理論の枠組みで再構築
する労作。従来のパワー・イメージ・アプローチ（ミドル、スモール、プリンシパ
ルパワー論等）の弱点を補完した理論を提示するとともに、実際の事例の理論的
整合性と実証分析面での有用性を示し、外交政策理論・国際関係論の新たな地
平を切り拓く大著。

政治
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-478-1

1999

*1031980145*
政治
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-448-4

1997

DL不可 EPUB

*1031272500*
政治
同時アクセス1 12,493円 + 税
同時アクセス3 18,740円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-206-0

1991

*1031980176*
政治
同時アクセス1 21,780円 + 税
同時アクセス3 32,670円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-549-8

1999

*1032019523*
633

グアンタナモ アメリカ・キューバ関係にささった棘
渡邉優
（わたなべ・まさる）
著
彩流社

グアンタナモ米軍基地をめぐるアメリカ合衆国とキューバ共和国の関係について、
著者が3年余のキューバ赴任中に調査した成果。グアンタナモが両国関係の中で
どう扱われてきたかを振り返り、将来進展し得る方向を考察する。

政治
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎319.530591 件名◎アメリカ合衆
国－対外関係－キューバ－歴史 ワグ 256p
冊子版 978-4-7791-2655-0 2020.03
DL不可 EPUB

*1031579552*
グローバル・コモンズのための国際関係論

International Relations for the Global Commons

森彰夫
（もり・あきお）
著
彩流社

持続不可能な天文学的な格差拡大が、GAFAなどのデジタル・プラットフォーマー
によってもたらされている。コモンズを独占する民間企業や、政府の強大な権力に
よる「コモンズの悲劇」を克服するための国際関係を論じる。

ユダヤ世界に魅せられて 増補新版
広瀬佳司
（ひろせ・よしじ）
著
彩流社

独自の規律や風習にのっとり生きるユダヤの人々。イディッシュ語に導かれ、その
世界に足を踏み入れた文学研究者が、ユニークな文化と人々の素顔を紹介する。
「2019年ロサンゼルス講演」等を加えた増補新版。

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◎319 件名◎国際政治 モグ 306p
冊子版 978-4-7791-2684-0 2020.04

*1031980186*
政治
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎316.88 件名◎ユダヤ人 ヒユ
307p
冊子版 978-4-7791-2661-1 2020.03

*1031980185*
ロシア・ソ連・ロシア ―断絶と継承の軌跡―
木村 , 明生
彩流社

「社会主義国家の誕生と消滅」。第一部で、ソ連を生んだ帝政ロシアの社会構造
の特質を検討。第二部で、社会主義ソ連が追い求めた理想を共産党の綱領・規約・
憲法に即して解明し、その達成度を実証。第三部では、新生ロシア国家の骨格と
なったロシア憲法と第一党のロシア共産党の綱領・規約等を分析。

救援 縮刷版 第1集 1968.12→1977.8 1号→100号 復刻版

政治
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-548-1

2000

*1032019522*
政治

同時アクセス1 26,070円 + 税
同時アクセス3 39,050円 + 税
分類◎316.1 件名◎人権擁護 ■キ
1969年、政治的街頭闘争への大量逮捕弾圧に対処して発足した「救援連絡セン 16,640,46p
ター」が発刊する『救援』の縮刷版。第1集は、1968.12（1号）～1977.8（100 冊子版 978-4-7791-1551-6 2010.04
救援連絡センター著
彩流社

号）を収録。解説、年表、事項索引付き。

*1030945566*
幻の新秩序とアジア太平洋 ―第二次世界大戦期の米中
同盟の軋轢―
馬 , 暁華
彩流社

西欧のアジア侵出にはじまる「近代国際関係＝不平等条約体制」の崩壊と再編
過程を、第二次世界大戦期の国際関係、とりわけ米・中・日の三国間の「新秩序」
をめぐる政治的駆け引きと米国内における、いわゆる「排華法」撤廃の力学など、
国家・人種・民族関係の新しい視点と枠組みで立体的に検証する労作。

習近平の政治思想形成 〈フィギュール 彩 50〉

政治
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-557-3

2000

*1032019527*
政治

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎312.22 件名◎中国－政治・行政
独裁化を強めつつある中国の習近平国家主席。地方政府在任時期の論文など、 シシ 189p
現地語の多様な論文・資料を読み解き、習近平の思考構造に迫る。父・習仲勲 冊子版 978-4-7791-7052-2 2016.03
柴田哲雄
（しばた・てつお）
著
彩流社

の思想との異同や、毛沢東の影響についても論考する。

*1031980200*
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習近平の政治思想形成 〈フィギュール 彩 50〉

政治

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎312.22 件名◎中国－政治・行政
独裁化を強めつつある中国の習近平国家主席。地方政府在任時期の論文など、 シシ 189p
現地語の多様な論文・資料を読み解き、習近平の思考構造に迫る。父・習仲勲 冊子版 978-4-7791-7052-2 2016.03
柴田哲雄
（しばた・てつお）
著
彩流社

の思想との異同や、毛沢東の影響についても論考する。

DL不可 EPUB

*1031980209*
イラストと読む
〈現代語訳〉ポツダム宣言

法律

同時アクセス1 2,739円 + 税
同時アクセス3 4,108円 + 税
分類◎329.66 件名◎ポツダム宣言 タイ
アジア・太平洋戦争の終結を告げ、戦後民主主義を生み出す端緒となった「ポツ 39p
ダム宣言」13項目を平易な日本語とイラストで収録。巻末に英語原文と対訳（旧訳）
、 冊子版 978-4-7791-2153-1 2015.07
田中等
（たなか・ひとし）
作・画
彩流社

関連略年表も掲載。

*1032019543*
監獄と工場 ―刑務所制度の起源―
ダリオ・メロッシ
彩流社

本書は、フーコーの『監獄の誕生』と同時期にイタリアで出版されたもので、権力
機構の形而上学的展開として旧来の説を転倒した先書に対し、“ 監獄とは何か ”と
いう初源的な問いを資本主義の成立とその歴史の中で解明。社会統制と権力構造
の分析。

知れば怖くない ! 弁護士法72条の正体
吉岡 , 翔
彩流社

弁護士法72条に違反してはいけないのは当然だ。しかし、それを怖がり、困ってい
る人の要求に応えられないことはもっと問題だ。「72条」の問題点とは何か。現場
の最前線に立つ行政書士でライターによる渾身のルポルタージュ。

法律
同時アクセス1 10,253円 + 税
同時アクセス3 15,380円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-164-3

1990

*1031980173*
法律
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1341-3

2008

*1030945528*
MBAでは教えてくれないリーダーにとって一番大切なこと

経済

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎336.3 件名◎リーダーシップ モエ
5歳児に伝わらないことは、大人にも伝わらない。バラバラだった組織のチーム力を 178p
アップさせ、わずか5年で幼稚園経営をV 字回復させた若き副園長が、リーダーシッ 冊子版 978-4-7791-2601-7 2019.11
森田晴彦
（もりた・はるひこ）
著
彩流社

プについて説く。組織マネジメント論。

DL不可 EPUB

*1031460175*
イラスト＆図解でわかるDX

デジタル 技術で爆発的に成長する産業、破壊される産業

兼安暁
（かねやす・さとる）
著
彩流社

鈴木祥代
（すずき・さちよ）
画

DX（デジタル・トランスフォーメーション）に対応できない企業は、デジタル競争
の敗者になる。DXとは何かから、デジタル技術が生み出したビジネスモデル、
破壊される産業、発展する産業、DX 生き残り策までを解説する。

さらば10倍株、短期で狙う2倍株

景気減速局面での大化け株の見つけ方、狙い方

朝香友博
（あさか・ともひろ）
著
彩流社

2019年以降の相場見通しと投資戦略を解説し、金利や株価、主な経済指標で構
成される33指標の分析による長期相場のリスク管理法を公開。今後有望な2倍株
の狙い方や成長期待株、景気の読み方と投資の知恵なども紹介する。

経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎336.17 件名◎経営情報 カイ
293p
冊子版 978-4-7791-2619-2 2019.10

*1031460163*
経済
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 アサ 237p
冊子版 978-4-7791-2570-6 2019.04

*1030945569*
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テンバガー超有力銘柄20＆注目銘柄77
2020株 バブル !10倍株量産の予感 !

朝香友博
（あさか・ともひろ）
著
彩流社

中小型株急騰相場が到来 ! 10倍株発掘のエキスパートが、1999年の10倍株事
例から、今後テンバガーになりそうな銘柄発掘のヒントを探り、発掘した「時価総
額300億円以下の10倍有力銘柄20」を紹介する。

リピート系自動売買・裁量トレードのトリセツ

トレーダー1年目から億り人になる!
ついてる仙人
（ついてる せんにん）
著
彩流社

すべてのトレーダーに贈る相場の取扱説明書。トレードシステムの作り方・始め方、
リピート系自動売買、裁量売買などについて解説。生涯勝ち続けられるトレード脳、
トレード術、トレード習慣が身につく。

会社は誰のものか 経済事件から考えるコーポレート・ガバナンス

〈フィギュール 彩 2-2〉

経済
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 アテ 203p
冊子版 978-4-7791-2646-8 2019.12

*1031460167*
経済
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 ツリ 254p
冊子版 978-4-7791-2584-3 2019.06

*1031164236*
経済

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
ス カカ 214p
会社とは何か、会社は誰のものか。日産自動車、関西電力、オリンパス、東芝の 冊子版 978-4-7791-7106-2 2020.02
加藤裕則
（かとう・ひろのり）
著
彩流社

事件の経過をつぶさにたどり、会社と民主主義の関係を考える。コーポレート・ガバ
ナンスの動きや、渋沢栄一と日本型経営の利点なども収録。

会社は誰のものか 経済事件から考えるコーポレート・ガバナンス

〈フィギュール 彩 2-2〉

*1031980201*
経済

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
ス カカ 214p
会社とは何か、会社は誰のものか。日産自動車、関西電力、オリンパス、東芝の 冊子版 978-4-7791-7106-2 2020.02
加藤裕則
（かとう・ひろのり）
著
彩流社

事件の経過をつぶさにたどり、会社と民主主義の関係を考える。コーポレート・ガバ
ナンスの動きや、渋沢栄一と日本型経営の利点なども収録。

資本主義世界の現在 ―マルクス主義 “ 復活 ” 宣言―
旭 凡太郎
彩流社

新左翼の活動家によるソ連崩壊以降の現代世界─アメリカ一極化の政治と経済
的混乱─の基本的見方と新たなる社会革命＝革命への理論とイメージの共有を求
める史的総括と可能性を問う。

DL不可 EPUB

*1031980210*
経済
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 978-4-88202-473-6

1998

*1031980142*
順張りスイングトレードの極意

最強トレーダーの知恵からボラティリティブレイクアウト活用術まで !
荻窪禅
（おぎくぼ・ぜん）
著
彩流社

トレーダーに必要な資質、順張りスイングトレードの秘訣、株価に翻弄されないため
の心得…。暴騰相場からコロナショックまで、いかなる相場でも利益を積み上げて
きた最強トレーダーが、短期トレードのマル秘スキルを伝授する。

順張りスイングトレードの極意

最強トレーダーの知恵からボラティリティブレイクアウト活用術まで !
荻窪禅
（おぎくぼ・ぜん）
著
彩流社

トレーダーに必要な資質、順張りスイングトレードの秘訣、株価に翻弄されないため
の心得…。暴騰相場からコロナショックまで、いかなる相場でも利益を積み上げて
きた最強トレーダーが、短期トレードのマル秘スキルを伝授する。
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経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎株式 オジ 204p
冊子版 978-4-7791-2685-7 2020.06

*1032019544*
経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎株式 オジ 204p
冊子版 978-4-7791-2685-7 2020.06
DL不可 EPUB

*1032019547*

初心者にもできる逆張りデイトレードの極意

ロスカットが下手でも、コツコツドカンでも勝てる!
Rょーへー
（りょーへー）
著
彩流社

上がる株がわからなくても大丈夫 ! 無理に利を伸ばす必要なし! たまに大負けしても
OK! 毎日コツコツ少額を稼ぐデイトレーダーが、メンタル面や心理を読むという部分
に重点を置いたデイトレード術を紹介する。

入門空間計量経済学

経済
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 リシ 237p
冊子版 978-4-7791-2633-8 2019.12
DL不可 EPUB

*1031460177*
経済

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 ルニ
空間計量経済学の入門書。空間計量経済モデルの動機付けと解釈から、ペイズ 349p
空間計量経済、限定従属変数空間 モデルまで、空間計量経済 モデルを用いて 冊子版 978-4-7791-6001-1 2020.04
J. ルサージ著
彩流社

R.K. ペース著

実証分析を行うにあたって必要な理論や実証例をコンパクトにまとめる。

*1032019537*
トモダチ作戦の最前線 福島原発事故に見る日米同盟連携の教訓
磯部晃一
（いそべ・こういち）
著
彩流社

震災と原発事故という大災害に自衛隊は約10万人を動員し、米軍も最大時1万6千
人、艦艇約15隻、航空機140機が参加した。平常の災害出動とは全く異なる事態
における日米の政府、自衛隊・米軍の行動を証言で克明に綴る。

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◎369.36 件名◎福島第一原子力発
電所事故
（2011）イト 287p
冊子版 978-4-7791-2603-1 2019.08

*1030945570*
ひきこもりのライフストーリー 〈フィギュール 彩 2-3〉

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◎367.68 件名◎ひきこもり ホヒ
ひきこもり当事者自身の声に耳を傾けると、そこに至るまでの理由も現象も多様化して 214p
いることがわかる。ひきこもり状態、そこに至るまで、その状態を抜け出す軌跡を、 冊子版 978-4-7791-7107-9 2020.04
保坂渉
（ほさか・わたる）
著
彩流社

本人が語るライフストーリー。本当に必要なことは何なのか。

*1031980202*
ひきこもりのライフストーリー 〈フィギュール 彩 2-3〉

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◎367.68 件名◎ひきこもり ホヒ
ひきこもり当事者自身の声に耳を傾けると、そこに至るまでの理由も現象も多様化して 214p
いることがわかる。ひきこもり状態、そこに至るまで、その状態を抜け出す軌跡を、 冊子版 978-4-7791-7107-9 2020.04
保坂渉
（ほさか・わたる）
著
彩流社

本人が語るライフストーリー。本当に必要なことは何なのか。

DL不可 EPUB

*1031980211*
フリーメーソン源流紀行 ―歴史の潜流・古代地母神信仰―

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◎
知られざるフリーメーソンの本質、その源流を探る歴史紀行。マルタ島、クレタ島、 冊子版 978-4-88202-563-4
清川 , 理一郎
彩流社

エジプトの古代遺跡、地中海から中世ヨーロッパ、スコットランドへ。メーソンの理
念と本質を、太古地母神（女神）信仰の中に見いだす知的発見の旅。

1998

*1030945545*
花岡事件「秋田裁判記録」

社会

同時アクセス1 62,700円 + 税
同時アクセス3 94,050円 + 税
分類◎366.8 件名◎花岡事件 ■ ハ
昭和20年7月に秋田県で起きた「花岡事件」についての裁判記録。戦後 GHQによっ 534p
て抜き取られ、別に保管されていた部分も含めた秋田裁判全記録を解読、解析の 冊子版 978-4-7791-1505-9 2010.08
石飛仁
（いしとび・じん）
監修
彩流社

金子博文
（かねこ・ひろふみ）
編

うえ編集・再現する。

*1031980196*
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大阪ミナミの子どもたち

歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々

社会

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
金光敏
（きむ・ぐぁんみん）
著
分類◎369.41 件名◎母子福祉 キオ
彩流社
173p
孤独、貧困、暴力被害、ドラッグ、家族離散…。西日本最大の歓楽街で様々な 冊子版 978-4-7791-2612-3 2019.09

問題を抱える子どもたち・親たちに、地域に根を下ろし手を差し伸べ見守り続けた
「Minamiこども教室」の活動の軌跡。

大阪ミナミの子どもたち

歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々

*1031980206*
社会

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
金光敏
（きむ・ぐぁんみん）
著
分類◎369.41 件名◎母子福祉 キオ
彩流社
173p
孤独、貧困、暴力被害、ドラッグ、家族離散…。西日本最大の歓楽街で様々な 冊子版 978-4-7791-2612-3 2019.09

問題を抱える子どもたち・親たちに、地域に根を下ろし手を差し伸べ見守り続けた
「Minamiこども教室」の活動の軌跡。

保母と重度障害者施設 ―富士学園の3000日―
池田 , 智恵子
彩流社

政府が「福祉元年」をうたい福祉政策を打ち出した1973年、都下の重度障害者
施設の閉鎖をめぐって保母達の自主管理が地域を巻き込んで始まった。7年8ヵ月に
わたって続けられた生活を賭けた闘いの記録は福祉行政の明日を照す。

DL不可 EPUB

*1031980215*
社会
同時アクセス1 4,730円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-294-7

1994

*1030945547*
歴史のなかの女性 ―人類学と法社会学からの考察―
江守 , 五夫
彩流社

婚姻史や家族論で刺激的な論考を展開する独特のアプローチによる女性史論。
第1部／母権と父権 第2部／近代市民社会の家父長制とその止揚 第3部／日
本女性史に関する二つの問題―古代女性史／沖縄における祭祀継承の慣習と女
性。

グローバルリーダーを育てる北海道大学の挑戦

社会
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-365-4

1995

*1030945559*
教育

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎377.28 件名◎北海道大学 ■グ
世界に躍進できる人材の育成はいかにして可能か。海外留学の義務化やフェロー 274p
制度の導入など、様々な試みが取り入れられた北海道大学の特別教育プログラム・ 冊子版 978-4-7791-2306-1 2017.05
玉城英彦
（たましろ・ひでひこ）
編著
彩流社

帰山雅秀
（かえりやま・まさひで）
編著

新渡戸カレッジの実践を紹介。

*1031460172*
ポスト学生運動史 法大黒 ヘル 編
中川文人
（なかがわ・ふみと）
著
彩流社

外山恒一
（とやま・こういち）
聞き手

バブルに浮かれた時代の裏側で、本当にあった革命と戦争とは－。「日本の89年
革命」を牽引した「法大黒 ヘル」の元リーダーが、セクト対ノンセクトの内ゲバ
の実態と、現代に続く「共産主義崩壊」後の運動の源流を語る。

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◎377.96 件名◎学生運動 ナポ
275p
冊子版 978-4-7791-1487-8 2010.02

*1031980189*
学校が消えた ―山村の義務教育125年―

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
岩手の山村へき地は「学制」当初から他地域に比べて学校設置が遅れた実態を 冊子版 978-4-88202-471-2
畠山 剛
彩流社

明らかにし、地域住民が自ら「小さな学校」を設立する過程や、戦後の学校統廃
合と村の過疎化の問題等を法制と地域社会の実情との関連から考察する。

*1031980141*
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1998

通信制高校のすべて 「いつでも、どこでも、だれでも」の学校

教育

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎376.4 件名◎高等学校 テツ
通信制高校の基礎知識や役割、歴史から、公立・私立・株式会社立通信制高校、 267p
サポート校、通信教育をめぐる思想などまで、各ジャンルの専門家が通信制高校 冊子版 978-4-7791-2321-4 2017.05
手島純
（てしま・じゅん）
編著
彩流社

阿久澤麻理子
（あくざわ・まりこ）
ほか著

の真実の姿を解説する。関連書籍・論文案内、座談会も収録。

*1031460170*
不登校生よ、ともに！―単位制高校の挑戦―

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◎
今、増え続ける不登校生たちを積極的に受け入れ、個性をのばし、大きな成果を 冊子版 978-4-88202-474-3
中井 三好
彩流社

あげた富山の元校長が書き下ろした教育課題への処方箋。

1998

*1031980143*
北の「坊っちゃん」―やちぼうず先生奮戦記―
杉浦 , 武司
彩流社

釧路私立Ｍ高校で繰り広げられた生徒たちとの熱い交流。彼らとともに歩いた日々。
北海道を中心に何か書かなくてはという焦りにも似た思いがあった。お互いがアイデ
ンティティをもって生きることの大切さをかみしめたい。60年代の教師という生き方。
こんなにも激しく教師として生きる青春がいまあるだろうか。教育関係者必読の書。

闇の日本史 ―河童鎮魂―
沢 , 史生
彩流社

“カッパ ”をキーワードに「記紀の世界」に閉じこめられた古代史の原像に迫るべく、
神々の素姓と鎌倉権五郎や弾左衛門等の謎の人物を解明し、まつろわぬが故に妖
怪におとしめられる構造をえぐり、＜倭人の星・アマテル神＞の謎を解く。

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◎
冊子版 978-4-88202-496-5

1997

*1032019517*
風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-100-1

1987

*1030945554*
鬼の大事典 下 ―妖怪・王権・性の解読―
沢 , 史生
彩流社

王権によって貶められた物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の
声を、産鉄民俗の知識で甦らせる“ 沢 ” 民俗史学の集大成。五十音順に配列した
語彙・事項（約12000）に、独自の史的解釈を加え、語源を始め、本義、王権によっ
て加えられたさまざまな語り（騙り）事を読み解き、隠蔽されてきた歴史の裏側にひ
そむ謎解きのキーワードを提供。

鬼の大事典 上 ―妖怪・王権・性の解読―
沢 , 史生
彩流社

王権によって貶められた物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の
声を、産鉄民俗の知識で甦らせる“ 沢 ” 民俗史学の集大成。五十音順に配列した
語彙・事項（約12000）に、独自の史的解釈を加え、語源を始め、本義、王権によっ
て加えられたさまざまな語り（騙り）事を読み解き、隠蔽されてきた歴史の裏側にひ
そむ謎解きのキーワードを提供。

鬼の大事典 中 ―妖怪・王権・性の解読―
沢 , 史生
彩流社

王権によって貶められた物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の
声を、産鉄民俗の知識で甦らせる“ 沢 ” 民俗史学の集大成。五十音順に配列した
語彙・事項（約12000）に、独自の史的解釈を加え、語源を始め、本義、王権によっ
て加えられたさまざまな語り（騙り）事を読み解き、隠蔽されてきた歴史の裏側にひ
そむ謎解きのキーワードを提供。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 20,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-700-3

2001

*1030945512*
風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 20,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-700-3

2001

*1030945510*
風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 20,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-700-3

2001

*1030945511*
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鬼の日本史 下 ―福は内、鬼は外 ?―

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
鉄をめぐる古代王権の成立、産鉄と水銀の担い手土グモ衰亡の秘史を暴く問題作。 冊子版 978-4-88202-173-5
沢 , 史生
彩流社

妖怪に貶められた物言えぬ神々こそ本来の地主神である。全国に遺る鬼神や星神
の物騙りを暴き、吉野ヶ里の悲劇や丹生神と伏見稲荷の本姿を解明。

1990

*1030945514*
鬼の日本史 上 ―福は内、鬼は外 ?―

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
鉄をめぐる古代王権の成立、産鉄と水銀の担い手土グモ衰亡の秘史を暴く問題作。 冊子版 978-4-88202-172-8
沢 , 史生
彩流社

妖怪に貶められた物言えぬ神々こそ本来の地主神である。全国に遺る鬼神や星神
の物騙りを暴き、吉野ヶ里の悲劇や丹生神と伏見稲荷の本姿を解明。

1990

*1030945513*
刺青の真実 ―浅草彫長「刺青芸術」のすべて―改訂版

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
禁断の美に惹かれ、高校教師から彫師へ——そして「刺青世界一」に。
「和彫り」 冊子版 978-4-7791-1010-8
中野 長四郎
彩流社

の伝統を守る名匠が明かす、波瀾の半生と「刺青界」驚愕の事実。タトゥに翻弄
され、「和彫り」の将来を危惧する著者が、門外不出文書「間違いだらけの刺青」
をあえて公開！カラー口絵付き。

色街百景 定本・赤線跡を歩く

2007

*1031460165*
風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎384.9 件名◎遊郭－写真集 キイ
赤線、遊郭の跡を訪ね歩き、町並みや建物を記録した730枚の写真を、昔を知る 237p
人の話や資料によって得られた地域ごとの沿革とともに紹介する。「赤線跡を歩く」 冊子版 978-4-7791-1999-6 2014.06
木村聡
（きむら・さとし）
著
彩流社

三部作を再構成。

*1031980190*
日本大神楽事典 改訂増補
柳貴家 , 勝蔵
彩流社

「伊勢」「江戸」「水戸」 三流派の大神楽に関する芸能・芸態・符牒・歴史を一
冊に纏めたいという著者の強い一念が、「舞」「曲芸」「話芸」「鳴り物」などの
庶民の芸能史の事典として結実した。《大神楽の素晴らしさを後世に伝えること。
それが私の使命です！》

軍人と自衛官 日本のシビリアン・コントロール 論の特質と問題
小出輝章
（こいで・てるあき）
著
彩流社

シビリアン・コントロール論学説史と日本の憲法解釈研究を検討し、日本的文民統
制の論理を摘出後、国家防衛における自衛隊認識とシビリアン・コントロールの関
係性を解明。旧日本軍と自衛隊との差違を明らかにする。

風俗習慣、民俗学、民族学
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 978-4-7791-1256-0

2007

*1030945541*
国防、軍事
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎393.2 件名◎シビリアン・コントロー
ル コグ 253,36p
冊子版 978-4-7791-2577-5 2019.09

*1031164237*
復刊曙光新聞 ―1975年11月-1993年11月 : フィリピン戦
線の記録と戦後の日比交流の歩み―
曙光新聞編集委員会
彩流社

第二次大戦の激戦地レイテ島のタクロバン第一収容所に捕虜となった人達がつくっ
た「曙光新聞」の読者の会が1975年11月～1993年11月まで発行したフィリピン
関係の情報・交流紙の合本843頁。紙上に載った人の詳細な人名索引を付す。

640

国防、軍事
同時アクセス1 47,960円 + 税
同時アクセス3 71,500円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-280-0

*1030945567*

1993

神威の在処 北の大地の神々の化身。

動物学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎482.11 件名◎動物－北海道－写
集落（コタン）を覆う深い森には神威（カムイ）の名をもつ動物たちが暮らしている。 真集 サカ 62p
キムンカムイ（ヒグマ）、コタンコロカムイ（シマフクロウ）など、人々と動物の境 冊子版 978-4-7791-2444-0 2018.04
斉藤嶽堂
（さいとう・がくどう）
著
彩流社

界線に姿を見せた神威たちの姿を収めた写真集。

*1031164243*
お母さんが書いた
『アトピー・アレルギー通信』―双子・子
育て・アレルギーの10年―
河出 , ゆき子
彩流社

アトピー・喘息・食物アレルギーの双子の女の子の家族が、病気の治療のために
五大アレルゲン除去の食事療法のほか、さまざまな療法を試し、アレルギーっ子
の母親たちと交流しながらアレルギーを乗り越えていった10年間の体験記。

ハンセン病の社会史 日本「近代」の解体のために
田中等
（たなか・ひとし）
著
彩流社

日本の「近代」 が作り上げた「病」としてハンセン病がどのように日本社会の歴
史に存在してきたのか（しているのか）をえぐり出す。部落解放同盟中央機関紙『解
放新聞』連載に加筆。

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◎
冊子版 978-4-88202-547-4

1999

*1032019521*
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◎498.6 件名◎ ハンセン病 タハ
286p
冊子版 978-4-7791-2330-6 2017.06

*1031980180*
隔離の記憶 ハンセン病といのちと希望と 増補新版

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◎498.6 件名◎ ハンセン病 タカ
日本には、ハンセン病になった人たちを強制隔離してきた法律「らい予防法」があっ 314p
た。隔離された世界を生き抜き、絶望からはい上がった人々の歩みの記録。
冊子版 978-4-7791-2327-6 2017.05
高木智子
（たかき・ともこ）
著
彩流社

*1031460171*
乳児期の親と子の絆をめぐって しあわせな人を育てるために

〈フィギュール 彩 85〉
澁井展子
（しぶい・ひろこ）
著
彩流社

小児科医師として、気になることや心配なこと、両親に伝えたい最新の医学的知識
や情報、子育てへのアドバイス、子どもを取り巻く環境への提言などを綴る。東京
都医師会雑誌に掲載した文章を単行本化。

毎日たった10分の瞑想が強い心と体をつくる
YOGAメソッドではじめる瞑想習慣

マリコ著
彩流社

自分にぴったりの瞑想を見つけて、心も体もクリアな私に! 朝の瞑想、オフィス瞑想、
スキンケア瞑想など、ヨガのポーズ、呼吸法と組み合わせた、いつでもどこでもで
きる瞑想を紹介。3週間モデルスケジュール付き。

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

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

医学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎493.98 件名◎育児 シニ 205p
冊子版 978-4-7791-7078-2 2017.04
DL不可 EPUB

*1031579546*
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◎498.34 件名◎瞑想 ママ 95p
冊子版 978-4-7791-2660-4 2020.04

*1031980188*
建築学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎523.2992 件名◎建築－アルメニ
ア サア 302p
冊子版 978-4-7791-2609-3 2019.07

*1030945572*
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ジョージアの歴史建築 カフカースのキリスト教建築美術

建築学

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

ヴァフタング・ベリゼ著
彩流社

藤田康仁
（ふじた・やすひと）
編

キリスト教建築を軸に、通史としてまとめる。写真100点余も掲載。

*1031980197*
漆喰復活 ―天然建材5000年の底力―【スマホ・読上】
（※）
船瀬 , 俊介
彩流社

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

市民が明らかにした福島原発事故の真実

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

福島原発告訴団監修

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

走れ! 北斗星銀河 新幹線に復帰させたい名列車たち

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

2008

DL不可 EPUB

*1030945588*
電気工学
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 4,070円 + 税
分類◎543.5 件名◎福島第一原子力発
電所事故
（2011）カシ 93p
冊子版 978-4-7791-2197-5 2016.02

*1031210643*
電気工学

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

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

*1030945573*
北炭夕張炭鉱の悲劇 ―昭和小史―
増谷 , 栄一
彩流社

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

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

1996

*1030945527*
精進料理紀行 ―全国「味とこころ」の寺巡り―
（オフサイド・
ブックス 26）
藤岡 , 良
彩流社

精進料理は究極のスローフードだ！ 本物の素材、惜しみない手間暇、一切を無駄
にしないこころ——を求めて、全国九十六寺を巡る。創意工夫に満ちた料理と贅沢
な時間を楽しむ旅の提案。写真多数、旅のデータ、旅で学んだレシピ付き。

野菜から始めるやさしいフレンチ離乳食

家政学、生活科学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-626-6

2003

*1031164242*
家政学、生活科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎599.3 件名◎離乳食 ナヤ 149p
本格フレンチシェフが我が子に作っている離乳食を大公開。タイム風味ニンジン 冊子版 978-4-7791-1614-8 2011.06
中澤敬二
（なかざわ・けいじ）
著＆レシピ
彩流社

のピューレ、鶏ささみ肉とマッシュルームのポタージュなど、一般家庭の食材で簡単
にできる47レシピを収録。大人の料理に応用する方法も掲載。

*1031980193*
642

縄文人の末裔たち ―ヒエと木の実の生活史―新版
畠山 , 剛
彩流社

焼畑や木の実食など「稲作文化」の影に隠れた縄文的食生活の実態を、変貌の
激しい岩手県北上山地でのフィールドワークをとおして復元。失われた山村の伝統
的食生活ともうひとつの「営農」と「食」の可能性を探りつつ、三内丸山縄文人
の主食糧クリ説を批判する。

楽しく作る、美味しく食べる

有機栽培の家庭菜園・ベランダ菜園入門
加藤俊二
（かとう・としじ）
著
彩流社

吉田恭一
（よしだ・きょういち）
監修

自分たちで食べる野菜をベランダで作ろう! ふるさと農園での野菜作りの実践をもと
に、種まきから収穫の手順までを、写真とQRコードでリンクする映像でわかりやす
く解説。有機農法のキモである土作りにも詳しく触れる。

それでもブランド品を買いますか ? ―ファッション誌が書け
ない有名ブランドの舞台裏―
櫻木 , 邦裕
彩流社

「僕が見た“ブランド”の裏側、ぜんぶお話ししましょう
！」元ブランドショップのカリスマ・
オーナーが、有名ブランドの本音、「レアもの」の秘密、ニセモノがはびこるカラ
クリなど、驚くべき業界の実態を明らかにする。

赤羽駅前ピンクチラシ 性風俗の地域史

農業
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-552-8

1997

*1032019524*
園芸
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎家庭菜園 カタ 158p
冊子版 978-4-7791-2667-3 2020.08

*1032019533*
商業
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-857-4

2004

*1031210648*
商業

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎673.94 件名◎風俗営業－歴史
東京の北の玄関口・赤羽で、37年間、風俗店のピンクチラシを蒐集し続けた男がいた! ■ア 190p
約270点におよぶチラシのカラー画像を公開。編著者によるピンクチラシを分析し 冊子版 978-4-7791-2488-4 2018.12
荻原通弘
（おぎはら・みちひろ）
編著
彩流社

木村英昭
（きむら・ひであき）
編著

た論考のほか、家田荘子、森達也らの寄稿も収録する。

*1031980192*
スコットランド ウイスキーとツーリズム

運輸、交通

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎689.2332 件名◎観光事業 カス
第二次大戦後にウイスキーがスコットランド・ツーリズムの牽引役として登場する経 304,14p
緯に注目。ツーリズムの対象として発展していくために必要だったこととは。ウイスキー 冊子版 978-4-7791-2668-0 2020.04
春日雅司
（かすが・まさし）
著
彩流社

蔵を歩き、スコットランドと長年関わってきた経験を紹介。

*1031980183*
物語を旅するひとびと コンテンツ・ツーリズムとは何か
増淵敏之
（ますぶち・としゆき）
著
彩流社

映画やドラマのロケ地、マンガやアニメの原作地には観光客が集まる。地域固
有の「物語性」「テーマ性」を活用し、新たな観光資源を創出するコンテンツ・ツー
リズムの根幹を、事例を紹介しながら考察する。

運輸、交通
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎689 件名◎観光事業 マモ 215p
冊子版 978-4-7791-1508-0 2010.04

*1031460168*
旅人の本音 ―「日本」の旅に関するアンケート集―
旅の販促研究所
彩流社

《日本の旅》に関するアンケート／多様化した今どきの旅行者たち国内旅行の活性
化のため、日本人の本音に迫る
！。JTBグループのシンクタンク「旅の販促研究所」
の研究員が、〈旅行者研究〉をメインテーマに、多様化・個性化した日本人旅行
者の行動と心理を独自の手法を駆使して分析。

運輸、交通
同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1403-8

2009

*1031460166*
643

ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論
大石泰彦
（おおいし・やすひこ）
編著
彩流社

権力を監視するはずが、逆に権力から実効的に監視されている! こんなメディアに、
果たしてどれほどの存在意義があるのか ? この国の特異な報道のありようを分析し、
その根底にある制度的・構造的な矛盾を浮き彫りにする。

ジャ－ナリズム、新聞
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎070.21 件名◎ジャーナリズム オジ
226p
冊子版 978-4-7791-2625-3 2020.01

*1032019538*
〈見える〉
を問い直す

芸術、美術

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎704 件名◎美術 ■ミ 288p
「見える」という経験を確信させるのは何か。その明証性はいったいどこから生じる 冊子版 978-4-7791-2432-7 2017.12
柿田秀樹
（かきた・ひでき）
編
彩流社

若森栄樹
（わかもり・よしき）
編

のか…。「視覚」のあり方を批判的に検討する。2015年12月開催のインターナショ
ナル・フォーラムを元に書籍化。

*1031210644*
日本の国宝仏像全画集
田中等
（たなか・ひとし）
画・文
彩流社

国宝指定全127件の仏像をすべて網羅。各仏像の時代背景、サイズ、資材など
基本的なデータと簡略な解説をイラストとともに収載する。国宝の仏像を所有する
寺社などの住所、交通、所有文化財なども紹介。

彫刻
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎718 件名◎仏像 タニ 284p
冊子版 978-4-7791-1929-3 2013.09

*1031980179*
コンスタブルの手紙 ―英国自然主義画家への追憶―

絵画

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎
「人の心が尊厳を失うのは、逆境にある時より、むしろ繁栄にある時だ」「大きなカ 冊子版 978-4-88202-157-5
C・R・レズリー
彩流社

ンバスは、君が何をできないかを示し、小さなカンバスは、君が何をなし得るかし
か示さない」「絵画は理解されるべきものであって、単に詩的な憧れとして見なされ
るべきでなく、合理的、科学的、そして数学的に追求されるべきものである」

一笑を大切に ―my life―
大西 , 高広
彩流社

TV、 新 聞などにも紹 介された、 話 題 の 新 宿 路 上 書 家（Calligraphy Street
Artist）大西高広の心温まる作品（販売可、書、詩、絵）、路上 エピソード、活
動記録、写真、ファンの声などで編む詩画集。路上で墨を磨り、色紙 サイズの画
仙紙に想いを込めた言葉を書く。

宮廷人 ベラスケス物語 Velázquez,vida en la corte

1989

*1030945524*
絵画
同時アクセス1 5,225円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-856-7

2003

*1030945506*
絵画

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎723.36 件名◎ ベラスケス,ディエ
スペイン王家を現代に蘇らせる「画家の中の画家」ベラスケス。彼は画家として ゴ・ロドリゲス ニキベ 234p
成功しただけでなく、宮廷画家から王宮配室長まで、宮廷内の地位の階段も一段 冊子版 978-4-7791-2100-5 2015.03
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

一段昇っていた。画家であり宮廷人でもあったベラスケスの人生を辿る。

*1031460169*
草樹礼讃 永田英司画文集

絵画

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎721.9 ナソ 82p
自然の“ 力 ”と美しさを描きつづける画僧の作品集。
「神代桜」
「ブッダガヤ大塔」
など、 冊子版 978-4-7791-2454-9 2018.04
永田英司
（ながた・えいじ）
著
彩流社

やわらかな色使いや、一筆一筆の表現に込められた念仏への想いが感じられる作
品が満載。「さいはての浄土に咲く花」等の文章も掲載。

*1031164244*
644

すいじんのえのき 多摩川の四季、人びとの暮らし

写真

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎748 件名◎樹木－写真集 アス
東京西部に位置する狛江市の、多摩川土堤にある大きな1本の榎。近くに水神さま 127p
を祀る祠があるので「すいじんのえのき」と名付けた－。日々さまざまな人が行き交う 冊子版 978-4-7791-2496-9 2018.07
荒川健一
（あらかわ・けんいち）
写真・文
彩流社

情景と、榎の四季の姿を、定点から眺めた写真でつづる。

*1031164240*
寒流 津軽のおんな/ 越後・雪下有情
飯島幸永
（いいじま・こうえい）
写真・文
彩流社

吹雪の津軽平野、雪に閉ざされた越後の豪雪地帯…。そこには、どんなに風土が
厳しくとも決して失うことのない温かい思いやりと、人間愛があった－。昭和40年代
の雪国の素朴な情景や人々の心の機微をとらえたモノクロ写真集。

写真
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎748 イカ 175p
冊子版 978-4-7791-1810-4 2012.10

*1031980195*
里山の宇宙
（くうかん）

写真

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎748 件名◎動物－北海道－写真
激しい風と雪と荒波が打ち寄せる北海道・日本海沿岸道北部の冬期は「生」と「死」 集 トサ 81p
が隣り合わせの世界。45年間追い続けた、遠別川流域に暮らすクマタカ、シロフ 冊子版 978-4-7791-2506-5 2018.07
泊和幸
（とまり・かずゆき）
著
彩流社

クロウ、海ワシの野生の姿を収めた写真集。

*1031164241*
イギリスの社会とデザイン ―モリスとモダニズムの政治学―

工芸

同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 19,250円 + 税
分類◎
他国へのデザイン・コンプレックスを抱え、
「悪趣味」に悩むイギリス。
《ウィリアム・ 冊子版 978-4-7791-1129-7
菅 , 靖子
彩流社

モリス》と《モダニズム》を軸に展開する、近現代イギリスのデザイン・表象文化史。
デザインと産業、国家権力の関係を明らかにする。図版多数。

2005

*1030945564*
1979年の歌謡曲 〈フィギュール 彩 39〉

音楽

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎767.8 件名◎流行歌－歴史 スセ
「君は薔薇より美しい」「いとしのエリー」「銀河鉄道999」 …。ニューミュージック 175p
と歌謡曲の「一年戦争」、そしてアイドル不遇の時代だった1979年。この年に発 冊子版 978-4-7791-7038-6 2015.11
スージー鈴木
（すーじー すずき）
著
彩流社

売された楽曲を紹介し、音楽シーンの特殊性と魅力に迫る。

*1030945499*
80年代音楽解体新書 〈フィギュール 彩 2-1〉

音楽

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎767.8 件名◎流行歌－歴史 スハ
米米 CLUB「浪漫飛行」、尾崎豊「卒業」 …。あの曲は、なぜこうも聴き手の心 190p
をつかむのか－。80年代音楽の魅力を解体し分析する、人気音楽評論家によるポッ 冊子版 978-4-7791-7104-8 2019.08
スージー鈴木
（すーじー すずき）
著
彩流社

プス批評。音楽 サイト『リマインダー』連載を書籍化。

*1031132315*
ギター前史ビウエラ七人衆 スペイン宮廷楽士物語

音楽

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎763.5 件名◎弦楽器 ニギ 254p
宮廷楽器ビウエラが隆盛を極めていた16世紀スペイン。その楽曲は690曲を超え 冊子版 978-4-7791-1829-6 2012.10
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

たが、ビウエラはその後400年間の眠りにつく。華やかなりし7人のビウエリスタの
姿を描くとともに、突如として消えたビウエラの謎を追う。

*1031460174*
645

クラシック100の味 ウィーンの演奏は上手いより美味い

音楽

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎762.346 件名◎音楽－オーストリ
チェリストの両親のもと幼少からチェロを始め、現在はウィーン在住の著者。チェリ ア ヒク 197p
ストの立場で感じたウィーンの演奏ならではの特色を、オーストリアの音楽と食をテー 冊子版 978-4-7791-2580-5 2019.06
平野玲音
（ひらの・れいね）
著
彩流社

マに綴った冊子『百味』連載のエッセイとともに紹介する。

*1031980204*
クラシック100の味 ウィーンの演奏は上手いより美味い

音楽

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎762.346 件名◎音楽－オーストリ
チェリストの両親のもと幼少からチェロを始め、現在はウィーン在住の著者。チェリ ア ヒク 197p
ストの立場で感じたウィーンの演奏ならではの特色を、オーストリアの音楽と食をテー 冊子版 978-4-7791-2580-5 2019.06
平野玲音
（ひらの・れいね）
著
彩流社

マに綴った冊子『百味』連載のエッセイとともに紹介する。

DL不可 EPUB

*1031980213*
まんが古関裕而ものがたり 名曲でふりかえる「昭和」とオリンピック

音楽

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎762.1 件名◎古関裕而 ナマコ
甲子園のテーマ曲「栄冠は君に輝く」、ドラマの主題歌「君の名は」、東京五輪 93p
行進曲「オリンピック・マーチ」など、多くの名曲を残した古関裕而。国民に愛さ 冊子版 978-4-7791-2647-5 2020.04
内藤誠
（ないとう・まこと）
作
彩流社

三代目仙之助
（さんだいめ せんのすけ）
画

れるメロディーを作り続けた作曲家の人生をまんがで描く。

*1031980177*
モスクワの憂鬱 ―スクリャービンとラフマニノフ―
藤野 , 幸雄
彩流社

世紀末ロシアの生んだ二人の作曲家が描く対照的な生の軌跡…彷徨の中から、
神秘思想の音楽化をめざすスクリャービンと、革命後アメリカへ亡命し、ピアニス
トとして活躍するラフマニノフ。それぞれの生涯を追う初めての評伝。

音楽
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-398-2

1996

*1030945551*
音の深みへ

音楽

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎762.1 件名◎纐纈雅代 コオコ
日本を代表する女性サックス奏者・纐纈雅代による初の自伝。幼少時から学生時代、 101p
上京後のこと、バンマス鈴木勲氏や巨匠チャーリー・パーカーのことなどを徹底的 冊子版 978-4-7791-2624-6 2019.12
纐纈雅代
（こうけつ・まさよ）
著
彩流社

に語る。また、実際に使用している楽器についても詳細に解説。

DL不可 EPUB

*1031579543*
西からの音 ―音楽と美術―
前川 , 誠郎
彩流社

レコードは西洋文化への最も親しい案内人であった。画家デューラー研究で知られ
る美術史の碩学が日本における西洋音楽史の様式概念の混乱を解きほぐし、大胆
な組み換えを提唱する異色の音楽 エセー。

音楽
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-491-0

1998

*1032019514*
評伝古関裕而 国民音楽樹立への途

音楽

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎762.1 件名◎古関裕而 キヒコ
昭和初期、日本人として初めて国際的なコンクールに入選した国民的作曲家、古 375p
関裕而の評伝。激動の時代と試練を乗り越え、数多くの軍歌・歌謡曲を生み出し 冊子版 978-4-7791-1785-5 2012.08
菊池清麿
（きくち・きよまろ）
著
彩流社

た軌跡をたどる。950曲を超えるディスコグラフィーと年譜も収録。

*1031301247*
646

評伝古関裕而 新版

音楽

菊池清麿
（きくち・きよまろ）
著
彩流社

昭和初期、日本人として初めて国際的なコンクールに入選した国民的作曲家、古
関裕而の評伝。激動の時代と試練を乗り越え、数多くの軍歌・歌謡曲を生み出し
た軌跡をたどる。「拾遺」を大幅に加えた新版。

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎古関裕而 キヒコ 443p
冊子版 978-4-7791-2674-1 2020.05

*1032019534*
BAD MOOD 睡蓮みどり写真集

演劇

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎ H778.21 件名◎睡蓮みどり イバ
睡蓮みどり写真集！パリとヴェネツィアで撮影された写真と、睡蓮氏による短編小説 ス 1冊（ページ付なし）
を収める。写真構成：宮本和英氏（「月刊デジタルファクトリー」編集長）。
冊子版 978-4-7791-2605-5 2019.07
石黒健治
（いしぐろ・けんじ）
写真
彩流社

睡蓮みどり
（すいれん・みどり）
文・出演

*1031980184*
おやこで楽しむ講談入門
宝井琴星
（たからい・きんせい）
監修
彩流社

稲田和浩
（いなだ・かずひろ）
著

講談とは何か、どこに行けば聴けるのか、どんな講談があるのか。講談の基礎知
識、「三方ケ原軍記」「安珍と清姫の物語」など講談の演目とその歴史的文化的
背景をわかりやすく解説。釈台を叩く張り扇の作り方も紹介する。

演劇
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ K779.12 件名◎講談 ■オ 108p
冊子版 978-4-7791-2409-9 2018.02

*1031164239*
ゴジラの精神史 〈フィギュール 彩 13〉
小野俊太郎
（おの・しゅんたろう）
著
彩流社

2014年に“ 還暦 ”を迎える「ゴジラ」。日本人にとってのゴジラとは、どのようなもの
なのか ? 1954年の第一作目を徹底的に読み解き、ゴジラに込められている精神史
について考察する。

演劇
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎778.21 件名◎ゴジラ
（映画）オゴ
207p
冊子版 978-4-7791-7013-3 2014.05
DL不可 EPUB

*1031980129*
ドイツ演劇クロニクル

演劇

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎772.34 件名◎演劇－ドイツ テド
2001～2018年のドイツ演劇におけるシュレーフ、イェリネク、ヒュプナー、ファスビンダー、 249,16p
ローアーら劇作家達の情況をレポート。ドイツ演劇に関するベルリン、ウィーンの劇 冊子版 978-4-7791-2616-1 2019.10
寺尾格
（てらお・いたる）
著
彩流社

評・書評もまとめる。

*1031272495*
安部公房スタジオと欧米の実験演劇
コーチ・ジャンルーカ
彩流社

本書はイタリアの若き研究者が、現代文学に大きな足跡を残した作家・安部公房
の演劇活動の軌跡をたどり、その実験的な試みが世界性を持つことを同時代のアメ
リカ・ヨーロッパの前衛的な演劇集団との比較によって明らかにしたものである。

演劇
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-969-4

2005

*1030945504*
異能の日本映画史 日本映画を読み直す
木全公彦
（きまた・きみひこ）
著
彩流社

佐分利信、清水宏、木村元保、早川雪洲…。埋もれた異能の業績と名匠たちの
知られざる逸話を、緻密な調査で掘り起こす、もうひとつの映画史。ウェブサイト『映
画の國』掲載などをもとに書籍化。

演劇
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎778.21 件名◎映画－日本 キイ
295p
冊子版 978-4-7791-2591-1 2019.06

*1031272490*
647

映画と文藝 日本の文豪が表象する映像世界 〈えろこれ〉

演劇

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎778.04 件名◎映画 シエ 393p
人間の暗部の描写と精緻な分析に、内外の映画人たちは深く共感したに違いない－。 冊子版 978-4-7791-2648-2 2020.01
清水純子
（しみず・じゅんこ）
著
彩流社

「枕草子」「陰獣」「眠れる美女」「午後の曳航」など、外国で映画化された日
本の文豪の小説を原作および日本の映画化と比較して論じる。

*1032019530*
歌舞伎はこう見ろ! 椿説歌舞伎観劇談義

演劇

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎774 件名◎歌舞伎 カカ 237p
歌舞伎はなぜ凄いのか ? 歌舞伎と落語、名優伝、実践的観劇の鉄則を、日本で 冊子版 978-4-7791-1583-7 2010.12
快楽亭ブラック
（かいらくてい・ぶらっく）
著
彩流社

いまいちばん深く濃く歌舞伎を見ている落語家・快楽亭ブラックが論じ尽くす !

DL不可 EPUB

*1031579550*
快楽亭ブラックの毒落語

演劇

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎779.13 件名◎快楽亭ブラック
（2
下半身は猥談、上半身は冗談 ! 落語家・快楽亭ブラックの「毒落語」を徹底解剖。 代目）ヒカカ 277p
「古典」（コード）を借りて「創作」（アドリブ）していくその作家性の核を、本質 冊子版 978-4-7791-1460-1 2009.09
平岡正明
（ひらおか・まさあき）
著
彩流社

直観力で見抜く!

DL不可 EPUB

*1031579551*
活動大写真始末記

演劇

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
徳川夢声の直弟子・現役活動弁士が語る「弁士誕生」から現在までのサイレン 冊子版 978-4-88202-546-7

わか , こうじ
彩流社

ト映画の歩み。銀幕のスターが正に“スター”として大衆の心を掴んだ時代の映画
界、名作を生んだ撮影所の今昔と“ 活動屋 " 達の人間模様を赤裸々に綴る。写真
170枚。

五代目圓楽と
「星の王子さま」

1997

*1032019520*
演劇

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎779.13 件名◎三遊亭栄楽 サゴ
「星の王子さま」にも相通じる師匠の教えは、現代に必要な世界を伝えてくれました サ 281p
－。五代目圓楽の内弟子となり、亡くなるまでの長い年月を過ごした著者が、弟子 冊子版 978-4-7791-2596-6 2019.10
三遊亭栄楽
（さんゆうてい・えいらく）
著
彩流社

でなければわからないエピソードとともに圓楽の人となりを綴る。

*1031272496*
荒野とドルと拳銃と 極私的マカロニウェスタン映画論

演劇

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎778.237 件名◎映画－イタリア ニ
銃弾と鮮血のバラードにのって世界を席巻したイタリア製西部劇 = マカロニ・ウェ コ 422p
スタンは、ブームの終焉から半世紀以上経た現在でも世代を超えて支持されている。 冊子版 978-4-7791-2548-5 2019.01
二階堂卓也
（にかいどう・たくや）
著
彩流社

マカロニ・ウェスタンの血煙街道を辿り、その歴史と真実を綴る。

*1031980178*
日本映画裏返史

演劇

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎778.21 件名◎映画－日本 ニニ
唸る銃弾、煌めく白刃。怪猫乱舞に褌芸者。港出船にギターが咽ぶ。過ぎた昔を 368p
求めて辿る、花と怒濤の銀幕「裏」 街道 ! 1950年代から80年代までの、日本の 冊子版 978-4-7791-2656-7 2020.02
二階堂卓也
（にかいどう・たくや）
著
彩流社

通俗娯楽映画を批評する。

DL不可 EPUB

*1031579547*
648

名人宣言 落語家・快楽亭ブラックの本質

演劇

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎779.13 件名◎快楽亭ブラック
（2
落語家・二代目快楽亭ブラックの「核心」に触れる評伝。ブラックの高座から楽 代目）オメカ 324p
屋、日常の裏のウラまでを徹底的に見つくした新聞記者が、彼の魅力を余すところ 冊子版 978-4-7791-1755-8 2012.02
越智多藁惠
（おちだ・わらえ）
著
彩流社

なく語る。

DL不可 EPUB

*1031579548*
洋ピン映画史 過剰なる「欲望」のむきだし 〈えろこれ〉
二階堂卓也
（にかいどう・たくや）
著
彩流社

1970年代から1993年まで日本の映画マーケットに流布した欧米のポルノ映画「洋
ピン」。外国映画公開史からも映画業界からも忘れられつつあるその歴史を、作品
を厳選し高濃度に紹介する。「ピンク映画史」の姉妹編。

演劇
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎778.2 件名◎ポルノ映画－歴史
ニヨ 316p
冊子版 978-4-7791-2242-2 2016.12

*1031272499*
落語家のようなもの 立川こしら論

演劇

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎779.13 件名◎立川こしら ナラタ
高座や CD「高速落語」で強烈に異彩を放つ立川こしら。もし師匠が立川志らくで 223p
なかったら、もし嫌いな兄弟子がいたら、果たしてこしらは落語家を続けていたのだ 冊子版 978-4-7791-1930-9 2013.09
南葵亭樂鈷
（なんきてい・らっこ）
著
彩流社

ろうか。時代の先を走り続ける落語家、立川こしら、初の評伝。

*1031460161*
立川談志の正体 愛憎相克的落語家師弟論

演劇

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎779.13 件名◎立川談志
（5代目）
落語への想い、談志師への入門、師のスゴイとこ・セコイとこ、師の取り巻き連中、 カタタ 187p
師とお金…。様々な事情で立川流を「除籍」となり、フリーで落語家を続ける著者 冊子版 978-4-7791-1757-2 2012.02
快楽亭ブラック
（かいらくてい・ぶらっく）
著
彩流社

が、落語家・立川談志を鋭利な切っ先でスルドク剔抉する。

DL不可 EPUB

*1031579549*
2000勝投手はこうして誕生した サチェル・ペイジとその時代

スポーツ、体育

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎783.7 件名◎ ペイジ,サチェル サ
ニグロ・リーグ時代には約2500試合に登板し、2000勝以上をあげたサチェル・ペイジ。 ニペ 233p
史上最高の投手といわれるサチェル・ペイジの足跡を追い続けた著者による評伝。 冊子版 978-4-7791-2623-9 2019.11
佐山和夫
（さやま・かずお）
著
彩流社

*1031301248*
プロ野球の誕生 迫りくる戦時体制と職業野球
中西満貴典
（なかにし・みきのり）
著
彩流社

球団結成、日本職業野球連盟発足、最初のリーグ戦…。昭和10年、11年の野
球界とその背景を、「戦争」 へと突き進む国家体制を強く意識しつつ綴る。「追憶
の日米野球」「追憶の日米野球2」に続く野球史書。

スポーツ、体育
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎783.7 件名◎野球－歴史 ナプ
221p
冊子版 978-4-7791-2657-4 2020.02

*1032019531*
プロ野球の誕生 2 リーグ元年の万華鏡

スポーツ、体育

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎783.7 件名◎野球－歴史 ナプ
東京セネタース、阪急軍、名古屋金鯱軍…。球団が続々と結成され、「日本職業 269p
野球連盟」が発足。最初のリーグ戦が行われた－。昭和11年のプロ野球界とそ 冊子版 978-4-7791-2673-4 2020.04
中西満貴典
（なかにし・みきのり）
著
彩流社

れをとりまく時代背景を、当時の新聞記事を多く掲載しながら綴る。

*1032019532*
649

古角イズム ―野球王国・和歌山の中興の祖 - 古角俊郎伝―

スポーツ、体育

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
監督・古角を信じ、ひたすら練習に打ち込んだ新宮高校野球部の選手たち。彼ら 冊子版 978-4-7791-1103-7
田中 , 弘倫
彩流社

がつかんだ「自信」、それは実力の裏書きであった。「全国制覇」という具体的な
目標を掲げ、練習を裏づける野球理論、それを理解し実践する選手たち、それら
が揃ってはじめて成立した古角野球の真髄と軌跡を追究。

古武道入門 ―達人たちの《言葉》を身体化する!―
（オフサ
イド・ブックス 34）
日野 , 晃
彩流社

武蔵、一刀斎、白井亨といった達人たちを知るには、「身体」でたどる以外に道は
ない。道標としては、彼らの「言葉」にしか手がかりはないのだ。しかし、それを
曲解した動きの稽古をしても意味はない。自分という「頭」を含んだ身体が、その
痕跡を復元できなければ、「境地」が見えないのだ。

房總大相撲人國記

2005

*1030945521*
スポーツ、体育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-914-4

2004

*1030945523*
スポーツ、体育

谷口公逸
（たにぐち・こういつ）
著
彩流社

江戸～昭和の各時代に活躍した房総（千葉県）出身の力士たちをめぐる相撲研
究書。「足で書く」をモットーとする著者が生家・子孫・墓所などを訪ね、関係者
から話を聞いてまとめた逸話が満載。『房日新聞』連載を単行本化。

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎788.1 件名◎力士 タボ 513p
冊子版 978-4-7791-2610-9 2019.10

*1031272497*
〈写真集〉永久不滅のレトロスペース モノをして語らしめよ!
ムトー清次
（むとー・せいじ）
写真
彩流社

北野麦酒
（きたの・ばくしゅ）
文

札幌市西区にある私設博物館「レトロスペース・坂会館」。1994年から館長の私
費で運営され、展示品についての説明は一切なく、展示されているものは昭和のも
のだけ。その収蔵物を豊富な写真で紹介する。

諸芸、娯楽
同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎790 件名◎収集
（趣味）ムシ 1冊
冊子版 978-4-7791-2507-2 2018.07

*1031164245*
バスク語基礎学習20週

その他の諸言語

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎893.5 件名◎バスク語 イバ 220p
バスク語文献資料や詩小説が読めるようになりたい人に向けて、20週で身につくよう 冊子版 978-4-7791-2560-7 2019.04
石塚秀雄
（いしずか・ひでお）
著
彩流社

コンパクトに解説したバスク語基礎学習書。巻末に「厳選3000語〈日バ・バ日〉」
単語集を収載する。

*1031889400*
ファンタジーと歴史的危機 ―英国児童文学の黄金時代―

文学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
英国児童文学史上、優れたファンタジーが集中した1860年代、1900年代、1950年代。 冊子版 978-4-88202-785-0
安藤 , 聡
彩流社

『不思議の国のアリス』『ピーター・パン』『トムは真夜中の庭で』等が世に出た
これらの時代が、いずれも《歴史的危機》を迎えていたことに着目し、《ファンタジー
黄金時代》に書かれた作品と時代背景の関係を読み解く。地図・年表・読書案内付。

紀行ダートムアに雪の降る
立野正裕
（たての・まさひろ）
著
彩流社

6年ぶりのダートムア再訪。それは「帰郷」と言っていいほどの意味を持っていた。
土地の景観に接し、デジャヴュつまり既視感と呼ばれるあの疎隔の感じと懐かしさと
の混交した不思議な「感覚」の追究のために紡がれた6篇。

*1030945565*
文学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎904 件名◎文学 タキ 394p
冊子版 978-4-7791-2677-2 2020.04

*1032019541*
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2003

アイロンをかける青年 ―村上春樹とアメリカ―
千石 , 英世
彩流社

トレンディな都市小説として、あるいは喪失の世代の自己治癒の物語として流通す
る村上春樹の秘密とは？ 現実の凹凸にカタカナ言葉というアイロンをかけ、恋人、
性、他者に辿りつけない『ノルウェイの森』と、アメリカ文学の差異を読む。

日本文学
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-208-4

1991

*1030945501*
エノン( いずこへ ) ―アイヌの赤い星―

日本文学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
明治維新とともに始まる和人の入植—。異民族と異文化の奔流に巻き込まれたアイ 冊子版 978-4-88202-239-8
富樫 , 利一
彩流社

ヌ民族の苦境と希望の象徴として登場した金成大郎。初めての教員免許を取り、
「ア
イヌによるアイヌの学校」を設立するも、志なかばで追放された悲劇の生涯。

1992

*1031164246*
キミハドコニイルノ
中村 和恵
彩流社

迷いみちを楽しみつつ自分の居場所を探り、見知らぬ人と触れあい、他者の声に耳
をすます。読者自身のテーマに出会えるエセイ。鍵語は、仮住まい、名ナシ、植
民地、よそ者、女と男とおかま、本とひとのなか、カリブ、雲、民族、大阪弁、じ
じい等々。ふらふら歩いた東京、シドニー、大阪。借りものではない自分の眼で明
日を見つめる実践散歩哲学。

みちのく伝承 ―実方中将と清少納言の恋―
相原 , 精次
彩流社

帝から「歌枕さがして参れ」と命ぜられ、清少納言への恋歌「かくとだにえやはい
ぶきのさしも草……」との歌を残して旅立った実方中将。各地に遺る実方伝承の解
読を通して「歌枕」の意味と実方の実像、『枕草子』成立の謎に迫る。

日本文学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-467-5

1998

*1031980138*
日本文学
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-212-1

1991

*1030945549*
レイテ島曙光新聞物語
影山 , 三郎
彩流社

鉄条網に囲まれた生活のなかで、ペンとインクと数枚の紙によって自らの証しともい
うべき新聞が発行された。当時の読者と記者による新聞発行の苦労と苦難に耐え
抜いた1つの集団の、戦後における出発点を再確認する精神の軌跡。

日本文学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-008-0

1980

*1030945558*
解読額田王 ―この悲壮なる女性―
福沢 武一
彩流社

難解な万葉集「第九歌」は、天智天皇に召され人生の危機を迎えた額田王の悲
鳴である。それから八年後、「第二の生」を歩む決意を固めた悲壮な肉声が「三
輪山悲歌」を生んだ。「第九歌」を読み解いた「額田王像」は通説に鋭い批判
の矢を放つ。

季節のおくりもの 私の調心記
澁井展子
（しぶい・ひろこ）
著
彩流社

小さなこと、ささやかなものの中に、愛しさや輝き、愉しみを見出しながら、毎日を生
きていきたい－。『東京都医師会雑誌』連載の「編集室だより」からセレクトした、
医学・医療関連以外の四季折々を巡るエッセイを収録。

日本文学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-462-0

1999

*1031980131*
日本文学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎914.6 シキ 164p
冊子版 978-4-7791-2665-9 2020.04

*1031980198*
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季節のおくりもの 私の調心記
澁井展子
（しぶい・ひろこ）
著
彩流社

小さなこと、ささやかなものの中に、愛しさや輝き、愉しみを見出しながら、毎日を生
きていきたい－。『東京都医師会雑誌』連載の「編集室だより」からセレクトした、
医学・医療関連以外の四季折々を巡るエッセイを収録。

日本文学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎914.6 シキ 164p
冊子版 978-4-7791-2665-9 2020.04
DL不可 EPUB

*1031980207*
宮澤賢治物語
竹沢 , 克夫
彩流社

「雨ニモマケズ 風ニモマケズ……」この詩は大トランクの袖ポケットに入った手
帳の中から死後、発見された。詩人、童話作家、宗教者、農業技術者……孤高
の詩魂と熱情に生き、安住を拒否し、意志に殉じた賢治37年の生涯を描く。

日本文学
同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-226-8

1992

*1030945550*
高橋たか子の風景
中川 成美
彩流社

世紀末に甦る渇望の文学。高橋たか子の「風景」は圧縮された現代文学の風景
の点描である。その点描が文学そのものをいま一度問い直し、その意味を求めて
文学の始原へと遡行していく。異彩を放つ高橋たか子の世界に光を当てる多角的
論集。異彩を放つ高橋たか子の文学世界を多様な側面から考察する。

私の戦中戦後絵日記 昭和十九年三月～二十二年八月

日本文学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-466-8

1999

*1031980137*
日本文学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎916 件名◎太平洋戦争
（1941～
疎開先、岐阜県の農村での日常は、戦場とも戦禍ともいえなかったが、戦争の影 1945）オワ 209p
は色濃くあった－。竹槍訓練、バケツリレー、農作業、子守、いじめ…。少女時代、 冊子版 978-4-7791-2617-8 2019.08
岡井禮子
（おかい・れいこ）
著
彩流社

京都の学友と別れ、父の故郷へ学童疎開した頃に綴った絵日記。

*1031164238*
祝祭と修羅 ―全共闘文学論―
黒古 , 一夫
彩流社

全共闘運動を素材とした作品群に初めて「全共闘文学」という呼称を付与した著
者が、三田誠広、高城修三、山川健一、立松和平、桐山襲、兵頭正俊らの小
説及び、永田洋子、大道寺将司らの手記を通して、同世代体験と文学を論じる。

日本文学
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-073-8

1985

*1030945526*
小林秀雄とベルクソン ―「感想」
を読む―増補版
山崎 , 行太郎
彩流社

パラドキシカルな批評家と見られ、未だに「火薬庫」の役割を果たす小林秀雄の
批評原理を、未完の長編「感想」( ベルクソン論 ) の読みを通し、現代物理学の
パラダイム・チェンジの中に、その独自の方法を見出した注目の評論集。

日本文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-497-2

1997

*1030945522*
戦野の詩 ―証言・比島作戦の綴り―
村田 , 三郎平
彩流社

太平洋戦争で最大の激戦地となったフィリピン戦線に従軍した将兵及び在留邦人
の出陣・開戦から敗戦・帰還まで、
さらに戦後の遺骨収集や戦跡巡拝等の折々に綴っ
た和歌を中心に日記や戦記700冊の中から当時の肉声を集めた貴重書。

日本文学
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-070-7

*1030945532*
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1985

村上春樹、転換する
吉田 , 春生
彩流社

村上春樹の小説では既視感に襲われる。スパゲティをゆでる、アイロンをかける、
コーヒーを滴れる。作家のライフスタイルに由来する所作のことではない。どこかで
見たり読んだりした場面のことだ。こうした既視感はどこから来るのか。しかしいま村
上の変貌が読者をとまどわせる。現実の事件をテーマとして描く作家の姿勢を検証
し、転換する作品を論ずる。

村上春樹とポストモダン・ジャパン グローバル 化の文化と文学
三浦玲一
（みうら・れいいち）
著
彩流社

村上春樹はグローバル・ポピュラー・カルチャーとしての「アメリカ文学」を日本語
で書いた作家である…。アメリカ文学、カズオ・イシグロ、ディザスター映画、宮
崎駿などを縦横に論じる。『文學界』掲載等を単行本化。

日本文学
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-495-8

1997

*1032019516*
日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎910.268 件名◎村上春樹 ミムム
178,5p
冊子版 978-4-7791-2005-3 2014.03
DL不可 EPUB

*1031460176*
電子文学論

日本文学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
コンピュータゲーム、ヴァーチャル・リアリティ、サイバーパンク、マルチメディアな 冊子版 978-4-88202-269-5
榎本 , 正樹
彩流社

どコンピュータ・テクノロジーと混成的に関わる現代文学の過去・現在・未来を辿
るサイバー・クリティークの誕生。詳細な参考文献。映像資料付。

1993

*1030945538*
東大法学部の真相 元全共闘の証言
大野正道
（おおの・まさみち）
著
彩流社

エリートによるエリートたちの様々なる肖像－。筑波大学名誉教授であり、博士・弁
護士資格を有する著者が、東大駒場全共闘として活躍した時代（昭和43年6月～
44年9月）のその後をいかに過ごしたのかをありのままに記す。

日本文学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎377.96 件名◎学生運動 オト
114p
冊子版 978-4-7791-2558-4 2019.01

*1031272498*
文学するコンピュータ

日本文学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎
講演、トークセッション、評論、エッセイ、インタビュー、ブックレビューと、多彩な 冊子版 978-4-88202-465-1
榎本 正樹
彩流社

論述のバリエーションに加え、幅広いコンテンツを含む本書は、それ自体マルチメディ
ア的多様性に富んだテキストである。ポリフォニックなエクリチュールの饗宴をお楽
しみいただければ幸いである。電子メディアの革命的状況を文学の眼で読む。

亡命者帰らず ―天皇テロル 子供たち―
野崎 , 六助
彩流社

山谷でテロルに斃れた映画作家佐藤満夫への哀感、ニュー・ウェーブの旗手笠
井潔、竹田青嗣、桐山襲への本格的批評、“いじめ”の縮図、子供たちの「浮浪者」
襲撃事件などをテーマに、失われゆく同時代体験の意味を問う書下し評論。

1998

*1031980136*
日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-080-6

1986

*1030945548*
霧の中

日本文学

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
1981年、パリで留学生仲間のオランダ人女子学生を殺害し、その死体の一部を 冊子版 978-4-88202-746-1
佐川 , 一政
彩流社

食したとして逮捕された著者が、事件の一部始終を詳細に記した小説仕立ての手
記——それが本作『霧の中』。ストーカー、異常犯罪の心理、心神喪失、カニバ
リズム……『霧の中』の「小説」 部分をそのまま復刻し、〝佐川問題〟の現在的
意義を世に問う。

2002

*1031210647*
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模倣における逸脱 ―現代探偵小説論―
笠井 潔
彩流社

「本格ミステリ」を読むという戦慄的経験。80年代後半以降のミステリの新たな動
きを、戦前・戦後に続く「第三の波」と捉える著者の評論集。「人間」や「リアリ
ティ」という類の古色蒼然たる批評用語がミステリ界の一部では無自覚に流通する
現状に活路を開く。状況論から作家論、自作に関するエッセイまで、批評の空白あ
るいは不在への犀利な回答。

夕日と黒 パン

日本文学
同時アクセス1 8,009円 + 税
同時アクセス3 12,013円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-406-4

1996

*1031980121*
日本文学

中井 , 三好
彩流社

満州国の崩壊、そしてシベリア抑留へ。望郷の念にかられながらも、自分の信念
に順じ、苛酷な条件下での労働と“ 民主化 ” の嵐の中で自己を貫いた一憲兵曹長
の軌跡を通して描く極限下の人間模様。戦争とは？平和とは何かを問う。

同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-151-3

1989

*1030945555*
利休最後の半年【スマホ・読上】
（※）

日本文学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
利休斬首の直前の半年間に凝縮された茶人利休の生きざまに焦点を当て、これま 冊子版 978-4-88202-469-9
土田 隆宏
彩流社

での多くの疑問や謎 ──秀吉との対立の真相、高山右近との密会の意味、侘茶
の本質、辞世の真情、を解明する。クリスチャンで茶人の著者による全く新しい利
休像。

臨床文学論 ―川端康成から吉本ばななまで―
近藤 , 裕子
彩流社

川端康成、村上春樹、吉本ばなな、山本昌代、尾崎翠の作品を臨床心理学や
精神病理学などの学問成果を援用し、解読。従来明らかにされにくかった＜自己＞
像に迫る新批評集。

1998

DL不可 EPUB

*1031980130*
日本文学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-793-5

2003

*1030945557*
漱石と英国 ―留学体験と創作との間―増補版

日本文学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
「漱石の倫敦、ロンドンの漱石」 ──二つの視点を踏まえ、精緻な資料の読みと 冊子版 978-4-88202-463-7
塚本 利明
彩流社

当時の社会事情の復原を通して名作「倫敦塔」の創作過程を解明した。知られ
ざるスコットランド旅行の足跡と目的を探り、漱石の英国体験に新しい光を当てる。

1999

*1031980134*
中央駅

中国文学

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 3,630円 + 税
分類◎929.13 キチ 302p
ホームレスに転落した若い男は、駅前に流れ着いてまもなく、全財産といえるカバン 冊子版 978-4-7791-2611-6 2019.11
キムヘジン著
彩流社

生田美保
（いくた・みほ）
訳

を同じくホームレスの女に盗まれてしまい…。ホームレスがたむろする中央駅を舞台に、
どん底に堕とされた男女の哀切な愛を描き出す長編小説。

DL不可 EPUB

*1031301251*
〈連載版〉マーク・トウェイン自伝
マーク・トウェイン著
彩流社

里内克巳
（さとうち・かつみ）
訳

マーク・トウェインが、晩年に発表した唯一の自伝テクスト。速記者を聴き手に気の
向くままに自らの歩みを語る。「トム・ソーヤー」 等に使われたエピソードなど、文学
者トウェインその人と、作品の理解に役立つ。

英米文学
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◎トウェーン,マークトレト
468,8p
冊子版 978-4-7791-2676-5 2020.05

*1032019535*
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『ジェーン・エア』の作者って、どんな人 ?
シャーロット・ブロンテの素顔

英米文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
中岡洋
（なかおか・ひろし）
著
分類◎930.268 件名◎ブロンテ,シャーロッ
彩流社
ト ナジブ 120p
男性絶対優位社会にあって、“カラー・ベル”のペンネームで登場し、
「ジェーン・エア」 冊子版 978-4-7791-1803-6 2012.06

という英文学史上に輝く金字塔を遺したシャーロット・ブロンテ。その生きざまを、写
真や図版とともにわかりやすく紹介する。

アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー（マーク・トウェイン
コレクション 16）
マーク・トウェイン
彩流社

喧嘩相手の一撃で気絶して意識を取り戻してみると、そこは騎士道精神に貫かれ
た6世紀のイギリスであった。主人公 ハンク・モーガンは、近代科学の知識を駆
使したことからアーサー王の目に止まり、多くの改革や教育に手を染める。そして、
みずからも諸国遍歴の旅へ出て、数々の冒険を体験していく。

アフリカ ―文学的イメ－ジ―

DL不可 EPUB

*1031480111*
英米文学
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-538-2

2000

*1030945493*
英米文学

同時アクセス1 15,378円 + 税
同時アクセス3 23,067円 + 税
分類◎
白人にとって冒険や搾取の対象であった時代から、豊かな多様性と独自のアイデン 冊子版 978-4-88202-230-5
マ－ティン・タッカ－山崎勉
彩流社

ティティを主張する様々なアフリカ像を多数の文学作品の歴史、社会的背景を踏え
て描き、地域や年代による特徴を浮き彫りにする比較文学的試みの名著。

1992

*1031980154*
アメリカの爵位権主張者（マーク・トウェインコレクション 12）
マーク・トウェイン
彩流社

産業社会が開花する19世紀末のアメリカ社会の混乱を鋭く体現した奇想天外な物
語。『金メッキ時代』の15年後の2カ月間を描く本書は、空想癖のある爵位権主
張者と、平等主義に憧れる英国の子爵との奇妙な出会いを描く傑作。本邦初訳。

英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-533-7

1999

*1030945488*
アメリカ文学の冒険 ―空間の想像力―

英米文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
アメリカ文学が20世紀初頭から中葉にかけて第二の興隆期を迎え、小説分野にお 冊子版 978-4-88202-488-0
原川 , 恭一
彩流社

いては「アメリカ小説の時代」と言いうる昂揚が現出した。そして、さまざまな個
性が激変する社会と連動しながら文壇を華麗に彩った。なかでもフォークナーがそ
の扉を押し開き、自らも長いあいだ中枢であり続けた。この興隆には多くの研究者が
目を向け論文が執筆された。

ウィルキー・コリンズ 短編選集

SELECTED SHORT STORIES OF WILKIE COLLINS

ウィルキー・コリンズ 著
彩流社

北村みちよ
（きたむら・みちよ）
編訳

シリアスに、ときにユーモラスに語られる市井の人々が直面する謎、秘密、運命…。
はたして結末は!? ヴィクトリア朝屈指のストーリーテラー、ウィルキー・コリンズが贈る、
味わいの異なる5つの物語。

ウォルコットとヒーニー ―ノーベル 賞詩人を読む―

1998

*1032019512*
英米文学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎933.6 コウ 257p
冊子版 978-4-7791-2192-0 2016.02
DL不可 EPUB

*1032019550*
英米文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
カリブ 海のデレック・ウォルコットとアイルランドのシェイマス・ヒーニーのノーベル 冊子版 978-4-88202-489-7
徳永 , 暢三
彩流社

文学賞詩人。周縁から普遍へ、ポストコロニアル世界から表出された感性豊かな
同時代の声。詩を数多く引用し、作品を対象としたエッセイ集。

1998

*1032019513*
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オーウェル 暦年事典
大石 , 健太郎
彩流社

オーウェルの伝記的研究の第一人者による画期的な年譜。伝記事項／著作／手
紙／住居・旅行／家族消息／友人消息／補遺の各項目ごとに詳細に生涯を跡づ
けた。オーウェルや同時代人の証言をコラムとして挿入。付、系図、文献一覧。

英米文学
同時アクセス1 40,040円 + 税
同時アクセス3 60,060円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-330-2

1995

*1030945515*
ジェイン・オースティン研究の今 同時代のテクストも視野に入れて

英米文学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎930.268 件名◎オースティン,ジェー
ジェイン・オースティンの作品と時代との関わり、技法、他作家作品とオースティン ン ■ジオ 382,14p
との関わり、同時代に活躍した他作家の作品について、最前線の研究者たちが論 冊子版 978-4-7791-2287-3 2017.04
日本オースティン協会編
彩流社

じる。

*1031460162*
スティーヴ・エリクソン（現代作家ガイド 2）
越川 , 芳明
彩流社

メルヴィル、フォークナーの後継者と目さる作家 エリクソン。その創作の源を文学だ
けでなく、ロック、映画、コミック等のサブカルチャーにも求め、実像に迫る。彼の
多様性を探るべく、宮内勝典、島田雅彦他、多彩な執筆陣の論考を収録。

英米文学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-402-6

1996

*1031132316*
それはどっちだったか

英米文学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎933.6 トソ 477p
南北戦争前のアメリカ南部の田舎町。〈噓〉をつくことによって果てしなく堕ちていく 冊子版 978-4-7791-2094-7 2015.03

マーク・トウェイン著
彩流社

里内克巳
（さとうち・かつみ）
訳

町の名士を描く。グロテスクで残酷な笑いと悪夢の物語。トウェイン晩年の未発表
作品の邦訳。原型となった短編も収録。

*1032019546*
それはどっちだったか

英米文学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎933.6 トソ 477p
南北戦争前のアメリカ南部の田舎町。〈噓〉をつくことによって果てしなく堕ちていく 冊子版 978-4-7791-2094-7 2015.03

マーク・トウェイン著
彩流社

里内克巳
（さとうち・かつみ）
訳

町の名士を描く。グロテスクで残酷な笑いと悪夢の物語。トウェイン晩年の未発表
作品の邦訳。原型となった短編も収録。

DL不可 EPUB

*1032019549*
ディケンズとアメリカ ―19世紀アメリカ事情―

英米文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
1842年と1867年のアメリカ旅行の実態を、『アメリカ紀行』や手紙、秘書 パトナ 冊子版 978-4-88202-492-7
川澄 , 英男
彩流社

ムの手記、当時の新聞、会見者の日記などを手がかりに復元。作家ディケンズを
迎えた若きアメリカ社会とそこに何かを求めるディケンズの本質に迫る。

1998

*1032019515*
トム・ソーヤーの冒険【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレ
クション 6）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

冒険小説の古典として文学史にのこる名作は意外に知られていない？ 自由奔放な
少年トムとハックを中心に描く本書は、少年少女小説の形式をとりながらも、当時の
閉塞したアメリカ社会への批判を根底に秘めた大人のメルヘンであった。

656

英米文学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-375-3
DL不可 EPUB

*1030945581*

1996

ハズリット箴言集 ―人さまざま―
W. ハズリット
彩流社

こざかしい人間と偽善者と口先ばかりの小才子がはびこる今の世の中で、ともすれ
ば見失われがちな大切なことをハズリットは私たちに思い出させてくれる。それは、
この世から何が失われようと、偉大な気高いものを消し去ることは誰にもできない、そ
してそれを探し求め、いつくしむことこそ、私たちの人生を実り多いものにする、とい
うことである。（R･H･ブライズ）

ハックルベリィ・フィンの冒険【スマホ・読上】
（マーク・トウェ
インコレクション 7）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「トム・ソーヤーの冒険」の続編にあたる本書は、放浪を宿命づけられたハックを主
人公に描いたもので、“ 南部人 ”としてのトウェインの顔が随所に現れた作品として
も論争の的になっている。巻末に新たに発見された原稿を追補。

ハワイ通信（マーク・トウェインコレクション 15）
マーク・トウェイン
彩流社

サンフランシスコ「ユニオン紙」の特派員トウェインが、併合前（1866年）の知
られざるカメハメハ五世治世下のハワイ王国の風景・気候・歴史・政治・伝説・
宗教・生活、そして馬や猫の話までを活写した貴重な現地報告！旅行記の体裁をとっ
た本書は、その後の紀行作家の先駆をなす書となった。

ヘミングウェイの時代 ―短編小説を読む―
日下 , 洋右
彩流社

ヘミングウェイの短篇小説は1923年から33年までの十年間に出版されており、長篇
『日はまた昇る』と『武器よさらば』を含めれば、最も多産で充実した時期であっ
たといえる。ヘミングウェイ文学の核心をなす短篇小説を研究者たちが独自の理論
を展開し、最新の文学研究の成果を取り入れ、その文学的本質に迫る。

ホロコーストを生き抜く 母の伝記と娘の回想
イレーナ・パウエル 著
彩流社

河合秀和
（かわい・ひでかず）
訳

これは、乳飲み子を抱えた母親が、死神を騙し抜いて生き延びた話－。ナチ占領
下での戦時の体験、戦後のポーランド・イスラエル・ドイツなどで味わった苦難の
歳月…。娘である著者が、母の言葉を通してその生涯を綴る。

英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-185-8

1990

*1030945542*
英米文学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,650円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-386-9

1996

DL不可 EPUB

*1030945582*
英米文学
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 978-4-88202-537-5

2000

*1030945492*
英米文学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-516-0

1999

*1032019519*
英米文学
同時アクセス1 12,650円 + 税
同時アクセス3 31,570円 + 税
分類◎936 件名◎ホロコースト
（1939～
1945）パホ 437,6p
冊子版 978-4-7791-2428-0 2018.03
DL不可 EPUB

*1031579545*
マーク・トウェインスピーチ集（マーク・トウェインコレクション 17）
マーク・トウェイン
彩流社

本書はマーク・トウェインのアメリカを物語る40年に及ぶ講演の記録である。本書
に登場するアメリカを代表する多彩な顔ぶれ、19世紀から20世紀にかけての歴史
的諸問題に真摯に向き合ったトウェインの素顔や人生観を垣間みることのできる貴
重な書である。

マーク・トウェイン新研究 ―夢と晩年のファンタジー―
（マー
ク・トウェインコレクション 20）
有馬 , 容子
彩流社

名作『ハックルベリィ・フィンの冒険』の「脱出のエピソード」から、後期に多数
書かれた未完の作品、
『ミステリアス・ストレンジャー44号』までの作品を通し、トウェ
インの「ファンタジーの世界」を今注目の研究者が初めて明かす。日本におけるトウェ
イン関係の詳細な文献目録付き。

英米文学
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 15,620円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-539-9

2001

*1030945494*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-543-6

2002

*1030945498*
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まぬけのウィルソンとかの異形の双生児【スマホ・読上】
（マー
ク・トウェインコレクション 1）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「まぬけのウィルソン」は、指紋採集を趣味とする弁護士が、黒人と白人の取替え、
そして殺人事件に至る悲喜劇を解決するミステリー作品の原点。「かの異形の双
生児」は、奇形のイタリア貴族が米国で巻き起す南北戦争時代のコミカル劇。

ミシシッピの生活 下【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレ
クション 2B）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「ハックルベリィ・フィンの冒険」の素地となった作品。前半はマーク・トウェイン自
身の4年間の水先案内人時代の生活を描き、後半は、21年ぶりに訪れたミシシッピ
川やその流域の変貌を描く。当時の状況を知る優れた風土記でもある。

ミシシッピの生活 上【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレ
クション 2A）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

「ハックルベリィ・フィンの冒険」の素地となった作品。前半はマーク・トウェイン自
身の4年間の水先案内人時代の生活を描き、後半は、21年ぶりに訪れたミシシッピ
川やその流域の変貌を描く。当時の状況を知る優れた風土記でもある。

ミステリアス・ストレンジャー44号【スマホ・読上】
（マーク・ト
ウェインコレクション 5）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

時代は中世。舞台はオーストリアの古城。超能力を持つ正体不明のストレンジャー
44号に「分身」と「本体」に分裂した人間像を与え、その自由奔放な行動を通じ
て、「無意識」という名の人間の深層心理を浮き彫りにした先駆的作品。

ヨーロッパ 放浪記 下【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコ
レクション 8B）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“ 旅人 ”トウェインの長編紀行 “A Tramp Abroad” の本邦初訳。1878年、百余
年前のドイツを行くトウェイン、ある時には勇者ビスマルクを論じ、ワグナーを語り、
ターナーを描く。下巻はスイス、イタリアを旅し、ヨーロッパを語る。

ヨーロッパ 放浪記 上【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコ
レクション 8A）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“ 旅人 ”トウェインの長編紀行 “A Tramp Abroad” の本邦初訳。1878年、百余
年前のドイツを行くトウェイン、ある時には勇者ビスマルクを論じ、ワグナーを語り、
ターナーを描く。下巻はスイス、イタリアを旅し、ヨーロッパを語る。

ロビンソン・クルーソーの世界

英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-322-7

1994

DL不可 EPUB

*1030945575*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-327-2

1995

DL不可 EPUB

*1030945577*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-326-5

1994

DL不可 EPUB

*1030945576*
英米文学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-361-6

1995

DL不可 EPUB

*1030945580*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-404-0

1996

DL不可 EPUB

*1030945584*
英米文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-403-3

1996

DL不可 EPUB

*1030945583*
英米文学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
本書は、作者ダニエル・デフォーの足跡を18世紀初頭の社会情勢の中に位置付け、 冊子版 978-4-88202-047-9
落合 , 幸二
彩流社

なぜ自分の著作としてではなく“クルーソー”の自叙伝として刊行したかを明らかにし、
通俗的な“ロビンソン物語 ”に秘められた時代精神を解明した労作。

*1030945561*
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1984

ロレンスのイタリア
上村 哲彦
彩流社

Ｄ・Ｈ・ロレンスのイタリア紀行三部作『イタリアの薄明』『海とサルデニア』『エ
トルリア遺跡』を論じた本邦初の評論集。著者自らが作品に描かれた地を訪れ、
イタリアの持つ肉感性とロレンスの知性が見事に融合していくさまを克明に描く。ロ
レンスという作家にとっての「邂逅」と「退行」と「再生」といったひとつの循環
の輪が理解できる。

王子と乞食（マーク・トウェインコレクション 13）
マーク・トウェイン
彩流社

歴史上実在の英国国王 ヘンリー8世の死からその息子 エドワード6世即位までの期
間を背景に、人間の残酷さと優しさを、皇太子 エドワードと少年トムを主人公に“と
りかえばや物語 ”として描いた初の歴史小説。

英米文学
同時アクセス1 7,048円 + 税
同時アクセス3 10,573円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-399-9

1996

*1031980120*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-534-4

1999

*1030945489*
金メッキ時代 下（マーク・トウェインコレクション 19B）
M・トウェイン
彩流社

南北戦争後の バブルに躍った人びとを風刺した本書は、「金メッキ時代」(The
Gilded Age)という歴史に残る言葉をつくった。投機熱にわく西部、ウォール街の金
融家、成金貴族たちなどの姿は、古くて新しい諸問題の手がかりを提供してくれる
文明批評家トウェインの面目躍如の書である。

金メッキ時代 上（マーク・トウェインコレクション 19A）
M・トウェイン
彩流社

南北戦争後の バブルに躍った人びとを風刺した本書は、「金メッキ時代」(The
Gilded Age)という歴史に残る言葉をつくった。投機熱にわく西部、ウォール街の金
融家、成金貴族たちなどの姿は、古くて新しい諸問題の手がかりを提供してくれる
文明批評家トウェインの面目躍如の書である。

細菌 ハックの冒険【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレク
ション 9）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

生物実験で本当は鳥になるはずだったのに、コレラ菌になってしまった主人公は人
間の体内に入る。そこには騒然とした細菌国家があった……。当時、世界的に注
目を浴びていたダーウィンの『進化論』への痛烈な批判を込めて描く。 本邦初訳。

人間とは何か ? 【スマホ・読上】
（マーク・トウェインコレクショ
ン 4）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“ソクラテスになったマーク・トウェイン”。老人と若者との対話形式で、近代社会を
支える人間存在を、自らの欲望で動く「機械」にすぎないと断言するパラドックス
的人間論。作者晩年の代表作でペシミズムの影が現れた哲学的な作品。

西部放浪記 下（マーク・トウェインコレクション 11B）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインが銀鉱採掘ブームにわく西部のネヴァダへ向け兄と共に出発するところか
ら始まる本書は、カーソン、ヴァージニア、サンフランシスコ、ハワイと5年半にわ
たる旅で見た西部の自然と生活を文学者の眼で鋭く描く。本邦初の完訳。

英米文学
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 978-4-88202-542-9

2002

*1030945497*
英米文学
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 978-4-88202-541-2

2001

*1030945496*
英米文学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-416-3

1996

DL不可 EPUB

*1030945585*
英米文学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-350-0

1995

DL不可 EPUB

*1030945579*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-532-0

1998

*1030945487*
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西部放浪記 上（マーク・トウェインコレクション 11A）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインが銀鉱採掘ブームにわく西部のネヴァダへ向け兄と共に出発するところか
ら始まる本書は、カーソン、ヴァージニア、サンフランシスコ、ハワイと5年半にわ
たる旅で見た西部の自然と生活を文学者の眼で鋭く描く。本邦初の完訳。

英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-531-3

1998

*1030945486*
赤道に沿って 下（マーク・トウェインコレクション 14B）
マーク・トウェイン
彩流社

英米文学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
本邦初訳！ トウェイン研究者として有名な 冊子版 978-4-88202-536-8

世界講演旅行の後編は大インド紀行
ニューヨーク市立大学教授のフレッド・キャプランの解説付。

2000

*1030945491*
赤道に沿って 上（マーク・トウェインコレクション 14A）
マーク・トウェイン
彩流社

事業に失敗したトウェインは借金返済のため一年間にわたる世界講演旅行に出か
ける。その訪問先はフィジー、オーストラリア、ニュージーランド、セイロン、インド、
南アフリカである。好奇心旺盛な彼はここでも鋭い観察力を発揮する。本邦初訳。

英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-535-1

1999

*1030945490*
地球からの手紙 ; アダムとイヴの日記 ; クリスチャン・サイ
エンス【スマホ・読上】
（マーク・
トウェインコレクション 3）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

“キリスト教と性 ”をテーマとした表題作は、「大天使」サタンに擬し、人間のもつ
偽善性を赤裸々に描く。「アダムとイヴの日記」は、「創世記」にヒントをえてトウェ
インの女性観を披露した作品。「クリスチャン・サイエンス」は本邦初訳。

地球紀行（マーク・トウェインコレクション 18）

英米文学
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-344-9

1995

DL不可 EPUB

*1030945578*
英米文学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎
知られざるトウェインの魅力を満載した貴重な未発表品集！ 本邦初訳の
『地球紀行』 冊子版 978-4-88202-540-5

マーク・トウェイン
彩流社

は、ほぼ年代順に編集されている点で、トウェインの作家人生を辿る道しるべとなっ
ている。

2001

*1030945495*
地中海遊覧記 下【スマホ・読上】
（マーク・
トウェインコレクショ
ン 10B）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインを空前のベストセラー作家にしたアメリカの “ お上りさん” の旅。豪華蒸
気船に乗りジブラルタル海峡を渡り、フランス、イタリア、ギリシア、トルコ、パレ
スチナ、エジプト、スペインなど地中海沿岸を回遊した紀行文学の傑作。

地中海遊覧記 上【スマホ・読上】
（マーク・
トウェインコレクショ
ン 10A）
（※）
マーク・トウェイン
彩流社

トウェインを空前のベストセラー作家にしたアメリカの “ お上りさん” の旅。豪華蒸
気船に乗りジブラルタル海峡を渡り、フランス、イタリア、ギリシア、トルコ、パレ
スチナ、エジプト、スペインなど地中海沿岸を回遊した紀行文学の傑作。
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英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-429-3

1997

DL不可 EPUB

*1030945587*
英米文学
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-427-9
DL不可 EPUB

*1030945586*

1997

鼻持ちならぬバシントン

英米文学

サキ著 花輪涼子
（はなわ・りょうこ）
訳
彩流社

20世紀初頭のロンドン。豪奢な社交界を舞台に、独特の筆致で描き出される親子
の不器用な愛と絆－。シニカルでブラックユーモアに溢れた世界観が特徴の短篇
作品の巧手 サキによる長篇小説。

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎933.7 サハ 237p
冊子版 978-4-7791-2595-9 2019.07
DL不可 EPUB

*1032019552*
北斎と応為 The Ghost Brush 上

英米文学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎933.7 件名◎葛飾応為－小説 ゴ
浮世絵師・北斎の娘は、父をも凌ぐ天才絵師だった! 「美人画ではかなわない」と ホ 265p
北斎に言わしめた娘・お栄。江戸時代の実在の絵師ながら、謎に包まれた“もうひ 冊子版 978-4-7791-2027-5 2014.06

キャサリン・ゴヴィエ著 モーゲンスタン陽子訳
彩流社

とりの北斎 ” の生涯を描き出す。

*1031210645*
北斎と応為 The Ghost Brush 下

英米文学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎933.7 件名◎葛飾応為－小説 ゴ
偉大なる父・北斎を支え、その影として生きる娘。父への愛と、自らの筆に込められ ホ 309p
た渇望…。葛飾応為に魅せられたカナダ人女性作家が、浮世絵に秘められた真 冊子版 978-4-7791-2028-2 2014.06

キャサリン・ゴヴィエ著 モーゲンスタン陽子訳
彩流社

実の物語を描き出す。

*1031210646*
ボミューニュの男
ジャン・ジオノ著
彩流社

フランス文学

山本省
（やまもと・さとる）
訳

頑迷固陋な農民に幽閉されている女性を救うのは、アメデの献身的な友情と、雄
弁なハーモニカの音楽と、アルバンの高邁な精神の力であった－。アメデがアンジェー
ル救出劇の一部始終を物語る。「牧神三部作」の第2作。

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎953.7 ジボ 232p
冊子版 978-4-7791-2632-1 2019.11
DL不可 EPUB

*1031889409*
二番草

フランス文学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ ジニ 239p
小川の流れとひとりの女の魔術と力強い犂がこの再生の物語を支えている－。男と 冊子版 978-4-7791-2680-2 2020.05

ジャン・ジオノ著
彩流社

山本省
（やまもと・さとる）
訳

女の再生、農業の復活、廃墟同然だった村の復興の物語。
「丘」
「ボミーニュの男」
に続く「牧神三部作」の第3作。

*1032019540*
木を植えた男

フランス文学

ジャン・ジオノ
彩流社

樹木や森林の重要性をいち早く物語で表現したジオノ。世俗的な報酬をいっさい求
めることなく黙々と森林再生に努めたブフィエ。読者がそれぞれ自分の状況に応じて
この物語を楽しんで読めばいい。文学は多様な読み方が可能なのである。

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7791-1182-2

2006

*1030945519*
エスプランディアンの武勲（いさおし） アマディス・デ・ガウラ 続

スペイン文学

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎963 ロエ 502,10p
コンスタンチノープル防衛のための異教徒トルコ軍との戦い。天下無敵の父アマディ 冊子版 978-4-7791-2651-2 2020.01
ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ著
彩流社

岩根圀和
（いわね・くにかず）
訳

ス・デ・ガウラの子「コンスタンチノープル皇帝 エスプランディアン」の波瀾万丈
の世界を描く。「アマディス・デ・ガウラ」の続編。

*1032019542*
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そよ吹く南風にまどろむ
ミゲル・デリーベス著
彩流社

喜多延鷹
（きた・のぶたか）
訳

20世紀スペイン文学を代表する作家デリーベスの中・短篇集。裸で突然死した
父に着物を着せようと奮闘する少年を描いた「死装束」など、自然、身近な人々、
子ども、死のテーマが過不足なく融合した4作品を所収。

スペイン文学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ デソ 266p
冊子版 978-4-7791-2671-0 2020.05

*1032019545*
そよ吹く南風にまどろむ
ミゲル・デリーベス著
彩流社

喜多延鷹
（きた・のぶたか）
訳

20世紀スペイン文学を代表する作家デリーベスの中・短篇集。裸で突然死した
父に着物を着せようと奮闘する少年を描いた「死装束」など、自然、身近な人々、
子ども、死のテーマが過不足なく融合した4作品を所収。

スペイン文学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ デソ 266p
冊子版 978-4-7791-2671-0 2020.05
DL不可 EPUB

*1032019548*
ポルトガルの海 ―フェルナンド・ペソア詩選―増補版

スペイン文学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎
「ピカソ、ジョイスら芸術家の特徴が同時代の詩人に凝縮されている」とＲ・ヤーコ 冊子版 978-4-88202-435-4
フェルナンド・ペソア
彩流社

ブソンによって激賞されたポルトガルの生んだ代表的詩人ペソアの65篇の詩を編む。
現代人の「無力」をその根源まで見抜き、詩に定着させた作品。

1997

*1031980194*
ソ連邦崩壊と文学 ―ロシア文学の興隆と低迷―

ロシア・ソビエト文学

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎
現代ロシア文学の変容過程と作家・作品俯瞰図の決定版。本書はペレストロイ 冊子版 978-4-88202-487-3
阿部 , 軍治
彩流社

カ発動の1985年から1995年までの約10年間を考察対象にする。その間にソ連邦
が消滅し、ロシア文学界は大きな混乱に陥り、その勢力図が大きく変わり、そして
全能に近かったソ連作家同盟が解体。その変容状況を筆者が観察し考えたままな
るべく詳しく記述。

プーシキン ―饗宴の宇宙―

1998

*1032019511*
ロシア・ソビエト文学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎
プーシキンの世界に〈饗宴〉というモチーフに注目して挑む作品批評。キイワード 冊子版 978-4-88202-483-5
郡 , 伸哉
彩流社

の〈饗宴〉は、飲食の宴だけでなく、愛の饗宴、血の饗宴（戦闘）
、詩想の饗宴、
さらには賭け事、決闘まで含み、プーシキンにおける〈饗宴〉は、生の謳歌から、
死との遭遇まで、さまざまなバリエーションを展開。
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*1032019510*

1999

ジアース教育新社
よくわかる! 大学における障害学生支援 こんなときどうする?

教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎378 件名◎障害者教育 タヨ
大学における障害学生支援の体制構築や実践の参考となるよう、障害のある学生 273p
への修学支援に関する基本的な考え方や、支援の実際、海外の現状と動向などを 冊子版 978-4-86371-469-4 2018.06

竹田一則
（たけだ・かずのり）
編著
ジアース教育新社

青木真純
（あおき・ますみ）
ほか著

わかりやすく紹介する。具体的な事例も多数掲載。

EPUB

*1031875596*
韓国における大学倒産時代の到来と私立大学の生存戦略
尹敬勲
（ゆん・ぎょんふん）
著
ジアース教育新社

松本麻人
（まつもと・あさと）
監修

高等教育の分野まで構造改革やリストラなどが拡大してきている韓国。日本でも問
題視されている18歳人口の減少による大学の定員割れの問題など、両国に類似す
る点に注目し、これからの大学経営のあり方を検討する。

教育
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎377.221 件名◎大学－韓国 ユカ
167p
冊子版 978-4-86371-491-5 2019.08
EPUB

*1031875595*
激動の高等教育 上

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎ 件名◎高等教育 ヤゲ 271p
『文部科学教育通信』連載のうち2015年から4年間に書いた論稿を仕分けて編集。 冊子版 978-4-86371-545-5 2020.04
山本眞一
（やまもと・しんいち）
著
ジアース教育新社

大学の本来のあり方を論じる。上は「高等教育の変容と課題」
「混迷する大学改革」
「18歳人口と高等教育」「大学教育の機能変化」等を収録。

*1032019483*
激動の高等教育 下

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎ 件名◎高等教育 ヤゲ 255p
『文部科学教育通信』連載のうち2015年から4年間に書いた論稿を仕分けて編集。 冊子版 978-4-86371-546-2 2020.04
山本眞一
（やまもと・しんいち）
著
ジアース教育新社

大学の本来のあり方を論じる。下は、「高等教育の多様化」「大学の自主・自律と
ガバナンス」「大学院問題を考える」等を収録。

*1032019484*
国立大学法人法コンメンタール

Kommentar National University Corporation Act

改訂版

教育

同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
分類◎377.1 件名◎国立大学法人法 ■
コ 790p
国立大学法人法をわかりやすく逐条解説。国立大学等の法人化の目的と改革の要 冊子版 978-4-86371-400-7 2017.01

国立大学法人法制研究会編著
ジアース教育新社

点、国立大学法人法の特色と基本的構造などについても概説する。近年の一部
改正に対応した改訂版。

標準「病弱児の教育」テキスト
日本育療学会編著
ジアース教育新社

山本昌邦
（やまもと・まさくに）
編集

病弱教育に関する基本的な事項を、病弱教育を含めた特別支援教育の最近の動
向なども盛り込みながら解説する。大学等における講義のテキストや、教育職員免
許法認定講習等の指導資料として活用できる一冊。

*1031875594*
教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎378.4 件名◎虚弱児 ■ヒ 161p
冊子版 978-4-86371-493-9 2019.04

*1031329046*
肢体不自由児、病弱・身体虚弱児教育のためのやさしい医
学・生理学
竹田 一則
ジアース教育新社

特別支援教育の第一線に立つ教職員にとっての必須知識！ 筑波大学における10
年以上の教育や、筑波大学が委託を受けて毎年全国の現職教員を対象として行っ
ている文部科学省の免許法認定講習などの経験をもとに、これまで難解なものにな
りがちであった病態生理や医学的知見をわかりやすく解説した入門書です。

医学
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-921124-91-5

2008

*1031329045*
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シーエムシー出版
高次π空間の創発と機能開発 Emergence of Highly

Elaborated π‐Space and It's Function 〈新材料・新素材シリーズ〉

赤阪健
（あかさか・たけし）
監修
シーエムシー出版

大須賀篤弘
（おおすか・あつひろ）
監修

分子に多様な機能や構造をもたらすπ電子に焦点を当て、これまでにない超分子的
集積化ならびに光・電子・磁場の影響など、さまざまな相互作用の研究の成果をま
とめる。

アスタキサンチンの機能と応用

The Function and Application of Astaxanthin 〈食品シリーズ〉

化学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎437 件名◎有機化学 ■コ 245p
冊子版 978-4-7813-0758-9 2013.03

*1030893642*
生物科学、一般生物学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
吉川敏一
（よしかわ・としかず）
監修 内藤裕二
（ないとう・ゆうじ）
監修
分類◎464.7 件名◎カロチノイド ■ア
シーエムシー出版
242p
抗酸化作用で注目されるアスタキサンチンの研究成果をまとめる。基礎研究をはじ 冊子版 978-4-7813-0606-3 2012.08

め、脳・神経疾患、生活習慣病予防、美容、運動器作用などにおける効果や応
用を紹介する。

レスベラトロールの基礎と応用 Basic and Applied Sciences

*1030893623*
生物科学、一般生物学

of Resveratrol 〈バイオテクノロジーシリーズ〉

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
坪田一男
（つぼた・かずお）
監修
分類◎464.7 件名◎ポリフェノール ■レ
シーエムシー出版
250p
ポリフェノールの一種であり、その健康効果が注目されているレスベラトロール。フー 冊子版 978-4-7813-0599-8 2012.09

ドファクターとしての基本情報から、加齢に関するさまざまな疾患への関わり、メカ
ニズムまでを解説する。

クラウド時代の ヘルスケアモニタリングシステム構築と応
用 HealthCare Monitoring System Design and Applications in
Cloud Computing Era 〈エレクトロニクスシリーズ〉

板生清
（いたお・きよし）
監修
シーエムシー出版

*1030893620*
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◎492.8 件名◎医用電子機器 ■ク
313p
冊子版 978-4-7813-0642-1 2012.09

少子高齢化社会の到来に備え、センサネットワークを活用した健康・介護管理、
疾病予防 サービス「ヘルスケアモニタリング」の技術とサービスについて包括的
に解説する。

ペプチド医薬の最前線 The Front Line of Peptide Drugs

〈ファインケミカルシリーズ〉
木曽良明
（きそ・よしあき）
監修
シーエムシー出版

向井秀仁
（むかい・ひでひと）
監修

世界的にも多くの製薬企業が開発を推進しているペプチド性治療薬。ペプチド創
薬の新しい概念をはじめ、その有用性に関する39のテーマを、それぞれの分野をリー
ドする研究者たちが解説する。

ポリフェノール：薬用植物および食品の機能性成分

Polyphenols：Functional Constituents of Medicinal Plants and
Foods 〈食品シリーズ〉

波多野力
（はたの・つとむ）
監修
シーエムシー出版

ポリフェノール研究の最近の進歩について、各タイプのポリフェノールの化学構造、
反応性、基礎的・生化学的な作用等に重点を置いて解説。また、食品素材の機
能性成分としてのポリフェノールに関する研究成果も紹介する。

幹細胞医療の実用化技術と産業展望

Implementation Technologies and Industry Outlook of Stem
Cell Therapy 〈バイオテクノロジーシリーズ〉

江上美芽
（えがみ・みめ）
監修
シーエムシー出版

水谷学
（みずたに・まなぶ）
監修

幹細胞医療の主要な実用化技術の現状と課題、産業化の展望を、細胞ソースの
確保から遺伝子導入・3次元組織化、工程管理・臨床現場支援、最終製品の品
質評価までの流れに沿って解説する。
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*1030893632*
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◎499.3 件名◎創薬 ■ ペ 240p
冊子版 978-4-7813-0645-2 2012.11

*1030893630*
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◎498.55 件名◎ポリフェノール ■
ポ 277p
冊子版 978-4-7813-0672-8 2012.10

*1030893633*
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◎491.11 件名◎幹細胞 ■カ
290p
冊子版 978-4-7813-0692-6 2013.03

*1030893637*

機能性食品・素材と運動療法

生活習慣病予防と運動機能維持 , 向上をめざして 〈食品シリーズ〉
大澤俊彦
（おおさわ・としひこ）
監修
シーエムシー出版

佐藤祐造
（さとう・ゆうぞう）
監修

生活習慣病の予防と対策に不可欠な「機能性食品」と「運動療法」の情報をま
とめる。エビデンスにもとづいた食品素材と有効な利用法、アンチエイジングのた
めの運動療法などを紹介する。

再生医療製品の許認可と組織工学の新しい試み

Regulation of Regenerative Medicine Products and New
Approaches of Tissue Regeneration 〈新材料・新素材シリーズ〉

岩田博夫
（いわた・ひろお）
監修
シーエムシー出版

松岡厚子
（まつおか・あつこ）
監修

再生医療製品に対する許認可の基本的な考え方、再生医療産業で大きな果実を
手に入れるために先手を打っている会社の活動、組織の再生に関する研究、組織
構築の数理モデル研究などを紹介する。

次世代医薬開発に向けた抗体工学の最前線

Frontier of Antibody Engineering for Next‐generation
Therapeutics 〈バイオテクノロジーシリーズ〉
熊谷泉
（くまがい・いずみ）
監修
シーエムシー出版

研究段階の技術も含め、最新の抗体開発技術をまとめたテキスト。次世代抗体医
薬品開発の現状と開発を支える技術基盤に関して、各分野で第一線の研究者たち
が図表を交えて解説する。

美肌食品素材の評価と開発 Evaluation and Development of

Functional Food Materials Useful for Skin Care 〈食品シリーズ〉

山本哲郎
（やまもと・てつろう）
監修
シーエムシー出版

肌に対して様々な機能性をもつ食品を取り上げ、それぞれの開発関係者がヒトへの
有効性について解説。技術情報だけでなく、皮膚や毛髪の基本的な知識やそれら
に関する疾病、将来的に有用な再生美容に至るまでを紹介する。

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

2 〈エレクトロニクスシリーズ〉

斉木幸一朗
（さいき・こういちろう）
監修
シーエムシー出版

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

ナノワイヤ最新技術の基礎と応用展開 Nanowires：

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◎498.583 件名◎食品 ■キ 225p
冊子版 978-4-7813-0566-0 2012.06

*1030893612*
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◎492.89 件名◎生体材料 ■サ
209p
冊子版 978-4-7813-0583-7 2012.05

*1030893618*
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◎499.5 件名◎バイオ医薬品 ■ジ
283p
冊子版 978-4-7813-0673-5 2012.12

*1030893634*
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◎588 件名◎食品工学 ■ビ 209p
冊子版 978-4-7813-0787-9 2013.03

*1030893645*
技術、工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎501.48 件名◎グラフェン ■グ
271p
冊子版 978-4-7813-0677-3 2012.12

*1030893638*
技術、工学

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

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

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

ニューエネルギーの技術と市場展望

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

*1030893644*
技術、工学

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

幾島賢治
（いくしま・けんじ）
監修
シーエムシー出版

幾島貞一
（いくしま・さだいち）
監修

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

*1030893614*
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プラズモンナノ材料開発の最前線と応用 Frontiers in

技術、工学

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

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

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

革新機能材料の開発と応用展開 粘土鉱物 , ナノシート,メソ孔

*1030893639*
技術、工学

シリカと有機系層状材料を利用して 〈新材料・新素材シリーズ〉

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

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

最新の土壌・地下水汚染原位置浄化技術

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

平田健正
（ひらた・たてまさ）
監修
シーエムシー出版

中島誠
（なかしま・まこと）
監修

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

最新研磨技術 The Newest Polishing Technology

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

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

LED 照明のアプリケーションと技術

光学設計・評価・光学部品 〈エレクトロニクスシリーズ〉

関英夫
（せき・ひでお）
監修
シーエムシー出版

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

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

竹内和彦
（たけうち・かずひこ）
監修
シーエムシー出版

2 〈ファインケミカルシリーズ〉

和田雄二
（わだ・ゆうじ）
監修

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

異種機能 デバイス集積化技術の基礎と応用

*1030893611*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎519.5 件名◎土壌浄化 ■サ
292p
冊子版 978-4-7813-0576-9 2012.06

*1030893616*
機械工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎532.5 件名◎研削法 ■サ 227p
冊子版 978-4-7813-0644-5 2012.10

*1030893628*
電気工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎545 件名◎照明 ■エ 255p
冊子版 978-4-7813-0567-7 2012.09

*1030893636*
電気工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎547.516 件名◎マイクロ波 ■マ
300p
冊子版 978-4-7813-0706-0 2013.01

*1030893640*
電気工学

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

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

基礎から応用技術まで、異種機能集積化技術を体系的に解説。種々な機能発現
のためのデバイス、プロセス技術を紹介する。
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*1030893622*

有機薄膜太陽電池の研究最前線 Cutting‐edge Research

電気工学

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

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

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

量子ドット太陽電池の最前線

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

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

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

*1030893621*
電気工学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎549.51 件名◎太陽電池 ■リ
215p
冊子版 978-4-7813-0628-5 2012.10

*1030893629*
金属工学、鉱山工学

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

野瀬勝弘
（のせ・かつひろ）
監修

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

マイクロリアクター技術の最前線 R＆D Frontiers in

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

前一廣
（まえ・かずひろ）
監修
シーエムシー出版

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

レアメタルフリー二次電池の最新技術動向

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

境哲男
（さかい・てつお）
企画監修
シーエムシー出版

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

極限環境生物の産業展開 Industrial Application of

*1030893625*
化学工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎571 件名◎化学装置 ■マ 262p
冊子版 978-4-7813-0587-5 2012.05

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

*1030893643*
化学工業

Extremophiles 〈バイオテクノロジーシリーズ〉

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

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

高分子の結晶化制御 研究開発の最前線とその応用

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

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

*1030893627*
化学工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎578 件名◎高分子材料 ■コ
283p
冊子版 978-4-7813-0575-2 2012.07

*1030893615*
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大容量 Liイオン電池の材料技術と市場展望

材料・セル 設計・コスト・安全性・市場 〈エレクトロニクスシリーズ〉

吉野彰
（よしの・あきら）
監修
シーエムシー出版

菅原秀一
（すがわら・しゅういち）
著

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

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

*1030893626*
微生物を活用した新世代の有用物質生産技術

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

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

食品・医薬品のおいしさと安全・安心の確保技術

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

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

*1030893631*
製造工業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎588 件名◎食品加工 ■シ 271p
冊子版 978-4-7813-0608-7 2012.05

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

食品におけるGMP・サニテーション

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

*1030893617*
製造工業

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

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

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

アグリフォトニクス Agri‐Photonics 2

LEDを中心とした植物工場の最新動向 〈バイオテクノロジーシリーズ〉

*1030893641*
農業

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎615.7 件名◎植物工場 ■ア
234p
日本で精力的に進められている「LEDと植物育成」に関する研究開発の最前線を 冊子版 978-4-7813-0622-3 2012.11
後藤英司
（ごとう・えいじ）
監修
シーエムシー出版

紹介。植物反応を詳細に調べる基礎研究、生産現場を見据えた栽培試験、植物
育成用照明装置の開発、照明装置の応用などを収録する。

微細藻類によるエネルギー生産と事業展望

Technology of Microalgal Energy Production and its Business
Prospect 〈地球環境シリーズ〉

竹山春子
（たけやま・はるこ）
監修
シーエムシー出版

微細藻類に焦点をあてて、バイオマス生産と事業展開を解説。微細藻類の生理
学、分子生物学、培養工学、エネルギー生産技術、システム開発と実証実験、
国内外の藻類 バイオマス情勢と海洋利用のための政策等の内容を盛り込む。

機能性スポーツフードの開発

Development of Functional Sports Food 〈食品シリーズ〉

*1030893624*
水産業
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎668.5 件名◎そう類 ■ビ 261p
冊子版 978-4-7813-0657-5 2012.07

*1030893613*
スポーツ、体育

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ栄養学 ■
キ 214p
科学的なエビデンス、機能のメカニズムの理論的根拠と安全性を有する機能性 冊子版 978-4-7813-0674-2 2013.01

矢澤一良
（やざわ・かずなが）
監修
シーエムシー出版

食品、すなわち「ヘルスフード科学」に焦点をあて、スポーツ機能の向上や健康
の維持増進に役立つ食品・食材の有用性を概説する。
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*1030893635*

実教出版
30時間でマスターOffice 2019

総記

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.63 件名◎ビジネスソフト ■サ
ワープロ、表計算、プレゼンテーション、画像処理など、Office 2019の機能を、 256p
豊富な例題と実習問題を交えてわかりやすく解説。インターネットの知識も紹介する。 冊子版 978-4-407-34835-4 2019.09
実教出版企画開発部編
実教出版

Windows 10対応。

*1031434056*
30時間でマスターWord ＆ Excel 2019

総記

同時アクセス1 2,612円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■サ
実務に必要なWindows、Word、Excel の知識を網羅し、練習問題や例題を交え 224p
て解説する。操作が確実に身につく豊富な実習問題も掲載。Windows 10対応。 冊子版 978-4-407-34838-5 2019.09
実教出版企画開発部編
実教出版

*1031670286*
Office 2019 〈30時間アカデミック〉

総記

同時アクセス1 3,575円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 スオ
Office2019を、例題によって基礎から学べるテキスト。パソコンのリテラシーを網羅し、 234p
レポート・資料作成に必要な知識、操作を解説する。節末に実践的な実習問題を 冊子版 978-4-407-34833-0 2019.10
杉本くみ子
（すぎもと・くみこ）
著
実教出版

大澤栄子
（おおさわ・えいこ）
著

掲載。Windows 10対応。

*1031434057*
経済系のための情報活用 Office2019対応 1

〈専門基礎ライブラリー〉

経済

同時アクセス1 4,125円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎331.19 件名◎経済統計学－デー
タ処理 サケ 166p
実際の経済データをExcel で加工して表やグラフを作成し、それらをもとにWord 冊子版 978-4-407-34826-2 2019.10
櫻本健
（さくらもと・たけし）
編著
実教出版

倉田知秋
（くらた・ともあき）
ほか著

での論文作成や、PowerPoint での資料作成ができるように、各ソフトの活用法を
解説。Office2019対応。

ICT 活用指導力アップ ! 教育の情報化

教員になるための情報教育入門

*1032310372*
教育

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎375.199 件名◎コンピュータ教育
■ア 141p
ICT 活用指導力を初めて学ぶ、教員や教員養成課程の学生のための入門書。ア 冊子版 978-4-407-34772-2 2019.04
梅田恭子
（うめだ・きょうこ）
編著
実教出版

齋藤ひとみ
（さいとう・ひとみ）
編著

クティブラーニングの効果的な指導法に関する教育心理学や教育工学の知見を取
り入れ、情報教育について解説する。チェックリスト等の付録つき。

技術科・工業科教育法 2021・2022年度実施新教育課程対応

〈教職必修〉

教職課程研究会編
実教出版

中学校の「技術科」 教員及び高等学校の「工業科」 教員を目指す人や、同教
科の教員研修用のテキスト。各教科に関する知識と技術、学校の機能や運営上
の課題などを取り上げる。2021・2022年度実施の新教育課程に対応。

工業科教育法の研究 新しい観点と実践に基づく 改訂版

*1031814519*
教育
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎375.53 件名◎技術・家庭科 ■ギ
238p
冊子版 978-4-407-34773-9 2019.04

*1031340546*
教育

同時アクセス1 7,837円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎375.6 件名◎工業教育 ■コ
大学の教職科目「工業科教育法」のテキスト。工業教育の意義・法令・歴史、教科・ 287p
工業の内容、授業設計や教育実習、学習理論、進路指導などの教育全般につい 冊子版 978-4-407-34771-5 2019.02
中村豊久
（なかむら・とよひさ）
ほか共著
実教出版

て解説。資料も収録。2018年の学習指導要領に合わせた改訂版。

*1031340547*
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技術者倫理 グローバル 社会で活躍するための異文化理解
秋山仁
（あきやま・じん）
特別監修
実教出版

藤本義彦
（ふじもと・よしひこ）
編集

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

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

*1030990125*
建築構造概論 〈First Stageシリーズ 建築・土木〉

建築学

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

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

*1031408582*
実例で学ぶ機械設計製図 〈専門基礎ライブラリー〉
豊橋技術科学大学・高等専門学校教育連携プロジェクト編
実教出版

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

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

*1032310371*
30時間でマスターWeb デザイン HTML5＆CSS3 改訂版

電気工学

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

*1031814518*
JavaScript 入門 〈30時間アカデミック〉

電気工学

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

小澤慎太郎
（おざわ・しんたろう）
著

する。Windows 対応。

*1031670287*

670

出版メディアパル
平成の出版が歩んだ道 激変する「出版業界の夢と冒険」30年史

〈本の未来を考える= 出版メディアパル No.38〉
能勢仁
（のせ・まさし）
共著
出版メディアパル

八木壯一
（やぎ・そういち）
共著

平成30年間のベストセラー、新書ブームの興亡、アマゾンの戦略と日本市場制覇…。
平成の出版界が歩んだ道を振り返る。再販制度と出版業界の歩みなども収録。
「昭
和の出版が歩んだ道」の続編。

本づくりこれだけは 編集・デザイン・校正・DTP 組版のノウハウ
集

新版 〈本の未来を考える= 出版メディアパル No.37〉

下村昭夫
（しもむら・てるお）
共著
出版メディアパル

荒瀬光治
（あらせ・みつじ）
共著

出版労連の主催する「出版技術講座」で30年にわたり初心者教育に携わってきた
著者が、経験をもとに「本づくり」に関する必要最低限の基礎知識を解説。最新
の産業状況や技術革新の進展を補足するなどした新版。

図書、書誌学
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◎出版－日本 ノヘ 222p
冊子版 978-4-902251-38-8 2020.07

*1032288270*
図書、書誌学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎021.4 件名◎編集 ■ホ 150p
冊子版 978-4-902251-37-1 2020.02

*1031574988*
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翔泳社
After Effects 逆引きデザイン事典 CC/CS6 増補改訂版

総記

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
映像制作に欠かせないAfter Effects のノウハウを網羅的に伝授。現場で悩みが フィックス タア 367p
ちなこと、とまどいがちなことを中心に、知りたいことがすぐに引ける。サンプルファイ 冊子版 978-4-7981-5288-2 2017.10
高木和明
（たかぎ・かずあき）
著
翔泳社

ルのダウンロードサービスあり。

*1031579489*
Excel VBA 逆引き辞典 パーフェクト 第3版

総記

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
セルの操作といった基本に加え、条件分岐や配列などプログラミング 的なテク ピュータ）タエ 681p
ニックも詳細に解説。各項目のサンプルをダウンロードして、操作しながらExcel 冊子版 978-4-7981-4658-4 2016.07
田中亨
（たなか・とおる）
著
翔泳社

VBAを理解できる。Excel 2016～2003対応。

*1031579485*
Excel 関数逆引き辞典 パーフェクト 第3版

総記

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト キエ
Excel 関数の “ 困った”をズバッと解決するリファレンス。Excel 2016の新関数をは 805p
じめ、基本ワザから応用テクニックまで幅広い内容を網羅。実際の画面を示して 冊子版 978-4-7981-4672-0 2016.07
きたみあきこ著
翔泳社

解説する。サンプルファイルはダウンロード可能。

*1031579486*
ILLUSTRATOR おいしいネタ事典

簡単なのに、センスいいね!と一目おかれるテクニック集。

総記

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
フィックス ■イ 271p
Illustrator の基本操作はできるけれども、具体的な制作の経験はまだあまりない人 冊子版 978-4-7981-4359-0 2016.03
sakimitama
（さきみたま）
著
翔泳社

鈴木メモ
（すずき・めも）
著

等に向けて、少ない手順で作れて使い回しもできる、お役立ちデザインのネタを紹
介。CC/CS6/CS5/CS4/CS3対応。

Illustrator 逆引きデザイン事典 CC/CS6/CS5/CS4/CS3

*1031579478*
総記

増補改訂版

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
生田信一
（いくた・しんいち）
著 ヤマダジュンヤ著
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
翔泳社
フィックス ■イ 359p
Illustrator の機能を使いこなすためのノウハウをまとめた本。逆引き形式の目次で 冊子版 978-4-7981-4982-0 2017.02

ほしい情報を素早く探し出せる。CC/CS6/CS5/CS4/CS3対応。サンプルデータ
のダウンロードサービス付き。

IT サービスマネージャ 対応試験 SM 2019～2020年版

〈情報処理教科書〉

*1031579487*
総記

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 26,840円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
カア 498p
情報処理技術者試験の1つ、「IT サービスマネージャ」に合格するための超定番 冊子版 978-4-7981-5998-0 2019.03
金子則彦
（かねこ・のりひこ）
著
翔泳社

対策書。合格に直結する専門知識と記述（午後 I）
・論述（午後 II）対策が、効
率よくできるよう掲載しています。Webダウンロード分を含め、多くの過去問とその解
答解説を収録。この1冊で合格する力が着実に身に付きます。

ITストラテジスト 対応試験 ST 2019～2020年版

〈情報処理教科書〉

*1031210663*
総記

同時アクセス1 13,310円 + 税
同時アクセス3 26,620円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■ア 506p
本書は、情報処理技術者試験の高度試験で最難関とされる「ITストラテジスト試験」 冊子版 978-4-7981-5995-9 2019.03
広田航二
（ひろた・こうじ）
著
翔泳社

の合格を目指す対策書です。午後Ⅰ試験では、長文問題をいかに読み解き正解を
導き出すのか、午後Ⅱ試験では、いかにして設問に合致したA 評価の論文を書くの
か、をシステマティックに解説します。
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*1031210664*

Java 逆引きレシピ 達人が選んだ珠玉の現場ワザ 第2版

〈PROGRAMMER'S RECIPE〉

総記

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
竹添直樹
（たけぞえ・なおき）
著 高橋和也
（たかはし・かずや）
著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
翔泳社
ピュータ）■ジ 565p
Java の開発環境や基本構文といった基礎的な知識から応用テクニックまで、目次 冊子版 978-4-7981-5844-0 2019.04

から「やりたいこと」を探し該当レシピを参照できるJavaプログラミングの逆引き集。
メモ欄あり。Java 6～11対応。

Kotlinプログラミング THE BIG NERD RANCH GUIDE

*1031579498*
総記

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Kotlinプログラミング言語のもっとも重要な各部を、サンプルプロジェクトに取り組 ピュータ）スコ 408p
みながら学ぶテキスト。Kotlin でAndroidアプリを非常に簡単に書けるようになる 冊子版 978-4-7981-6019-1 2019.02
Josh Skeen 著
翔泳社

David Greenhalgh 著

一般的なパターンを示す。

DL不可 EPUB

*1031210697*
PHOTOSHOP おいしいネタ事典
Ps DESIGN TECHNIQUE

総記

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
フィックス ■フ 271p
異なるパターンで彩ったフラッグの パーツ、ネオンサインのようなビジュアル…。 冊子版 978-4-7981-4360-6 2016.02
諌山典生
（いさやま・のりお）
著
翔泳社

永樂雅也
（えいらく・まさや）
著

Photoshop のデザインアイデアを紹介。変化し続けるデザインシーンでマストな、
乗り遅れないためのデザインネタが満載。

Photoshop 逆引きデザイン事典 CC/CS6/CS5/CS4/CS3

*1031579479*
総記

増補改訂版

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
上原ゼンジ
（うえはら・ぜんじ）
著 加藤才智
（かとう・さいち）
著
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
翔泳社
フィックス ■フ 359p
Photoshopの基本的な操作から、
レタッチ、合成、アートワークの作成、Webデザイン、 冊子版 978-4-7981-4992-9 2017.03

作業効率化まで幅広く解説。目的から手順を調べられる逆引き形式。サンプルファ
イルはダウンロード可能。CC/CS6～3対応。

Pythonで動かして学ぶ !あたらしい機械学習の教科書 数

式とプログラムをつなげて理解できる!
〈AI＆TECHNOLOGY〉

第2版

伊藤真
（いとう・まこと）
著
翔泳社

*1031579488*
総記
同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 イパ
399p
冊子版 978-4-7981-5991-1 2019.07

数学の知識をもとにPython でプログラムしながら機械学習の基本について学べる
テキスト。「教師あり学習」も詳述。Jupyter Notebook、Python3.7に対応。サ
ンプルコードはダウンロード可能。

Pythonで動かして学ぶ自然言語処理入門

DL不可 EPUB

*1031210700*
総記

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 ヤ
自然言語処理を使ってWebアプリケーションを開発するにはどうしたらよいかを、実 パ 16,284p
際にプログラムを動かしながら学べる、Pythonプログラミング経験者向けの入門書。 冊子版 978-4-7981-5666-8 2019.01
柳井孝介
（やない・こうすけ）
著
翔泳社

庄司美沙
（しょうじ・みさ）
著

サイトからサンプルプログラムをダウンロードできる。

DL不可 EPUB

*1031210699*
Scratch おもしろプログラミングレシピ 使って遊べる!

〈ぼうけんキッズ〉

総記

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
ンピュータ）クス 159p
「福笑い」や「トントン相撲」から、写真加工風アプリまで、実際に使って遊べる 冊子版 978-4-7981-5985-0 2019.05
倉本大資
（くらもと・だいすけ）
著
翔泳社

和田沙央里
（わだ・さおり）
著

作品をScratch で再現。タブレットで遊んで楽しい作品や、micro：bitとつなげて
遊ぶ作品も紹介する。Scratch3.0対応。

*1031579499*
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UI デザインの教科書

マルチデバイス時代のインターフェース設計

新版

総記

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,270円 + 税
原田秀司
（はらだ・ひでし）
著
分類◎007.6 件名◎ユーザーインターフェー
翔泳社
ス
（コンピュータ）ハユ 207p
PC・スマートフォン・タブレット・TVの4つのデバイスを対象に、どのようにインターフェー 冊子版 978-4-7981-5545-6 2019.01

スをデ ザインすればよいかを、図や画像を使いながら、わかりやすく体系的に解説
する。最新環境にあわせて全面的に書き直した新版。

Windows 10上級リファレンス

最高級の設定＆カスタマイズを詳細解説

*1031579493*
総記

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
橋本和則
（はしもと・かずのり）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
翔泳社
システム ハウ 455p
Windows 10の歴史やシステムから、難解な仕様や機能、問題点にまで切り込んで、 冊子版 978-4-7981-4222-7 2016.03

その特性を踏まえたカスタマイズや使いこなし方を解説する。目的別リファレンス、
ショー
トカットキー一覧付き。

アルゴリズムの絵本 プログラミングが好きになる新しい9つの扉
第2版

アンク著
翔泳社

プログラミング1年生の人に向けて、プログラムを作る際のアプローチの仕方と初
歩的なアルゴリズムについて解説した入門書。1つの話題を見開き2ページで掲載し、
豊富なイラストでわかりやすく説明する。

うかる! 応用情報技術者テキスト＆問題集 対応試験 AP

*1031579474*
総記
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.64 件名◎アルゴリズム ■ア
20,195p
冊子版 978-4-7981-5937-9 2019.01

*1031210657*
総記

2019年版 〈情報処理教科書〉

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
日高哲郎
（ひだか・てつろう）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
翔泳社
ヒウ 667p
基礎から学べるテキスト＆問題集だから、これ1冊で合格を目指せます！昨年版より 冊子版 978-4-7981-5922-5 2018.11

も過去問解説がさらに充実！平成28年度春期～平成31年度春期（7回分）の懇切
丁寧な解説を本書とWeb で提供します。信頼と実績のある講師歴25年以上の著
者が、合格に必要なポイントを的確に取り上げ、読者を合格へ導きます。

エンジニアが生き残るためのテクノロジーの授業

変化に強い人材になれる技術と考え方 〈CodeZine BOOKS〉

*1031210667*
総記

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 マエ
335p
IT 業界で生きていく中で求められる基本的な知識や考え方を、社会やビジネスと 冊子版 978-4-7981-4856-4 2016.12
増井敏克
（ますい・としかつ）
著
翔泳社

関連づけて解説。IoTや人工知能といったトレンドを押さえながら、ネットワーク、デー
タベース、セキュリティなどもカバーする。

しくみがわかるKubernetes

Azureで動かしながら学ぶコンセプトと実践知識

DL不可 EPUB

*1031579526*
総記

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学
アシ 355p
Kubernetesのしくみを効率よく理解できるよう、図やイラストとともにわかりやすく解説。 冊子版 978-4-7981-5784-9 2019.01
阿佐志保
（あさ・しほ）
著
翔泳社

真壁徹
（まかべ・とおる）
著・監修

システム導入の際に検討しなければいけないシステムの可用性や拡張性、保守
性などの基礎となる考え方も詳解する。

システムアーキテクト 対応試験 SA 2019年版

〈情報処理教科書〉

松田幹子
（まつだ・みきこ）
著
翔泳社

松原敬二
（まつばら・けいじ）
著

情報処理技術者試験の1つ、「システムアーキテクト」に合格するための超定番
対策書。試験傾向や解答テクニック、学習方法から、要点解説、合格論文まで、
ベテランの講師陣が詳しく解説。Webダウンロード分も含め、約10年分の過去問
題と模範解答・解説を詳細に収録。この1冊で受験対策はバッチリです。
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DL不可 EPUB

*1031210704*
総記
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,870円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■シ 562p
冊子版 978-4-7981-5996-6 2019.03

*1031210665*

ずっと受けたかったソフトウェアエンジニアリングの新人研修
エンジニアになったら押さえておきたい基礎知識

川添雄彦
（かわぞえ・かつひこ）
監修
翔泳社

第3版

飯村結香子
（いいむら・ゆかこ）
著

システム開発の目的や意義、流れ、手法、用語などをゼロから解説する入門書。
開発途中に作成される各種定義書・文書については、作成手順や記載項目を説明
するほか、作成例を紹介。各章末に演習課題付き。

スラスラわかるC# 第2版

〈Beginner's Best Guide to Programming〉

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◎007.63 件名◎ソフトウェア工学
■ズ 271p
冊子版 978-4-7981-5756-6 2018.12
DL不可 EPUB

*1031210705*
総記

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
五十嵐祐貴
（いがらし・ゆうき）
著 岩永信之
（いわなが・のぶゆき）
著・監修
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
翔泳社
ピュータ）イス 585p
アプリケーションやゲーム開発など、さまざまな用途で使われるプログラミング言語 冊子版 978-4-7981-5463-3 2018.11

C# の入門書。自分でC#プログラムを書くための基礎的な知識を説明する。理解
度をチェックできるテスト付き。サンプルはダウンロード可能。

スラスラわかるJava 第2版

〈Beginner's Best Guide to Programming〉

DL不可 EPUB

*1031210706*
総記

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）ナス 575p
プログラミング言語「Java」の入門書。はじめてプログラミングを学ぶ人に向け、 冊子版 978-4-7981-5673-6 2018.12
中垣健志
（なかがき・けんじ）
著
翔泳社

林満也
（はやし・みつや）
著

Java でプログラムを作るための基礎的な知識を、図を用いてわかりやすく解説する。
サンプルコードはダウンロード可能。

ドローンプログラミング アプリ開発から機体制御まで

DL不可 EPUB

*1031210707*
総記

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
開発の基本からカメラ映像との連携手法まで、開発プラットフォーム「DJI SDK」 ピュータ）スド 341p
を利用した、ドローンを制御するプログラミング手法を解説。DJI 公式ドキュメント 冊子版 978-4-7981-5199-1 2019.02
春原久徳
（すのはら・ひさのり）
著
翔泳社

福地大輔
（ふくち・だいすけ）
著

も収録。

DL不可 EPUB

*1031210708*
なぜ ? がわかるデータベース

リレーショナル DB の構造と動きを徹底理解

総記

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース オ
ナ 255p
新人プログラマが、
データベース全般の基礎的な知識を学ぶための最初の一冊。デー 冊子版 978-4-7981-5654-5 2018.12
小笠原種高
（おがさわら・しげたか）
著
翔泳社

タベースにまつわる疑問に答え、とりわけリレーショナルデータベースの構造につい
てやさしく、掘り下げて解説する。

ネットワークスペシャリスト 対応試験 NW 2019年版

〈情報処理教科書〉
ICTワークショップ著
翔泳社

午後試験合格に必要なネットワーク応用技術解説に加えて、出題傾向分析や解答
テクニックを詳説し、平成30年度秋期試験の午後問題を徹底解説。2大付録の『電
子書籍 ネットワーク基礎編』で午前対策、『過去問アーカイブ全12年分』で過去
問演習と、これ1冊で十分な試験勉強ができます。

はじめての人工知能 Excelで体験しながら学ぶ AI 増補改訂版

DL不可 EPUB

*1031210709*
総記
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■ネ 573p
冊子版 978-4-7981-5997-3 2019.03

*1031210666*
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◎007.13 件名◎人工知能 アハ
人工知能の技術をはじめて学ぶ人のための本。機械学習をはじめ、ニューラルネッ 303p
トワーク、遺伝的アルゴリズム、問題解決、ゲーム戦略、知識表現などの基礎を 冊子版 978-4-7981-5920-1 2019.02
淺井登
（あさい・のぼる）
著
翔泳社

解説する。サンプルプログラムがダウンロードできるURL つき。

DL不可 EPUB

*1031210710*
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ハッキング・ラボのつくりかた 仮想環境におけるハッカー体験学習

総記

同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
分類◎007.609 件名◎情報セキュリティ
常時使える攻撃実験環境でセキュリティを追究する! ハッキングのための実験環境 （コンピュータ）イハ 823p
「ハッキング・ラボ」の構築を解説し、具体的なハッキング技法を詳細に説明する。 冊子版 978-4-7981-5530-2 2018.12
IPUSIRON
（いぷしろん）
著
翔泳社

DL不可 EPUB

*1031210711*
ブロックチェーンdapp ＆ ゲーム開発入門

Solidityによるイーサリアム分散アプリプログラミング

総記

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
Kedar Iyer 著 Chris Dannen 著
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
翔泳社
アブ 235p
プログラマのためのブロックチェーンアプリ開発の入門書。アプリの種類として、ゲー 冊子版 978-4-7981-5968-3 2019.03

ムを特に取り上げ、必要最低限のブロックチェーンに関する知識と分散アプリ作成
法を伝授。セキュリティについても念入りに解説する。

ほんきで学ぶ After Effects 映像制作入門 作ればわかる38レッスン

DL不可 EPUB

*1031210712*
総記

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 24,530円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
After Effects の基本をはじめ、映画・TV・ビデオ・Web、あらゆる映像制作に フィックス タホ 319p
必須のテクニックをレッスン形式で習得する。CC 対応。サンプルファイルのダウン 冊子版 978-4-7981-4379-8 2016.04
高木和明
（たかぎ・かずあき）
著
翔泳社

ロードサービス付き。

*1031579480*
ルビィのぼうけん コンピューターの国のルビィ

総記

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎ K007.6 件名◎コンピュータ リル
女の子ルビィがコンピューターの中を冒険し、部品の役目や動き方を知るストーリーと、 87p
遊びながら学べる練習問題を収録。巻頭と見返しに素材等の切り取りページ、書き 冊子版 978-4-7981-3877-0 2017.04

リンダ・リウカス作
翔泳社

鳥井雪
（とりい・ゆき）
訳

込みページあり。書き込む練習問題や素材はダウンロード可。

*1031579471*
絵で見てわかるOracle の仕組み 新装版

総記

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,610円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース ■
Oracleデータベースのアーキテクチャや内部動作、基本動作について、ハードウェ エ 255p
アや OS の動作と合わせてわかりやすく図解。内容のモダン化を図り、コマンドによ 冊子版 978-4-7981-5769-6 2019.03
杉田敦史
（すぎた・あつし）
著
翔泳社

山本裕美子
（やまもと・ゆみこ）
著

る基本的なOracle 操作の解説を収録した新装版。

DL不可 EPUB

*1031210713*
機械学習図鑑 見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み
加藤公一
（かとう・きみかず）
監修
翔泳社

秋庭伸也
（あきば・しんや）
共著

複雑で種類が多い機械学習アルゴリズムの入門書。機械学習を専門としていない
人が理解しやすいように、なるべく少ない数式で図を中心に解説する。サンプルプ
ログラムのダウンロードサービスあり。

総記
同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■キ
197p
冊子版 978-4-7981-5565-4 2019.04

*1031579494*
現場で使える!NumPy データ処理入門 機械学習・データサイ

総記

エンスで役立つ高速処理手法 〈AI＆TECHNOLOGY〉

同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
吉田拓真
（よしだ・たくま）
著 尾原颯
（おはら・そう）
著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
翔泳社
ピュータ）ヨゲ 517p
機械学習・データサイエンスの現場でよく利用されているNumPy の基本や、現場 冊子版 978-4-7981-5591-3 2018.11

で使える実践的な高速データ処理手法について解説する。サンプルをWeb からダ
ウンロード可能。NumPy 1.4/IPython 対応。

676

DL不可 EPUB

*1031210715*

現場で使える!Python 機械学習入門

機械学習アルゴリズムの理論と実践 〈AI＆TECHNOLOGY〉
大曽根圭輔
（おおそね・けいすけ）
著
翔泳社

関喜史
（せき・よしふみ）
著

機械学習に必要なプログラミング言語 Python の基本から、機械学習の理論、現
場で使える開発手法までを解説。サンプルコード等をWeb からダウンロードできる。
Jupyter Notebook 対応。

現場で使える!Watson 開発入門 Watson API、Watson

StudioによるAI 開発手法 〈AI＆TECHNOLOGY〉
伊澤諒太
（いざわ・りょうた）
著
翔泳社

井上研一
（いのうえ・けんいち）
著

Watson の概要、IBM Cloud の登録方法、cURL から利用する方法や、AI の開
発手法を解説。
「ZUKKU」の事例も紹介する。サンプルコードのダウンロードサー
ビス付き。Watson Studio 対応。

実力養成 C#ワークブック ファンダメンタル、コアコンセプト、パター

総記
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■ゲ
269p
冊子版 978-4-7981-5096-3 2019.05
DL不可 EPUB

*1031579531*
総記
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 ■ゲ
309p
冊子版 978-4-7981-5849-5 2019.03
DL不可 EPUB

*1031210716*
総記

ン C#でオブジェクト指向プログラミングを体得する

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
Vaskaran Sarcar 著 大澤文孝
（おおさわ・ふみたか）
監修
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
翔泳社
ピュータ）サジ 374p
ファンダメンタル、コアコンセプト、パターン…。C# でのオブジェクト指向プログラ 冊子版 978-4-7981-6021-4 2019.03

ミングの考え方から、メモリの解放、デザインパターン入門まで、Q＆A 形式でわ
かりやすく解説する。

出るとこだけ!IT パスポート 対応科目IP 2019年版

〈情報処理教科書〉

DL不可 EPUB

*1031210717*
総記

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
シデ 309p
本書は、例年受験者の増加が続くIT パスポートの試験対策書籍です。解説と問 冊子版 978-4-7981-5923-2 2018.11
城田比佐子
（しろた・ひさこ）
著
翔泳社

題がセットで入っているので、1冊で合格を目指せます。広い出題範囲から、頻出
項目を厳選しており、「でるとこ」を優先して学習できるように設計されています。

出るとこだけ! 応用情報技術者午後 対応試験 AP

〈情報処理教科書〉

橋本祐史
（はしもと・ゆうじ）
著
翔泳社

範囲が広く、対策が難しいとされる応用情報の午後問題を、合格するために絞り込
み、その中からテーマを17に厳選して収録しました。効率よく学習できるよう「出る
順」と「出るとこだけ」にこだわった対策書です。1つ1つのテーマは、前提知識
＋解き方＋過去問題をていねいに解説し、しっかりと身につくように構成されています。

出るとこだけ! 基本情報技術者テキスト＆問題集
対応科目FE

2019年版 〈情報処理教科書〉

*1031210668*
総記
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
ハデ 487p
冊子版 978-4-7981-5650-7 2019.01

*1031210669*
総記

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
ヤデ 637p
大人気講座のノウハウをまとめた大定番の対策書籍です。「よく出る用語」や「繰 冊子版 978-4-7981-5917-1 2018.11
矢沢久雄
（やざわ・ひさお）
著
翔泳社

り返し出題される定番問題」を集中的に攻略することで、最小限の努力で午後試
験にも通用する基礎力を身に付けることができます。最新シラバスの用語もキャッチ
アップ。

出るとこだけ! 情報セキュリティマネジメント 対応科目SG

*1031210670*
総記

2019年版 〈情報処理教科書〉

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
橋本祐史
（はしもと・ゆうじ）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
翔泳社
ハデ 399p
試験内容を徹底的に分析し、
「出るとこだけ」を押さえたテキスト＋問題集の決定版。 冊子版 978-4-7981-5918-8 2018.12

初学者でも合格点が取れるよう、試験に出るポイントをわかりやすく説明し、難しい
午後問題の読み方・解き方を丁寧に解説しています。

*1031210671*
677

小さな会社の Excel VBA 業務自動化アプリケーション作成・
運用ガイド Windows 10、Excel 2016/2013/2010対応

〈Small Business Support‐時間がない 予算がない 知識がない そん
な御社でも大丈夫 !‐〉
武藤玄
（むとう・げん）
著
翔泳社

早坂清志
（はやさか・きよし）
著

総記
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）■チ 295p
冊子版 978-4-7981-4500-6 2016.08

中小企業の担当者に向けて、Excel VBAを利用した業務自動化アプリケーション
の作成および運用方法を解説。Excel VBA の基本も説明する。

情報処理安全確保支援士 対応試験 SC 2019年版

〈情報処理教科書〉

*1031579482*
総記

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
上原孝之
（うえはら・たかゆき）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理安全確
翔泳社
保支援士 ウジ 759p
試験傾向を分析し、合格に必要な知識を網羅した、大定番の対策書籍です。セキュ 冊子版 978-4-7981-5928-7 2018.11

リティの専門家がわかりやすい知識解説で効率的に合格が目指せます。さらに、過
去問題を中心とした問題演習を丁寧な解説とともに掲載しており、実戦力を効果的
に身につけることができます。

独習 Java Teach Yourself Java 新版

*1031210672*
総記

同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 21,560円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 言語の基本的な言語仕様から、標準ライブラリ、オブジェクト指向プログラ ピュータ）ヤド 609p
ミングの基礎知識・概念・機能、高度なプログラミングまでを、様々なサンプル 冊子版 978-4-7981-5112-0 2019.05
山田祥寛
（やまだ・よしひろ）
著
翔泳社

プログラムと共に詳しく解説。理解が深まる例題、練習問題も充実。

DL不可 EPUB

*1031579524*
新ほめられデザイン事典レイアウトデザイン
Photoshop ＆ Illustrator

上田マルコ
（うえだ・まるこ）
著
翔泳社

尾沢早飛
（おざわ・はやと）
著

現場で活躍するプロによるハイクオリティな作例で学ぶ、PhotoshopとIllustrator
を使ったレイアウトデザインの基礎とテクニック集。レイアウトデザインの法則やルー
ル、作品作りのコツとアイデアを紹介。

ここが変わった! 民法改正の要点がわかる本
有吉尚哉
（ありよし・なおや）
著
翔泳社

消滅時効、法定利率、保証、債権譲渡など、120年ぶりの民法大改正による実務
のポイントを、士業、法務・総務・経理担当者に向けてわかりやすく解説。現行
民法と改正民法の内容を比較して記述する。

図書、書誌学
同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎021.4 件名◎レイアウト ■シ
319p
冊子版 978-4-7981-5588-3 2018.12

*1031210674*
法律
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,610円 + 税
分類◎324 件名◎民法 アコ 267p
冊子版 978-4-7981-4195-4 2017.06
DL不可 EPUB

*1031579520*
「介護離職ゼロ」の職場のつくりかた 「大介護時代」に備える!

経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎336.4 件名◎労務管理 ■カ
介護離職を防ぐには ? 「仕事と介護の両立」を可能にするために最低限知っておく 159p
べき施策をわかりやすく解説。働きながら介護するという状況をイメージできる事例も 冊子版 978-4-7981-4842-7 2016.12
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング著
翔泳社

紹介。2017年1月施行「改正育児・介護休業法」に対応。

*1031579505*
ASEAN 企業地図 有力企業グループの全体像がわかる! 第2版

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎335.223 件名◎企業－東南アジ
ASEAN でビジネスを展開するなら最低限知っておきたい企業グループや、日系企 ア カア 215p
業との提携に意欲的な企業グループを厳選。企業グループの全体像がひと目でわ 冊子版 978-4-7981-5672-9 2019.01
桂木麻也
（かつらぎ・まや）
著
翔泳社

かる相関図も収録。

*1031210655*
678

ITILはじめの一歩 スッキリわかるITIL の基本と業務改善のしくみ
最上千佳子
（もがみ・ちかこ）
著
翔泳社

ITILを学ぶと技術力に「サービス力」と「マネジメント力」がプラスされる!「八百
屋にITILを導入したら」など、ユニークなケーススタディを交えつつ、ITIL の概
要や導入のメリットについて丁寧に説明する。

経済
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 モア 255p
冊子版 978-4-7981-5888-4 2019.03
DL不可 EPUB

*1031210695*
ITエンジニアのための〈業務知識〉
がわかる本 第5版

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
IT エンジニアが現場で必要とする最低限の知識を、会社経営・財務会計・販売 処理 ミア 399p
管理・人事管理など6分野に整理し、各業務のポイントを明示して解説。章末チェッ 冊子版 978-4-7981-5738-2 2018.12

三好康之
（みよし・やすゆき）
著
翔泳社

ク付き。連動 Web ページが閲覧できるQRコードを付した第5版。

DL不可 EPUB

*1031210696*
Windowsでできる小さな会社の LAN 構築・運用ガイド 第3版
橋本和則
（はしもと・かずのり）
著
翔泳社

様々なメーカー、PCスペック、Windows OS が混在する環境であっても、全く問
題のないサーバークライアント環境を低コストで構築＆運用する方法を解説する。
Windows 10/8.1/7に対応。

経済
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 ハウ 279p
冊子版 978-4-7981-5284-4 2017.05

*1031579483*
アントレプレナーの教科書

シリコンバレー式イノベーション・プロセス 新装版
スティーブン・G.ブランク著
翔泳社

堤孝志
（つつみ・たかし）
訳

大多数のスタートアップが倒産してしまう原因は、製品開発のみに集中し、市場作
りを怠っていることにある。新規事業の典型的な失敗 パターンを回避し、大企業へ
と成長するための経営手法「顧客開発モデル」を紹介する。

エンジニアが学ぶ金融システムの「知識」
と
「技術」

経済
同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎335 件名◎ ベンチャー ビジネス ブ
ア 316p
冊子版 978-4-7981-4383-5 2016.01
DL不可 EPUB

*1031579523*
経済

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎338 件名◎フィンテック ■エ
金融ビジネス、勘定系、決済、デリバティブから、FinTech、機械学習、ブロックチェー 333p
ンまで、最新の金融 IT や金融システムの特徴など、金融全般について解説する。 冊子版 978-4-7981-5533-3 2019.01
大和総研フロンティアテクノロジー本部著
翔泳社

金融 IT 用語集のダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1031210702*
オープンソースで作る!RPAシステム開発入門
設計・開発から構築・運用まで

経済

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎336.57 件名◎オフィス オートメー
ション コオ 329p
オープンソースを利用したRPAシステム開発を行ってきた著者がノウハウをわかり 冊子版 978-4-7981-5239-4 2018.12
小佐井宏之
（こさい・ひろゆき）
著
翔泳社

やすくまとめた入門書。業務自動化システムの開発手法についてSikuliXを軸に解
説する。SikuliX1.1.1対応。

シンプル×PowerPoint 社内プレゼンの決定力を上げる本

DL不可 EPUB

*1031210703*
経済

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎336.49 件名◎プレゼンテーション
PowerPointを使って、「引き算」をキーワードに主に社内プレゼンの決定力を上 アシ 255p
げるコツを伝授する。作業時間の短縮に役立つテンプレートのダウンロードサービ 冊子版 978-4-7981-5226-4 2017.09
天野暢子
（あまの・のぶこ）
著
翔泳社

ス付き。

DL不可 EPUB

*1031579535*
679

チェンジ・ワーキング イノベーションを生み出す組織をつくる

経済

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ヒチ 255p
働き方変革を進めたいリーダー層に向けて、社内で新規に立ち上げるプロジェクト 冊子版 978-4-7981-5492-3 2017.11
平山信彦
（ひらやま・のぶひこ）
著
翔泳社

メンバーの選び方から、マネージャ層を巻き込む方法や、トップとして関与すべき範
囲に至るまで、成功に導く手法を事細かに解説する。

DL不可 EPUB

*1031579534*
パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記テキスト＆
問題集 第5版 〈簿記教科書〉
よせだあつこ著・画
翔泳社

マンガ & 詳しい解説で「よくわかる! 」と大好評！2019年度以降の新範囲に完全対
応！範囲改定のあった3級の復習も掲載し、試験範囲の改定による勉強の抜けもしっ
かりフォローしています。

パブロフ流でみんな合格日商簿記2級商業簿記総仕上げ
問題集 第4版 〈簿記教科書〉
よせだあつこ著・画
翔泳社

本書は、問題を解くとき「自分でどのように手を動かせばいいか」を明確にしている
点が最大の特徴です。掲載している問題は、過去60回 (20年 ) 分の試験問題と新
出題範囲のサンプル問題を分析し、出題される可能性の高いパターンをすべて網
羅しました。

パブロフ流でみんな合格日商簿記3級テキスト＆問題集
第4版 〈簿記教科書〉

よせだあつこ著・画
翔泳社

マンガ & 詳しい解説で「よくわかる! 」と大好評！2019年度以降の新範囲に完全対
応！2本書は、日商簿記の最新の出題範囲に完全対応していますので、安心してお
使いいただけます。純資産、クレジット売掛金、法人税等など、新論点を網羅して
います。

パブロフ流でみんな合格日商簿記3級総仕上げ問題集
第3版 〈簿記教科書〉

よせだあつこ著・画
翔泳社

2019年度以降の試験範囲に完全対応！本書は、日商簿記の最新の出題範囲に完
全対応していますので、安心してお使いいただけます。純資産、クレジット売掛金、
法人税等など、新論点を網羅しています。省略なしの「下書き」を全問掲載しており、
本番で必ず解けるようになる「パブロフ流」解説で確実に実力が付きます。

ビジネス実務法務検定試験2級完全合格テキスト
ビジネス実務法務検定試験学習書

2019年版 〈法務教科書〉

塩島武徳
（しおじま・たけのり）
著
翔泳社

ビジネス実務法務検定試験は大学生や社会人から人気を集めており、本書の対
象である2級受験者の規模は年間約2万人と、比較的大きな試験となっています。
業界内でも信頼の厚いベテラン講師が、要点を押さえた解説文で合格へと手引き
します。随所に確認問題を掲載し、改正民法にもきめ細かく対応済です。

ビジネス実務法務検定試験2級精選問題集
ビジネス実務法務検定試験学習書

菅谷貴子
（すがや・たかこ）
編著
翔泳社

680

2019年版 〈法務教科書〉

厚井久弥
（こうい・ひさや）
編著

毎年刊行されているので、効率よく学習が進められると評判の、実践的な過去問題
集です。問題文 ページの裏に、続けて解答・解説が載っているので、問題を読む
ときには解答が目に入らないなど、細かな工夫も凝らしています。巻末には最新2回
の試験の全問を掲載。受験者の毎年の心配ごとである「民法改正」にもきちんと
対応しています。

経済
同時アクセス1 5,390円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 495p
冊子版 978-4-7981-5829-7 2019.02

*1031210684*
経済
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 351p
冊子版 978-4-7981-5828-0 2019.02

*1031210685*
経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,350円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 391p
冊子版 978-4-7981-5830-3 2019.02

*1031210686*
経済
同時アクセス1 5,390円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎ S336.91 件名◎簿記 ヨパ 319p
冊子版 978-4-7981-5831-0 2019.02

*1031210687*
経済
同時アクセス1 12,650円 + 税
同時アクセス3 25,410円 + 税
分類◎ S336.07 件名◎会社実務 シビ
487p
冊子版 978-4-7981-5939-3 2019.01

*1031210688*
経済
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎ S336.07 件名◎会社実務 ■ビ
471p
冊子版 978-4-7981-5940-9 2019.02

*1031210689*

ビジネス実務法務検定試験3級テキストいらずの問題集
ビジネス実務法務検定試験学習書

菅谷貴子
（すがや・たかこ）
編著
翔泳社

2019年版 〈法務教科書〉

厚井久弥
（こうい・ひさや）
編著

例年、Amazonに自己採点レビューがつくほど大人気の「テキストいらずの」 過
去問題集です。民法大改正に対応し、試験によく出る104問を厳選。これ1冊で合
格ラインを楽々突破できます。テーマ別に問題をまとめているので、テキストがなくと
も、問題を解きながらテーマの理解を深められます。

書けばわかる!わが家にピッタリな保険の選び方

家計と保険の節約が一緒にできる
末永健
（すえなが・けん）
著
翔泳社

生命保険と医療保険の商品を自分で選ぶことをゴールに、保険の基礎的な仕組み
から、保障額の算出、お勧めの保険・ダメな保険、医療保険の代わりになる方法
までを解説する。穴埋め式の計算式など書き込みページあり。

小さな会社の Access データベース作成・運用ガイド

Windows 10、Access 2016/2013/2010対応 〈Small Business
Support‐時間がない 予算がない 知識がない そんな御社でも大丈夫 ‐
!〉
丸の内とら
（まるのうち・とら）
著
翔泳社

経済
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎ S336.07 件名◎会社実務 ■ビ
277p
冊子版 978-4-7981-5941-6 2019.02

*1031210690*
経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,670円 + 税
分類◎339.4 件名◎生命保険 スカ
121p
冊子版 978-4-7981-4840-3 2016.11

*1031579504*
経済
同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎336.57 件名◎経営管理－データ
処理 マチ 295p
冊子版 978-4-7981-4452-8 2016.07

中小企業のためのデータベースアプリケーション開発の入門書。Accessを利用し
た業務アプリの作成および運用方法を解説する。Windows 10、Access2016～
2010対応。

超ど素人がはじめる資産運用

*1031579481*
経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.18 件名◎利殖 フチ 159p
幸せなお金との付き合い方が学べる本。
「少しお金のことも考えてみよう」と思い立っ 冊子版 978-4-7981-5562-3 2018.03
風呂内亜矢
（ふろうち・あや）
著
翔泳社

た資産運用の超ど素人を対象に、大切なお金を守り、できれば増やしていく“やりくり”
を丁寧にわかりやすく解説する。

DL不可 EPUB

*1031579512*
超ど素人が極めるFX

経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.954 件名◎外国為替証拠金
最速で無理なく取引が開始できる! 知識ゼロでもFX の仕組みが直感的に理解でき 取引 ヒチ 160p
るよう、大きな図やイラストをふんだんに使って解説する。大きな失敗を回避しつつ、 冊子版 978-4-7981-4416-0 2016.05
羊飼い
（ひつじかい）
著
翔泳社

初心者でもすぐに儲けられるコツも伝授。

DL不可 EPUB

*1031579513*
超ど素人が極める株

経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 ヒチ 159p
株式投資の仕組みやトレードを開始する手順を解説。投資の心構え、投資スタイ 冊子版 978-4-7981-5026-0 2017.03
hina
（ ひな）
著
翔泳社

ルと情報収集術、チャートの読み方や売買のコツ、リスクヘッジの仕方なども、図
を多用してわかりやすく解説する。

DL不可 EPUB

*1031579514*
北欧式お金と経済がわかる本 12歳から考えたい9つのこと
グンヒル・J.エクルンド著
翔泳社

枇谷玲子
（ひだに・れいこ）
訳

経済の専門家が、12歳以上の子どもたちに知っておいてほしいと感じた「お金や経
済のしくみ」をやさしく解説。お金の稼ぎ方、借り方、扱い方、税金、銀行、失業
と貧困などについて、ノルウェーと日本を比較しながら説明する。

経済
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ K330 件名◎経済 エホ 111p
冊子版 978-4-7981-5517-3 2019.02
DL不可 EPUB

*1031210723*
681

論理思考×PowerPointで企画を作り出す本
田中耕比古
（たなか・たがひこ）
著
翔泳社

着想、ターゲットの整理、市場・ニーズの分析、差別性の見極め…。PowerPoint
を活 用した、論 理 的な企 画 立 案の方 法を指 南する。 企 画 資 料 作 成に役 立つ
PowerPoint 図形 パーツのダウンロードサービス付き。

経済
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎336.1 件名◎企画
（経営）タロ
255p
冊子版 978-4-7981-5181-6 2017.06
DL不可 EPUB

*1031579525*
ケアマネジャー完全合格テキスト 2019年版 〈福祉教科書〉

社会

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ S369.17 件名◎介護支援専門員
『八訂 介護支援専門員基本テキスト』に完全対応し、トコトン親切・やさしい解 ■ケ 435p
説が特徴です！ 過去5年分の過去問題を徹底的に研究しましたので、これだけ覚え 冊子版 978-4-7981-5942-3 2019.02
ケアマネジャー試験対策研究会著
翔泳社

れば合格できます。スラスラ読める工夫や、受験生が躓きやすい箇所のかみ砕い
た解説、節末のチェック問題などで、理解度をさらにアップできます。

ケアマネジャー完全合格過去問題集 2019年版 〈福祉教科書〉

*1031210681*
社会

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎ S369.17 件名◎介護支援専門員
『八訂 介護支援専門員基本テキスト』完全対応！【テキスト】は法改正、最新試 ■ケ 341p
験もバッチリ反映済みです。
【問題集】は6年分の過去問をしっかり解説しています。 冊子版 978-4-7981-5943-0 2018.12
ケアマネジャー試験対策研究会著
翔泳社

本書は、2019年10月のケアマネ試験の対策書です。頻出項目を重点的におさえ、
効率的に合格ラインをクリアしましょう。同

これならわかる
〈スッキリ図解〉介護事故・トラブル

*1031210682*
社会

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 ■コ
重大事故やトラブルのリスクが高い介護現場。過去の事例から「事故が起きたとき、 207p
何が・どこが問題として責任が問われたか」を紹介。日々の業務で注意したいポイ 冊子版 978-4-7981-4456-6 2016.03
小林彰宏
（こばやし・あきひろ）
監著
翔泳社

介護リスクマネジメント研究会著

ントや、知っておきたい法律知識をわかりやすくまとめる。

DL不可 EPUB

*1031579517*
これならわかる
〈スッキリ図解〉介護保険 第3版

社会

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎364.4 件名◎介護保険 タコ
共生型 サービスって? 福祉用具・住宅改修が見直される? 総報酬制が導入されて 263p
どうなった? 2018年介護保険法改正のポイントを解説。介護保険がどう変わるか、 冊子版 978-4-7981-5308-7 2018.05
高野龍昭
（たかの・たつあき）
著
翔泳社

今後の高齢者介護の課題もわかる。

DL不可 EPUB

*1031579515*
これならわかる
〈スッキリ図解〉障害者差別解消法

社会

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者差別解消
社会的障壁ってどういうこと? 合理的配慮って? 指標のガイドラインはあるの ? 障害 法 ニコ 175p
の種類には何がある? 2016年4月施行の「障害者差別解消法」をわかりやすく解説。 冊子版 978-4-7981-4764-2 2016.09
二本柳覚
（にほんやなぎ・あきら）
編著
翔泳社

「改正障害者雇用促進法」も取り上げる。

DL不可 EPUB

*1031579518*
これならわかる
〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版
二本柳覚
（にほんやなぎ・あきら）
編著
翔泳社

鈴木裕介
（すずき・ゆうすけ）
著

医療的ケア児の支援が強化されるの ? 自立生活援助って? 2018年4月施行の障害
者総合支援法について、やさしく図解したテキスト。制度の仕組みや利用方法が
わかる。

社会
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者総合支援
法 ニコ 207p
冊子版 978-4-7981-5378-0 2018.01
DL不可 EPUB

*1031579516*
682

介護現場で使える看取りケア便利帖

社会

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 ■カ
介護職員が利用者の終末期に対応できるよう、看取りケア・エンゼルケアの手順 159p
や技術、方法を解説。在宅での看取り、グリーフケア、スタッフ教育などの情報も 冊子版 978-4-7981-4932-5 2017.01
介護と医療研究会著
翔泳社

水野敬生
（みずの・たかお）
監修

盛り込む。実践シートのダウンロードサービスあり。

*1031579506*
現場で使えるケアマネ新実務便利帖

社会

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケアマネジメント タ
2018年の介護保険制度の改正で大きく変化したケアマネの業務を整理した書。ケ ゲ 191p
アマネの役割や、利用者とのコミュニケーションなどを解説し、他機関との連携で 冊子版 978-4-7981-5956-0 2018.12
田中元
（たなか・はじめ）
著
翔泳社

必要な実務も説明。実践シートがダウンロードできるURLあり。

*1031210660*
現場で使える訪問介護サービス提供責任者便利帖 第2版

社会

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 タゲ
訪問介護現場のリーダー役として、介護計画の作成、ケアマネや他の職種との連 159p
携などの重要な役割を担うサービス提供責任者（サ 責）。その仕事についてじっく 冊子版 978-4-7981-6174-7 2019.06
田中元
（たなか・はじめ）
著
翔泳社

りやさしく解説します。実践シートがダウンロードできるURL つき。

*1031579509*
親が倒れた! 親の入院・介護ですぐやること・考えること・お
金のこと 第2版

社会

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
太田差惠子
（おおた・さえこ）
著
分類◎369.26 件名◎高齢者福祉 オオ
翔泳社
207p
介護の基本は自己申告と情報収集。入院・介護のしくみと手続き、医療・介護に 冊子版 978-4-7981-5845-7 2018.11

かかるお金、人間関係に疲れないコツなど、親の入院・介護で必要となる「情報」
を時系列にまとめる。書き込み欄あり。制度改正に対応した第2版。

ゴロ合わせでらくらく暗記 ! 保育士完全合格要点ブック

〈福祉教科書〉

DL不可 EPUB

*1031210718*
教育

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ S376.14 件名◎保育士 ■ゴ
293p
過去問を分析し、保育士試験9科目の頻出項目をポケットサイズにギュッと圧縮しま 冊子版 978-4-7981-5958-4 2019.01

サンライズ 保育士キャリアスクール 著
翔泳社

した。暗記のしやすさにトコトンこだわったサブテキストが登場です。150個以上
のゴロ合わせで最重要項目を確実に暗記できます。

今日からできる! 障がいのある子のお金トレーニング

*1031210683*
教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎378.6 件名◎知的障害児 シキ
福祉のプロと家計のプロが、軽度～中度の知的障がいのある人が自分で金銭管 173p
理できるようになるためのトレーニング方法と、障がいのある子をもつ家庭のマネー 冊子版 978-4-7981-4618-8 2016.07
鹿野佐代子
（しかの・さよこ）
著
翔泳社

前野彩
（まえの・あや）
著

プランをわかりやすく紹介します。

*1031579502*
小学校プログラミング教育の研修ガイドブック

教育

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎375.199 件名◎プログラミング教
小学校におけるプログラミング教育のガイドブック。指導の留意点や教員研修の 育 ■シ 111p
勘所といった知識から、校内・地域や自治体における研修事例、研修 パッケージま 冊子版 978-4-7981-5946-1 2019.03
小林祐紀
（こばやし・ゆうき）
編著・監修
翔泳社

兼宗進
（かねむね・すすむ）
編著・監修

でを解説・紹介する。資料のダウンロードサービス付き。

*1031210662*
683

先輩が教えてくれる! 新人保育士のきほん

教育

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 ナセ 157p
保育者に必要な現場での知識をその対象や場面ごとに、6つのチャプターに分けて 冊子版 978-4-7981-4669-0 2016.11
中野悠人
（なかの・ゆうと）
著
翔泳社

山下智子
（やました・ともこ）
著

解説。右 ページでは内容をより理解しやすいように図解する。想いが伝わる連絡帳
の書き方など、ベテランの先生の仕事のテクニックがわかる。

*1031579503*
先輩保育者が教えてくれる! 連絡帳の書き方のきほん

教育

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 アセ 175p
保育者に向けて、保護者から信頼を得られる連絡帳を早く、正確に書くためのコツ 冊子版 978-4-7981-5854-9 2019.03
浅井拓久也
（あさい・たくや）
著
翔泳社

をまとめた一冊。連絡帳を書くときに必要な考え方とノウハウをていねいに紹介し、
先輩たちが出合った難しい質問・要望に対する文例も掲載する。

*1031210675*
図解でわかる! 理工系のためのよい文章の書き方
論文・レポートを自力で書けるようになる方法

福地健太郎
（ふくち・けんたろう）
文
翔泳社

園山隆輔
（そのやま・たかすけ）
図解

レポート、報告書、技術文書など、論理的な文書を書くために必要な一生 モノの
文章力を伝授。よりよい文章を自力で書けるようになるための様々な原則やコツ、ヒ
ントを紹介する。演習問題、図解画像のダウンロードサービス付き。

数学大百科事典 仕事で使う公式・定理・ルール127
蔵本貴文
（くらもと・たかふみ）
著
翔泳社

忘れてしまった中学・高校数学の内容を効率的に学習できる一冊。さまざまな分野
で登場する可能性の高い数学の公式・定理を解説し、実務での活用を紹介。さらに、
「教養」「実用」「受験」における重要性を星5段階で示す。

自然科学
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎407 件名◎科学技術研究 フズ
207p
冊子版 978-4-7981-5889-1 2019.02
DL不可 EPUB

*1031210719*
数学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎410 件名◎数学 クス 339p
冊子版 978-4-7981-5626-2 2018.12
DL不可 EPUB

*1031210720*
介護現場で使える医療知識＆お薬便利帖
介護と医療研究会著
翔泳社

河村雅明
（かわむら・まさあき）
監修

高齢者に多くみられる疾患について、介護職が知っておきたい医療知識と必要な薬
についてまとめる。疾患の症状・原因・治療法・処方されるお薬・日常生活の注意
点などを項目ごとに解説する。

医学
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎493.185 件名◎老年医学 ■カ
175p
冊子版 978-4-7981-5370-4 2017.10

*1031579508*
現場で使える新人登録販売者便利帖 症状から選ぶ OTC
医薬品
仲宗根恵
（なかそね・めぐみ）
著
翔泳社

新人登録販売者が接客をする上で必要な知識が満載 ! 店頭でよくある相談内容に
絞り、その症状の原因やメカニズム、聴き取り＆販売時のポイント等を解説。接客
のやりとりをイメージしやすい会話形式の事例も収録。メモ欄あり。

現場で使える薬剤師・登録販売者のための漢方相談便利
帖 わかる! 選べる! 漢方薬163
杉山卓也
（すぎやま・たくや）
著
翔泳社

どんな症状・体質に、どの漢方薬 ? 知っておくと役に立つ漢方薬163を厳選し、基
本情報をコンパクトにまとめた書。効く仕組み＆類似処方との比較も解説する。

684

医学
同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎499.095 件名◎薬局 ナゲ 263p
冊子版 978-4-7981-5277-6 2017.11

*1031579507*
医学
同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 スゲ
246p
冊子版 978-4-7981-5876-1 2018.12

*1031210661*

心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方 〈ココロの健康シリーズ〉
功刀浩
（くぬぎ・ひろし）
著
翔泳社

慢性的なストレスが原因となって徐々に発症していく「うつ病」などの心の病の予
防や治療に役立つ食事、運動、睡眠を含めライフスタイル全般について、最新の
研究結果に基づいた対処法を紹介する。チェック欄あり。

医学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 10,120円 + 税
分類◎493.79 件名◎精神衛生 クコ
159p
冊子版 978-4-7981-5773-3 2019.01

*1031210673*
CAD 利用技術者試験2次元2級・基礎テキスト＆問題集

CAD 利用技術者試験学習書

第2版 〈CAD 教科書〉

吉野彰一
（よしの・しょういち）
編著
翔泳社

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

技術士第一次試験問題集基礎・適性科目パーフェクト

技術士試験学習書

2019年版 〈技術士教科書〉

堀与志男
（ほり・よしお）
著
翔泳社

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

技術者のためのテクニカルライティング入門講座

生産性が向上し、相手に伝わる論理的な技術文書の書き方

高橋慈子
（たかはし・しげこ）
著
翔泳社

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

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

高橋利行
（たかはし・としゆき）
著
翔泳社

石下貴大
（いしげ・たかひろ）
著

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

2級建築施工管理技士合格ガイド 施工管理技術検定学習書

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

*1031210656*
技術、工学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎ S507.3 件名◎技術士 ホギ
371p
冊子版 978-4-7981-5989-8 2019.02

*1031210658*
技術、工学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎507.7 件名◎技術レポート タギ
219p
冊子版 978-4-7981-5719-1 2018.11
DL不可 EPUB

*1031210714*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎519.7 件名◎廃棄物処理 タズ
219p
冊子版 978-4-7981-4737-6 2016.06
DL不可 EPUB

*1031579538*
建築学

第2版 〈建築土木教科書〉

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

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

HTML5＆CSS3標準 デザイン講座

30 LESSONS LECTURES＆EXERCISES
〈Standard DESIGN LESSON〉
草野あけみ
（くさの・あけみ）
著
翔泳社

第2版

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

*1031210659*
電気工学
同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎547.4833 件名◎ホームページ ク
エ 399p
冊子版 978-4-7981-5813-6 2019.05

*1031579496*
685

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

七條怜子
（しちじょう・れいこ）
著

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

OAuth 徹底入門

セキュアな認可システムを適用するための原則と実践

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

*1031210693*
電気工学

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

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

Raspberry Pi 電子工作レシピ

初めてでも大丈夫 ! 作りながら電気・電子工作の基礎が学べる

DL不可 EPUB

*1031210698*
電気工学

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

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

Webセキュリティ担当者のための脆弱性診断スタートガイド

上野宣が教える新しい情報漏えいを防ぐ技術

*1031579470*
電気工学

第2版

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

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

WordPress 標準 デザイン講座 20 LESSONS LECTURES

＆EXERCISES

DL不可 EPUB

*1031210701*
電気工学

第2版 〈Standard DESIGN LESSON〉

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

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

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

*1031579495*
電気工学

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

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

ホームページ辞典 HTML・CSS・JavaScript 第6版

*1031210678*
電気工学

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

アンク著
翔泳社

ンプルデータはダウンロード可能。

*1031579491*
686

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

電気工学

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

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

算数からはじめる入門電気数学
平出治久
（ひらいで・はるひさ）
著
翔泳社

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

*1031579469*
電気工学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎541.2 件名◎電気数学 ヒサ
171p
冊子版 978-4-7981-5990-4 2019.06

*1031579500*
図解まるわかりサーバーのしくみ

電気工学

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

チからサーバーの知識が身につく。用語集も収録。

DL不可 EPUB

*1031579533*
電験三種合格ガイド 電気主任技術者試験学習書 第3版

〈電気教科書〉

早川義晴
（はやかわ・よしはる）
著
翔泳社

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

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

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

*1031210680*
電気工学

第3版 〈電気教科書〉

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

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

動かして学ぶ !Vue.js 開発入門 新定番の技術をしっかり学べる

*1031210679*
電気工学

〈NEXT ONE〉

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

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

入社1年目からの「ネットインフラ」
がわかる本

DL不可 EPUB

*1031210721*
電気工学

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

まざまなネットインフラについてわかりやすく解説する。

DL不可 EPUB

*1031579521*
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入門 JavaScriptプログラミング

開発の現場に強くなる基礎力をたしかなものに

電気工学

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

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

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

山下明
（やました・あきら）
著
翔泳社

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

文系でもわかる電気数学 “ 高校 +αの知識 ”ですいすい読める

〈大人のコソ練〉

山下明
（やました・あきら）
著
翔泳社

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

「数字指向」のマーケティング データに踊らされないための数字
の読み方・使い方 〈MarkeZine BOOKS〉

丸井達郎
（まるい・たつろう）
著
翔泳社

あらゆるビジネスのマーケティングにおいて正しく数字を読み、目標を設定し、効果
測定をする方法を伝授する。難しい数式は使わず、四則演算で数字感覚を養う。
事例やシミュレーションも充実。

Instagram 集客・販促ガイド ビジュアルで “ 買いたい ”をつくる!

DL不可 EPUB

*1031210722*
電気工学
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎541.1 件名◎電気回路 ヤブ
215p
冊子版 978-4-7981-5076-5 2017.01

*1031579473*
電気工学
同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎541.2 件名◎電気数学 ヤブ
327p
冊子版 978-4-7981-4218-0 2016.10

*1031579472*
商業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング マス
303p
冊子版 978-4-7981-5859-4 2019.02
DL不可 EPUB

*1031210691*
商業

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
Instagramは最強のマーケティングツール。Instagramの基本的な使い方から、フォ ング カイ 179p
ロワーを増やす運用方法、
インスタ映えする写真の撮り方まで、わかりやすく解説する。 冊子版 978-4-7981-5717-7 2019.02
金本かすみ
（かねもと・かすみ）
著
翔泳社

公式アカウントの活用事例も収録。

DL不可 EPUB

*1031210694*
アドテクノロジーの教科書 デジタルマーケティング実践指南

商業

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎674.6 件名◎インターネット広告 ヒ
広告主の立場からアドテクノロジーに関する情報をフラットな視点で整理。混沌と ア 279p
した業界を「歴史・技術」「クリエイティブ」「効果測定」「プレーヤー」「市場」 冊子版 978-4-7981-4460-3 2016.03
広瀬信輔
（ひろせ・しんすけ）
著
翔泳社

の5つの軸で体系的に解説する。

DL不可 EPUB

*1031579522*
ザ・モデル マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサ

商業

クセスの共業プロセス 〈MarkeZine BOOKS〉

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
福田康隆
（ふくだ・やすたか）
著
分類◎675 件名◎マーケティング フザ
翔泳社
295p
SaaS 時代の成長戦略とオペレーションの全体像がわかるプレイブック。マルケト日 冊子版 978-4-7981-5816-7 2019.01

本法人を立ち上げた著者が、戦略、プロセス、人材・組織・リーダーシップという
観点で、自社にとっての「ザ・モデル」を創るヒントを解説。
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DL不可 EPUB

*1031210692*

デジタル時代の基礎知識『SNS マーケティング』「つながり」

商業

と
「共感」で利益を生み出す新しいルール 〈MarkeZine BOOKS〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,670円 + 税
林雅之
（はやし・まさゆき）
著
分類◎675 件名◎インターネットマーケティ
翔泳社
ング ハデ 191p
Facebook、Twitter、Instagram、LINEを取り上げ、SNS の使い方の基本から 冊子版 978-4-7981-5534-0 2018.02

効果的なSNS マーケティング施策についてまで、わかりやすい言葉で具体的に解
説する。炎上予防と対策も伝授。

まったく新しい介護保険外サービスのススメ

DL不可 EPUB

*1031579511*
商業

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎673.95 件名◎シルバー産業 コマ
現在の介護保険 サービスを取り巻く状況をおさらいしつつ、介護 サービスの新しい 175p
ありかた「介護保険外 サービス」について解説。サービスの考え方、既存 サービ 冊子版 978-4-7981-5036-9 2017.02
小濱道博
（こはま・みちひろ）
著
翔泳社

スから得られるアイデア、工夫や注意点も盛り込む。

DL不可 EPUB

*1031579536*
実践顧客起点マーケティング

たった一人の分析から事業は成長する 〈MarkeZine BOOKS〉

商業

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング ニジ
239p
一人の顧客の徹底した理解から導き出した「アイデア」を展開し、各顧客セグメ 冊子版 978-4-7981-6007-8 2019.04
西口一希
（にしぐち・かずき）
著
翔泳社

ントの人数や構成比が動いたかを可視化・定量化して検証する「顧客起点マーケ
ティング」の手法を紹介する。掲載図版のダウンロードサービス付き。

数字思考力×EXCELでマーケティングの成果を上げる本

DL不可 EPUB

*1031579532*
商業

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング－デー
「数字思考力」と「EXCEL」を組み合わせることで、マーケティング力は飛躍的 タ処理 ウス 271p
に向上する! 外資系マーケターが、仕事を劇的に変えるマーケティングのノウハウ 冊子版 978-4-7981-4639-3 2016.08
植山周志
（うえやま・しゅうじ）
著
翔泳社

を公開。EXCELワークシートのダウンロードサービス付き。

DL不可 EPUB

*1031579537*
地域密着型 デイサービス大競争時代を生き抜く黒字戦略

安定経営を実現する付加価値サービスの具体策
浅岡雅子
（あさおか・まさこ）
著
翔泳社

浅岡伴夫
（あさおか・ともお）
著

地域密着型デイサービスが黒字経営を達成し、維持していくためには ? 黒字安定
化に役立つ事業戦略を解説し、独自の知恵と工夫で安定経営を行っている事例を
多数紹介する。集客と利用者の定着を実現する運営上の方策も掲載。

通関士過去問題集 通関士試験学習書 2019年版

〈通関士教科書〉
ヒューマンアカデミー著
翔泳社

笠原純一
（かさはら・じゅんいち）
監修

海外との貿易に欠かせない職業「通関士」になるための試験対策本です。全過
去問題の中から重要問題を精選し、2019年10月の第53回試験に効率的に合格で
きるよう編集しました。基礎から合格レベルの知識まで、この1冊でくまなく学習できる、
例年人気 No.1の定番書籍です。

通関士完全攻略ガイド 通関士試験学習書 2019年版

〈通関士教科書〉
ヒューマンアカデミー著
翔泳社

笠原純一
（かさはら・じゅんいち）
監修

先輩読者から厚い信頼が寄せられている、通関士対策書の決定版。固くて難しい
条文には、イラストや図表を多く用いて解説するなど、初学者にも理解しやすい作り
となっています。章末に確認問題、巻末に模擬試験を掲載。刊行後も、最新法改
正情報をWeb で提供しますので、長く読み続けられて安心です。

商業
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎673.95 件名◎シルバー産業 アチ
175p
冊子版 978-4-7981-4551-8 2016.07

*1031579501*
商業
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎ S678.4 件名◎通関士 ■ツ
711p
冊子版 978-4-7981-5878-5 2019.02

*1031210676*
商業
同時アクセス1 12,980円 + 税
同時アクセス3 26,070円 + 税
分類◎ S678.4 件名◎通関士 ■ツ
843p
冊子版 978-4-7981-5875-4 2018.12

*1031210677*
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店長・エリアマネージャーが知っておきたい売上が UPする
POS データの使い方
石井真人
（いしい・まさと）
著
翔泳社

POSデータやレシートデータをもとに、「儲かる商品」や「集客できる商品」を見
つける方法を解説。エクセルでデータ加工ができるよう、丁寧な操作解説 ページを
各章の最後に掲載する。

文章力を鍛えるWebライティングのネタ出しノート

日々の更新に使えるネタの考え方と書き方

商業
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎673.3 件名◎販売管理－データ
処理 イテ 220p
冊子版 978-4-7981-4579-2 2016.06
DL不可 EPUB

*1031579539*
商業

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
敷田憲司
（しきだ・けんじ）
著
分類◎675 件名◎検索エンジン最適化
翔泳社
シブ 207p
Webライティングの基礎知識やネタ出し方法、SNSなどの活用方法を解説。
「お題」 冊子版 978-4-7981-4590-7 2016.06

に沿ってネタ出し、ライティング、分析ができるケーススタディや、Webに関する知
識・発想法も収録。書き込み欄あり。

インバウンドビジネス集客講座 図解でパパッとわかる決定版
村山慶輔
（むらやま・けいすけ）
著
翔泳社

やまとごころ編集部著

予算ゼロからできるネット施策から、クチコミ対策、広告出稿、地域全体で取り組
む大規模施策まで、インバウンドの集客にまつわるさまざまな施策を解説する。重
点市場とされている20の国と地域のデータ集も収録。

DL不可 EPUB

*1031579540*
運輸、交通
同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎689.21 件名◎観光事業 ■イ
239p
冊子版 978-4-7981-4969-1 2017.06
DL不可 EPUB

*1031579529*
作ればわかる!Androidプログラミング Kotlin 対応

通信事業

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎694.6 件名◎モバイルアプリ カツ
Android SDK/Studioを利用して、実際にアプリを作りながら、Androidアプリ 379p
開発の基礎知識や実践的なプログラミングを学べる書。Kotlin の基礎的な事柄も 冊子版 978-4-7981-6014-6 2019.06
金宏和實
（かねひろ・かずみ）
著
翔泳社

解説する。

DL不可 EPUB

*1031579528*
シェアする美術 森美術館の SNS マーケティング戦略
洞田貫晋一朗
（どうだぬき・しんいちろう）
著
翔泳社

美術館も「観る」と「撮る」 時代に。「#empty」の舞台裏、日本の美術館で最
大規模のフォロワー数を獲得したやり方など、森美術館がこれまで取り組んできた展
覧会におけるさまざまなSNS の取り組みを紹介する。

芸術、美術
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎706.9 件名◎森美術館 ドシ 191p
冊子版 978-4-7981-6000-9 2019.06
DL不可 EPUB

*1031579530*
“ 主線なし”イラストの描き方

絵画

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 ア
輪郭線を使わず、色で面を塗り分けて描く、“ 主線なし”イラスト。その考え方から、 シ 157p
Photoshop での描き方までをわかりやすく解説する。Photoshop のカスタムブラシ 冊子版 978-4-7981-5721-4 2019.03

ア・メリカ
（あめりか）
著
翔泳社

のダウンロードサービス付き。

*1031210654*
キャラクターイラスト
「上手さ」の秘密
リクノ著
翔泳社

人体の描き方、立体感の出し方、アクションポーズや服の描き方、構図やパースの
とり方…。1枚のイラストの中で複雑に組み合わさって使われている「上手さ」の
テクニックを、作例をもとに1つ1つひもときながら解説する。

絵画
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎726.507 件名◎さし絵－技法 リキ
127p
冊子版 978-4-7981-4261-6 2015.11

*1031579475*
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Premiere Pro 逆引きデザイン事典 CC 対応 増補改訂版
千崎達也
（せんざき・たつや）
著
翔泳社

今すぐに必要な情報を素早く探し出せるよう、逆引き形式で構成された Premiere
Proの事典。映像制作に欠かせないノウハウを余すことなく解説する。サンプルファ
イルのダウンロードサービスあり。

写真
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎746.7 件名◎録画 セプ 351p
冊子版 978-4-7981-5289-9 2017.10

*1031579490*
micro：bit ゲームプログラミング 親子で一緒につくろう!

〈ぼうけんキッズ〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
橋山牧人
（はしやま・まきと）
著 澤田千代子
（さわだ・ちよこ）
著
分類◎ K798.5 件名◎ゲームソフト ハマ
翔泳社
135p
教育用コンピューター「micro：bit」で5つのゲームをつくりながら、プログラミン 冊子版 978-4-7981-5843-3 2019.01

グや身の回りのコンピューターに関する知識が身につく入門書。サンプルプログラ
ムのダウンロードサービス付き。

Unity5+Live2Dノベル＆アドベンチャーゲーム開発講座

キャラクターが動く! 喋る! ゲーム開発のコツが満載
〈SMART GAME DEVELOPER〉
栗坂こなべ
（くりさか・こなべ）
著
翔泳社

Unity5とLive2D、そしてノベルゲームエンジン「ジョーカースクリプト」「ティラノ
ビルダー」「宴」を利用して、ノベル＆アドベンチャーゲームを作成する手法を解
説する。Web からサンプルをダウンロードできる。

Unity5ゲーム開発レシピ ハマるゲーム制作のノウハウ

*1031579497*
諸芸、娯楽
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト クユ
319p
冊子版 978-4-7981-4395-8 2016.03

*1031579477*
諸芸、娯楽

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト バユ
Unity5を利用したハマるゲーム作りのコツをまとめたTIPS 集。キャラクター制御の 503p
コツ、レベルデ ザイン、エフェクトの利用方法など、ゲーム開発現場で役立つノ 冊子版 978-4-7981-4303-3 2016.01
BATA
（ばーた）
著 まつだす著
翔泳社

ウハウが満載。

*1031579476*
ゲームプログラミング C++

諸芸、娯楽

同時アクセス1 16,610円 + 税
同時アクセス3 33,330円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト マゲ
C++を不自由なく使えるレベルの人を主な対象とした、ゲームプログラミングのテ 505p
キスト。実際のゲーム開発者が使っている数多くのテクノロジーやシステムの内部 冊子版 978-4-7981-5761-0 2018.12
Sanjay Madhav 著
翔泳社

吉川邦夫
（よしかわ・くにお）
訳

に潜り込み、本当に動くコードの実装に重点を置いて解説する。

DL不可 EPUB

*1031579519*
コードでチャレンジ!マインクラフトプログラミング 〈ぼうけんキッズ〉

諸芸、娯楽

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
世界中で大人気のゲーム「マインクラフト」を使って、楽しみながらプログラミン ンピュータ）■コ 159p
グを学ぼう! いろいろなクエストにチャレンジすることで、コードを入力したプログラ 冊子版 978-4-7981-5505-0 2018.03
Tech Kids School 著 キャデック編・著
翔泳社

ミングが体験できて、論理的思考力と創造力が養える本。

*1031579492*
レベルデザイン徹底指南書 アプリ＆ゲームプランナー必読 !

諸芸、娯楽

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎798.5 件名◎ゲームソフト オレ
ゲームの面白さの心臓部「レベルデザイン」にスポットをあてた本。レベルデザイ 247p
ンの構成要素からRPG、格闘ゲーム、ソーシャルゲームでの具体例まで、現役プ 冊子版 978-4-7981-4518-1 2016.12
大久保磨
（おおくぼ・おさむ）
著
翔泳社

ランナーがその本質と重要ポイントを解説。チェックシートつき。

*1031579484*
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裳華房
理系国際学会のためのビギナーズガイド

自然科学

同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎407 件名◎科学技術研究 ■リ
国際学会で初めて発表する理系分野の大学生等を対象に、英語で発表するため 146p
の基本姿勢とポイントを網羅的にまとめた書。プレゼンテーション、英語との付き合 冊子版 978-4-7853-0010-4 2019.11
山中司
（やまなか・つかさ）
共著
裳華房

西澤幹雄
（にしざわ・みきお）
共著

い方、要旨の書き方などについて詳しく解説する。

*1031875546*
工学系の基礎力学 公式の意味を知る
田村忠久
（たむら・ただひさ）
著
裳華房

大学で工学部初学年向けに講義を行っている著者が、その経験に基づき、例題や
類題を交えつつ、力学の基礎を解説する。章のはじめに「学習目標」
「キーワード」、
章のおわりに「まとめ」「章末問題」を掲載。

物理学
同時アクセス1 4,125円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎423 件名◎力学 タコ 209p
冊子版 978-4-7853-2269-4 2019.10

*1031875505*
講義がわかる力学 やさしく・ていねいに・体系的に
竹川敦
（たけかわ・あつし）
著
裳華房

物理に苦手意識を持つ大学生に向けた初歩的な力学のテキスト。運動方程式か
ら各保存則がすべて導けるという力学の基本法則からなる体系性を、きめ細かくて
いねいに、わかりやすく解説する。章末問題も掲載。

物理学
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎423 件名◎力学 タコ 172p
冊子版 978-4-7853-2262-5 2019.09

*1031875504*
質点の力学 改訂版
（基礎物理学選書 1）
原島 鮮
裳華房

懇切丁寧な解説に加え、多くの図や随所に配した“ 余談 ”など、興味を持って学べ
る力学の教科書。

物理学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7853-2127-7

1995

*1031875494*
質点系・剛体の力学 改訂版
（基礎物理学選書 3）
原島 鮮
裳華房

同じ著者による『基礎物理学選書1 質点の力学（改訂版）』に続く力学後編。
懇切丁寧に書かれた教科書である。

物理学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7853-2128-4

1995

*1031875496*
電磁気学（物理学）
小出 昭一郎
裳華房

理解可能なことだけ筋を通して述べ、盛込む内容を思い切って精選し、本質が簡
単にはわからない雑多で表面的な知識の羅列を避け、図等にも工夫をこらした定評
ある基礎教科書『物理学』の三訂をし、同時に、半期の講義対応に“ 親本 ” の
分冊形式として発刊した内の「電磁気学編」である。

統計熱力学 ミクロからマクロへの化学と物理
原田義也
（はらだ・よしや）
著
裳華房

熱力学の本質を理解するために必要な統計熱力学の解説書。式の変形の過程は
極力省かず丁寧に記述し、数学の公式を詳しく説明した付録、豊富な演習問題も
収録。自習書としても最適。

物理学
同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7853-2077-5

*1031875502*
物理学
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎426.56 件名◎熱力学 ハト 349p
冊子版 978-4-7853-3086-6 2010.11

*1031875527*
692

1997

統計力学入門 〈物理学講義〉

物理学

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎421.4 件名◎統計力学 マト 215p
統計力学とはどのように考える分野であるかを、初学者にわかりやすく伝えるテキスト。 冊子版 978-4-7853-2267-0 2019.07
松下貢
（まつした・みつぐ）
著
裳華房

サイコロを例に確率・統計の考え方を説明したのち、多粒子系の状態と状態数の
数え方、統計力学の一般的な方法、簡単な応用などを解説する。

*1031875493*
波・光・熱（物理学）

物理学

小出 昭一郎
裳華房

理解可能なことだけ筋を通して述べ、盛込む内容を思い切って精選し、本質が簡
単にはわからない雑多で表面的な知識の羅列を避け、図等にも工夫をこらした定評
ある基礎教科書『物理学』の三訂をし、同時に、半期の講義対応に“ 親本 ” の
分冊形式として発刊した内の「波・光・熱編」である。

流体力学（基礎演習シリーズ）

同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7853-2076-8

1997

*1031875503*
物理学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎
同著者による現代的な流体力学の入門コースの教科書『流体力学』の演習書と 冊子版 978-4-7853-8118-9
神部 勉
裳華房

して、基本の物理をわかりやすく、より確実に身につくように懇切丁寧に編まれている。
教科書同様、興味深い話題のコラムも掲載。

2003

*1031875515*
力学（物理学）

物理学

小出 昭一郎
裳華房

理解可能なことだけ筋を通して述べ、盛込む内容を思い切って精選し、本質が簡
単にはわからない雑多で表面的な知識の羅列を避け、図等にも工夫をこらした定評
ある基礎教科書『物理学』の三訂をし、同時に、半期の講義対応に“ 親本 ” の
分冊形式として発刊した内の「力学編」である。

あなたと化学 くらしを支える化学15講
齋藤勝裕
（さいとう・かつひろ）
著
裳華房

化学初学者の幅広い興味に応える基礎化学のテキスト。化学の本筋を易しく簡潔
に解説し、くらしにまつわる話題満載の記事やコラムで、楽しみながら化学の知識
を身に付けられる。演習問題も収録。見返しに元素の周期表あり。

同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7853-2075-1

1997

*1031875501*
化学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎430 件名◎化学 サア 135p
冊子版 978-4-7853-3505-2 2015.09

*1031875531*
コ・メディカル 化学 医療・看護系のための基礎化学

化学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■コ 153p
医療系、看護系の大学・短大・専門学校に通う学生を対象とした基礎化学教科書。 冊子版 978-4-7853-3097-2 2013.11
齋藤勝裕
（さいとう・かつひろ）
共著
裳華房

荒井貞夫
（あらい・さだお）
共著

高校化学の基礎知識がなくとも無理なく読み進められ、医療現場で必要な化学知
識を習得できる。演習問題も掲載。見返しに元素の周期表等あり。

*1031875538*
スタンダード分析化学
角田欣一
（つのだ・きんいち）
共著
裳華房

化学
梅村知也
（うめむら・ともなり）
共著

大学学部で学ぶ分析化学を一通り身につけることができるテキスト。分析化学の基
礎を簡潔かつわかりやすく説明し、現代における主要な機器分析法を幅広く解説。
最新機器分析の動向にも配慮する。見返しに元素の周期表等あり。

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎433 件名◎分析化学 ■ス 288p
冊子版 978-4-7853-3515-1 2018.11

*1031875521*
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メディカル 化学 医歯薬系のための基礎化学

化学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■メ 260p
科学的基礎知識をほとんど持たない学生でも、問題なく読み進められるように解説し 冊子版 978-4-7853-3091-0 2012.11
齋藤勝裕
（さいとう・かつひろ）
共著
裳華房

太田好次
（おおた・よしじ）
共著

た、基礎化学の教科書。医歯薬系の専門課程に進むために十分な化学的基礎知
識を身につけられる。見返しに元素の周期表等あり。

*1031875537*
一般化学 4訂版
長島弘三
（ながしま・こうぞう）
共著
裳華房

化学
富田功
（とみた・いさお）
共著

高校化学の学習内容との接続性を重視しつつ、わかりやすく解説した、大学の初
年級の一般化学の平易な教科書。演習問題も掲載。2012年の高校学習指導要
領に準拠。見返しに元素の周期表あり。

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 5,060円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ナイ 202p
冊子版 978-4-7853-3511-3 2016.11

*1031875525*
演習でクリア フレッシュマン有機化学

化学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎437 件名◎有機化学 コエ 204p
初めて有機化学を学ぶ人のためのテキスト。有機化合物の体系と種類から、アミ 冊子版 978-4-7853-3090-3 2012.10
小林啓二
（こばやし・けいじ）
著
裳華房

ンと窒素化合物まで、内容を確実に理解できるよう、演習問題を豊富に織り込みな
がら解説する。見返しに元素の周期表などあり。

*1031875518*
化学のための数学・物理 〈物理化学入門シリーズ〉
河野裕彦
（こうの・ひろひこ）
著
裳華房

微分、積分等の数学的基盤から物理学の柱であるニュートン力学までを説明し、
関数空間の考え方に基づいて量子力学の枠組みを解説。状態量や非状態量と微
分との関係など、熱力学の数学的な基盤もまとめる。見返しに表等あり。

化学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎430.7 件名◎化学計算 コカ
278p
冊子版 978-4-7853-3421-5 2019.11

*1031875519*
化学のちから 生命・環境・エネルギーの理解のために
岡野光俊
（おかの・みつとし）
著
裳華房

初めて化学を学ぶ人に向けた入門教科書。平易な記述と具体例による解説で、身
の回りの様々な場面で活躍する化学のちからを実感できる。各章末に「発展学習」
を収録し、反転授業の教材としても最適。見返しに元素の周期表あり。

化学
同時アクセス1 3,465円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎430 件名◎化学 オカ 131p
冊子版 978-4-7853-3514-4 2018.03

*1031875522*
現代化学序説 Introduction to Modern Chemistry
齋藤一弥
（さいとう・かずや）
著
裳華房

大学初年次の学生が、現代的な化学を学ぶための教科書。物理化学の内容を、
わかりやすく簡潔に解説する。理解を深めるための練習問題、化学と諸科学の関わ
りを紹介したコラムも収録。見返しに元素の周期表あり。

化学
同時アクセス1 3,465円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎430 件名◎化学 サゲ 166p
冊子版 978-4-7853-3517-5 2019.11

*1031875520*
大学の物理化学（ステップアップ）
斎藤 勝裕
裳華房

課題設定→学習→達成度確認→新たな課題設定→…というJABEE（日本技術
者教育認定制度）の認可規準に沿いながら化学に対する理解を深めていけるよう
編集された教科書シリーズの物理化学編。

化学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7853-3080-4

*1031875533*
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2009

大学の分析化学（ステップアップ）
斎藤 勝裕
裳華房

課題設定→学習→達成度確認→新たな課題設定→…というJABEE（日本技術
者教育認定制度）の認可規準に合わせて編集された教科書の分析化学編。
精選された内容、わかりやすい解説と多くの図によって、分析化学の基礎から機器
分析のさわりまでを初学者が無理なく学べるよう配慮されている。

大学の無機化学 〈ステップアップ〉
齋藤勝裕
（さいとう・かつひろ）
共著
裳華房

長尾宏隆
（ながお・ひろたか）
共著

JABEE（日本技術者教育認定制度）の認可規準に沿った無機化学のテキスト。
「物
質の構造」「酸・塩基と電気化学」「元素の化学」「錯体の化学」の4部構成。
演習問題付き。

化学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7853-3076-7

2008

*1031875534*
化学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎435 件名◎無機化学 サダ 147p
冊子版 978-4-7853-3081-1 2009.09

*1031875535*
大学の有機化学 〈ステップアップ〉
齋藤勝裕
（さいとう・かつひろ）
著
裳華房

JABEE（日本技術者教育認定制度）の認可規準に沿った有機化学のテキスト。
「原
子と結合」「有機化合物の構造」「有機化合物の性質と反応」「生命と有機化学」
の4部構成。演習問題付き。

化学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎437 件名◎有機化学 サダ 144p
冊子版 978-4-7853-3082-8 2009.09

*1031875536*
薬学系のための基礎化学

化学

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■ヤ 159p
薬学系学部で学ぶ大学生を対象とする基礎化学の教科書。「薬学教育 モデル・ 冊子版 978-4-7853-3506-9 2015.10
齋藤勝裕
（さいとう・かつひろ）
共著
裳華房

林一彦
（はやし・かずひこ）
共著

コアカリキュラム」に準拠し、高校化学の知識がなくても無理なく薬学に必要な化
学を習得できる。国家試験類題も収録。見返しに元素の周期表などあり。

*1031875539*
有機スペクトル 解析 テキストブック

化学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎433.9 件名◎有機分析 クユ
「有機機器分析」「有機構造解析」等に対応する科目の大学テキスト。有機スペ 220p
クトル解析を丁寧に解説し、演習問題を多数収録。薬剤師国家試験等に役立つよ 冊子版 978-4-7853-3509-0 2015.11
楠見武徳
（くすみ・たけのり）
著
裳華房

う、最重要項目をまとめた「要点」も示す。見返しに元素の周期表あり。

*1031875540*
理科教育力を高める基礎化学
長谷川正
（はせがわ・ただし）
共著
裳華房

國仙久雄
（こくせん・ひさお）
共著

教員を目指す理工系における基礎科目として、高等学校までの授業の背景となる化
学の基礎・基本を、暗記ではなく論理的に理解できるよう解説。章末問題つき。表
紙見返しに各章と学習指導要領との関係を示したチャート図を掲載。

化学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎430 件名◎化学 ■リ 165p
冊子版 978-4-7853-3088-0 2011.11

*1031875524*
理工系のための化学入門

化学

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 5,060円 + 税
分類◎430 件名◎化学 イリ 164p
高校化学の知識を前提としない、理工系学生のための教科書。理工系に必要な 冊子版 978-4-7853-3095-8 2013.11
井上正之
（いのうえ・まさゆき）
著
裳華房

化学の基本を、多数の図表とともに、ていねいに解説する。演習問題も掲載。見
返しに元素の周期表等あり。

*1031875523*
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遺伝子科学 ゲノム研究への扉
赤坂甲治
（あかさか・こうじ）
著
裳華房

遺伝子の基礎からiPS 細胞やゲノム編集まで、遺伝子に焦点をあて、新しい知見
を豊富な図や文献とともに解説。遺伝子科学の目覚ましい進歩により明らかになった
複雑な調節機構も、長い連鎖反応の一つ一つを丹念に説明する。

生物科学、一般生物学
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 6,380円 + 税
分類◎467 件名◎遺伝学 アイ 167p
冊子版 978-4-7853-5240-0 2019.10

*1031875542*
入門生化学
佐藤健
（さとう・けん）
著
裳華房

生化学の基礎として、押さえおきたい内容を厳選した入門書。高等学校程度の化
学を理解していることを前提とし、生物学の知識がなくても内容を十分に理解できる
ように構成する。章末に学習のまとめを掲載。

生物科学、一般生物学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎464 件名◎生化学 サニ 156p
冊子版 978-4-7853-5238-7 2019.03

*1031875544*
植物メタボロミクス ゲノムから解読する植物化学成分

〈シリーズ・生命の神秘と不思議〉

植物学

同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎471.4 件名◎植物化学 サシ
154p
植物はなぜ多くの代謝産物（化学成分）を作るのか ? これらの代謝産物はどのよう 冊子版 978-4-7853-5129-8 2019.12
斉藤和季
（さいとう・かずき）
著
裳華房

な仕組みで作られるのか ? 長年、植物メタボロミクス研究に関わる著者が、植物
の進化の歴史に刻まれた、代謝産物をつくる能力の秘密に迫る。

陸上植物の形態と進化

*1031875543*
植物学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎ 件名◎植物形態学 ハリ 248p 図
現生植物のゲノム生物学、細胞生物学、発生学、形態学の知見に、古生物学 版44p
の知見を融合し、陸上植物の形態と進化について包括的に論じる。多数のカラー 冊子版 978-4-7853-5871-6 2020.07
長谷部光泰
（はせべ・みつやす）
著
裳華房

写真と図、登場する植物名一覧も掲載。

*1031875545*
医学系のための生化学
石崎泰樹
（いしざき・やすき）
編著
裳華房

医療の分野に進む学生を対象に、人体の正常な機能と疾患を理解するために欠か
せない生化学の基礎を、図表を多用して解説する。症例を用いた理解度確認問
題や応用問題も掲載。

医学
同時アクセス1 7,095円 + 税
同時アクセス3 9,460円 + 税
分類◎491.4 件名◎生化学 イイ 322p
冊子版 978-4-7853-5235-6 2017.10

*1031875541*
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商事法務
AI の法律と論点

総記

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能－法令 フ
AIによって生じる法律問題について、そもそもどのような問題があるのかを整理した エ 414p
上で、どのように考えるべきかを実務の観点から解説。法律と切り離せない倫理の 冊子版 978-4-7857-2610-2 2018.03
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
編著
商事法務

問題にも触れる。

*1032290777*
IoT・AI の法律と戦略 第2版

総記

同時アクセス1 3,410円 + 税
同時アクセス3 6,820円 + 税
分類◎007.3 件名◎ IoTー法令 フア
IoT・AIでどんな法律問題が起こるか－。IoT・AIのシステムの構築、パーソナルデー 324p
タ・ビッグデータの取扱い、AIによる事故の対応などに必要となる法律をわかりやす 冊子版 978-4-7857-2708-6 2019.03
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
編著
商事法務

桑田寛史
（くわた・ひろし）
著

く解説する。

*1032290782*
法律家・法務担当者のための IT 技術用語辞典

総記

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ R007.6 件名◎コンピュータ－便
IT 法務に携わる人が、IT 契約、Ad‐Tech、システム開発、FinTechを理解し、 覧 カホ 198p
日常の業務や訴訟に備えるための IT 技術用語集。用語解説だけでなく、実務で 冊子版 978-4-7857-2538-9 2017.08
影島広泰
（かげしま・ひろやす）
編著
商事法務

の使われ方や、裁判例等も紹介する。

*1032352865*
個人情報保護法 第3版

政治

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎316.1 件名◎個人情報保護法 オ
個人情報保護法が平成27年に大幅改正、関連法も平成28年に改正されて、これ コ 685p
らの特別法ともいうべき番号利用法も制定・改正された。法整備内容を織り込み、 冊子版 978-4-7857-2534-1 2017.06
岡村久道
（おかむら・ひさみち）
著
商事法務

現時点における到達点を整理。最新の個人情報保護法を詳説する。

*1032352864*
個人情報保護法制と実務対応

政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎316.1 件名◎個人情報保護法 ■
個人情報保護法について、実務的な留意点を示しながら説明し、プライバシー侵 コ 492p
害が生じた場合の民事上の責任を実例を踏まえて解説。また、「忘れられる権利」 冊子版 978-4-7857-2573-0 2017.12
太田洋
（おおた・よう）
編著
商事法務

柴田寛子
（しばた・ひろこ）
編著

や米国・EU 等の個人情報保護法制などにも言及する。

*1032352871*
Law Practice 民事訴訟法 第3版

法律

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事訴訟法 ヤロ
法学部生、法科大学院未修者などを対象に、判例を基礎にした事例を用いて、 411p
法的思考のプロセスを示しつつ民事訴訟法の基礎を平易に解説する。実践的な 冊子版 978-4-7857-2587-7 2018.01
山本和彦
（やまもと・かずひこ）
編著
商事法務

安西明子
（あんざい・あきこ）
著

応用力が身につく演習書。

*1032290774*
M＆A 法大全 Corpus Juris M＆A 上 全訂版

法律

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業買収 ■エ
M＆A 取引に関する最先端の問題に取り組む西村あさひ法律事務所の弁護士たち 1280p
が、現在の M＆A 法の到達点を示す。上は、M＆A の法と経済学のエッセンス 冊子版 978-4-7857-2686-7 2019.01
西村あさひ法律事務所編
商事法務

をまとめ、M＆A 取引を取り巻く法制度を体系的・網羅的に解説する。

*1032290784*
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M＆A 法大全 Corpus Juris M＆A 下 全訂版

法律

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業買収 ■エ
M＆A 取引に関する最先端の問題に取り組む西村あさひ法律事務所の弁護士たち 1111p
が、現在の M＆A 法の到達点を示す。下は、M＆A のより実務的な側面を解説 冊子版 978-4-7857-2687-4 2019.01
西村あさひ法律事務所編
商事法務

するとともに、M＆A 法の先端的分野の取引を類型的に整理・紹介する。

*1032290785*
バーチャル 株主総会の実務

法律

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎325.243 件名◎株主総会 サバ
公的な指針も公表され、日本でも動き出したバーチャル株主総会は、コロナ対策と 180p
しても注目されている。上場企業の役職員を対象に、実施の要否・方法に関する 冊子版 978-4-7857-2783-3 2020.04
澤口実
（さわぐち・みのる）
編著
商事法務

近澤諒
（ちかさわ・りょう）
著

判断材料を提供する。

*1032352895*
メーカー取引の法律実務 Q＆A
筬島裕斗志
（おさじま・ひろとし）
編著
商事法務

島田邦雄
（しまだ・くにお）
編著

「個数の桁を誤って発注した」「契約書に印紙を貼り忘れた」「ストが起きて製品が
納められなかった」…。経験豊富な弁護士が、メーカー取引の様々な場面で生じう
る法律問題に回答。解決のための実務的な視点を示す。

法律
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎324.52 件名◎契約 ■メ 506p
冊子版 978-4-7857-2752-9 2020.01

*1032290758*
わかりやすい米国民事訴訟の実務

法律

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎327.953 件名◎民事訴訟法 セワ
豊富な実務経験をもつ弁護士4名が、米国民事訴訟の全体像や、訴状を受け取っ 260p
た後の初期対応をわかりやすく解説。訴訟を回避する手段についても提示する。
「日 冊子版 978-4-7857-2673-7 2018.11
関戸麦
（せきど・むぎ）
編著
商事法務

高宮雄介
（たかみや・ゆうすけ）
著

本企業のための米国民事訴訟対策」の後継書。

*1032290789*
一問一答・新しい相続法 平成30年民法等（相続法）改正、遺言

書保管法の解説 〈一問一答シリーズ〉
堂薗幹一郎
（どうぞの・かんいちろう）
編著
商事法務

野口宣大
（のぐち・のぶひろ）
編著

平成30年7月に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法
務局における遺言書の保管等に関する法律」について、立案担当者らが一問一
答形式で、改正の趣旨やその内容を分かりやすく解説する。

一問一答・平成30年商法改正 〈一問一答シリーズ〉
松井信憲
（まつい・のぶかず）
編著
商事法務

大野晃宏
（おおの・あきひろ）
編著

平成30年に公布された「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」
による改正項目の趣旨や内容について、一問一答形式で分かりやすく解説する。
条文の実質的な対応関係を示す新旧対照表、事項索引も収録。

法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎324.7 件名◎相続法 ■イ 274p
冊子版 978-4-7857-2707-9 2019.03

*1032290767*
法律
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎325 件名◎商法 ■イ 321p
冊子版 978-4-7857-2678-2 2018.12

*1032290769*
一問一答・平成30年人事訴訟法・家事事件手続法等改正

法律

国際裁判管轄法制の整備 〈一問一答シリーズ〉

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
内野宗揮
（うちの・むねき）
編著
分類◎327.4 件名◎人事訴訟法 ウイ
商事法務
218p
平成31年4月1日から施行される「人事訴訟法等の一部を改正する法律」について、 冊子版 978-4-7857-2698-0 2019.02

立法担当者が法改正の趣旨・内容を一問一答形式でわかりやすく解説する。
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*1032290768*

一問一答・民法〈債権関係〉改正 〈一問一答シリーズ〉
筒井健夫
（つつい・たけお）
編著
商事法務

村松秀樹
（むらまつ・ひでき）
編著

法務省の立案担当者による民法（債権関係）改正の解説書。民法改正法と整備
法による多岐にわたる改正項目について、一問一答の形式で、改正の趣旨やその
内容を簡潔に説明する。

法律
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■イ 397p
冊子版 978-4-7857-2601-0 2018.03

*1032352861*
会社法実務問答集 2
前田雅弘
（まえだ・まさひろ）
著
商事法務

北村雅史
（きたむら・まさし）
著

会社法制上の諸問題について設問を提示し、研究者が解説を行う、大阪株式懇
談会の法規研究分科会。平成22年～23年の成果を、平成26年改正会社法にも
対応したかたちでまとめる。大阪株式懇談会『会報』掲載を書籍化。

法律
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎325.2 件名◎会社法 マカ 469p
冊子版 978-4-7857-2615-7 2018.03

*1032352885*
会社法実務問答集 3
前田雅弘
（まえだ・まさひろ）
著
商事法務

北村雅史
（きたむら・まさし）
著

会社法制上の諸問題について設問を提示し、研究者が解説を行う、大阪株式懇
談会の法規研究分科会における研究成果。大阪株式懇談会『会報』2012年1月
号～2013年11月・12月合併号の「法規問答集」を書籍化。

法律
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎325.2 件名◎会社法 マカ 454p
冊子版 978-4-7857-2747-5 2019.10

*1032352886*
株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成ガイドブック

法律

第2版補訂版

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 8,140円 + 税
三井住友信託銀行証券代行コンサルティング部編
分類◎325.243 件名◎株主総会 ■カ
商事法務
356p
株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成について、多数の記載例を掲載し、 冊子版 978-4-7857-2706-2 2019.03

判例等も交え、実務に即して解説する。取締役に対する株式報酬の付与など新規
記載例を追加し、最新の統計資料も踏まえた第2版補訂版。

株主総会判例インデックス

*1032290770*
法律

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.243 件名◎株主総会－判例
株主総会にかかわる123件の重要判例を厳選し、体系化。各判例の事実関係、 ■カ 254p
要旨、位置づけなどを見開き2頁で整理し、「実務上の対応」欄で、判例やソフト 冊子版 978-4-7857-2694-2 2019.01
本村健
（もとむら・たけし）
著
商事法務

冨田雄介
（とみた・ゆうすけ）
著

ロー等をふまえた最先端の株主総会実務の勘所をコンパクトに解説。

*1032290780*
契約業務の実用知識 第2版
堀江泰夫
（ほりえ・やすお）
著
商事法務

会社間の「ビジネス契約」について、著者の契約業務の経験をもとにして、契約
書の審査・作成に必要な知識を網羅的に解説する。債権法改正の契約実務への
影響もコンパクトに整理する。最新の実務をふまえた第2版。

法律
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎324.52 件名◎契約 ホケ 296p
冊子版 978-4-7857-2549-5 2017.09

*1032352866*
契約類型別債権法改正に伴う契約書レビューの実務

法律

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎324.52 件名◎契約 タケ 447p
債権法改正は契約実務にどのような影響を与えるのか。改正の概要を説明しながら、 冊子版 978-4-7857-2748-2 2019.10
滝琢磨
（たき・たくま）
著
商事法務

本改正に伴って見直すべき契約条項について、当事者ごとに留意すべきポイントを
示しながら、実際のサンプルを用いて具体的に解説する。

*1032290760*
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権利保護保険のすべて
LAC 研究会編
商事法務

権利保護保険（弁護士費用保険）についての諸外国の制度や歴史、制度内容、
今日の課題、将来の課題等を詳細に論述。事例研究として、「弁護のちから」「弁
護士費用保険 Mikata」を取り上げ、各約款を逐条解説する。

法律
同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎327.21 件名◎民事訴訟法 ■ケ
272p
冊子版 978-4-7857-2578-5 2017.12

*1032352874*
講義債権法改正

法律

中田裕康
（なかた・ひろやす）
著
商事法務

大村敦志
（おおむら・あつし）
著

契約法の部分がリニューアルされ、国民生活においても大きな影響ををうける民法
改正。法制審議会メンバーの4人が、法案について各所で行ってきた講演内容を
基礎に、債権法改正の要点を概説する。

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■コ 311p
冊子版 978-4-7857-2581-5 2017.12

*1032352876*
合同会社の法と実務

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎325.2 件名◎合同会社 ■ゴ
合同会社について、法と実務の両面から総合的に検討。法理論と解釈論の精緻 407p
化を図り、実務上の課題とその解決指針を示す。さらに、法務省資料等を引用し 冊子版 978-4-7857-2697-3 2019.02
森本滋
（もりもと・しげる）
編
商事法務

つつ登記手続きを詳細に記述する。利用形態に応じた定款例も多数収録。

*1032352899*
債権回収基本のき 第4版
権田修一
（ごんだ・しゅういち）
著
商事法務

債権回収の流れを基本用語を絡めて解説する第1部と、想定場面ごとに実務対処
法を解説した第2部との2部構成。債権管理・回収の初学者向けに、必要最小限
の知識が短時間で身に付くようまとめる。債権法改正を踏まえた第4版。

法律
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権回収 ゴサ
265p
冊子版 978-4-7857-2563-1 2017.10

*1032352868*
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の実務 第2版

法律

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.24 件名◎コーポレートガバナ
指名諮問委員会はどこまで答申（決定）するべきか ? 報酬諮問委員会の望ましい ンス ■シ 201p
構成とは? 任意の委員会の規則は誰が決めるべきか ? 任意の委員会の設置・運用 冊子版 978-4-7857-2699-7 2019.02
澤口実
（さわぐち・みのる）
編著
商事法務

渡辺邦広
（わたなべ・くにひろ）
編著

に関する実務上の問題点をQ＆A 形式で解説する。

*1032290772*
事業再生大全

法律

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業再生 ■ジ
事業再生に関する法制度・実務を体系的・網羅的にまとめた本。事業再生の実務 826p
にかかわる法律家が、資本調達、負債のリストラクチャリング、M＆Aといった様々 冊子版 978-4-7857-2751-2 2019.12
西村あさひ法律事務所編
商事法務

な視点・分野ごとに、事業再生をめぐる論点を解説する。

*1032290759*
執行役員の実務
倉橋雄作
（くらはし・ゆうさく）
著
商事法務

多くの企業で導入され、多様に活用されている執行役員制度。執行役員の法律上
の位置づけを整理した上で、実務上の制度設計のポイントや留意点について解説
する。

法律
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.243 件名◎取締役 クシ
210p
冊子版 978-4-7857-2638-6 2018.05

*1032290792*
700

実践 ! 債権保全・回収の実務対応

担保の取得と実行のポイント 第2版

法律

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
中井康之
（なかい・やすゆき）
監修 大川治
（おおかわ・おさむ）
編著
分類◎324.4 件名◎債権回収 ■ジ
商事法務
493p
「平常時」「信用不安時」「非常時（倒産）」の各ステージにおける債権保全・ 冊子版 978-4-7857-2692-8 2019.02

回収の実務と担保の取扱いについて、具体的、実践的に解説。最新の情報を盛
り込み、債権法改正についても実務的な視点で踏み込んで解説した第2版。

重要論点実務民法〈債権関係〉改正
鎌田薫
（かまた・かおる）
著
商事法務

内田貴
（うちだ・たかし）
著

契約の成立から債権債務関係、各種の契約まで、民法〈債権関係〉改正の厳選
した重要テーマについて、実務の最前線で活躍する弁護士らが実務と理論の両
面からわかりやすく解説する。

*1032290779*
法律
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■ジ 356p
冊子版 978-4-7857-2725-3 2019.07

*1032290765*
信託法をひもとく

法律

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎324.82 件名◎信託法 サシ 218p
信託法に特徴的な規律を理論的に整序することを通して、信託の本質を浮き彫りに 冊子版 978-4-7857-2693-5 2019.01
佐久間毅
（さくま・たけし）
著
商事法務

する。また、現行信託法で想定される法的紛争も意識して、信託法の規定や考え
方を検討する。『NBL』連載に加筆修正。

*1032290773*
新株予約権 ハンドブック 第4版

法律

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎325.242 件名◎新株予約権 ■シ
新株予約権について、法律の立案を担当した執筆陣が、制度の概要や実務的な 965p
論点等をわかりやすく解説。実務の最新事例も盛り込む。平成29年度税制改正に 冊子版 978-4-7857-2608-9 2018.03
太田洋
（おおた・よう）
編集代表
商事法務

山本憲光
（やまもと・のりみつ）
編集代表

対応し、抜本的に改訂した第4版。

*1032352884*
成長戦略法制 イノベーションを促進する企業法制設計

〈成長戦略と企業法制〉
成長戦略法制研究会編
商事法務

経済成長を本当に促進するためには、法体系の考え方自体を変えていくことが必要。
経済成長とイノベーションを支える企業法制の設計のあり方を、第一線の研究者と
実務家が考察・提言する。

破産実務の基礎 〈裁判実務シリーズ 11〉

法律
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎325 件名◎商法 ■セ 220p
冊子版 978-4-7857-2683-6 2019.02

*1032290786*
法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎327.36 件名◎破産法 ■ ハ
東京地裁破産再生部に所属する裁判官がまとめた、破産実務の基礎を理解するた 408p
めの実務書。破産事件の申立てや管財手続における諸問題など、破産手続にお 冊子版 978-4-7857-2730-7 2019.08
永谷典雄
（ながや・のりお）
編著
商事法務

上拂大作
（うえはらい・だいさく）
編著

いて基本的かつ重要と考えられる項目について、分かりやすく解説する。

*1032290763*
必携債権法を実務から理解する21講

法律

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 ■ヒ 257p
債権法の改正事項について、具体的な設例を設定しながら、現行法との異同等を 冊子版 978-4-7857-2622-5 2018.08
虎門中央法律事務所編
商事法務

柴田征範
（しばた・まさのり）
著

含め、
きめ細かい問題点をQA 方式で懇切・丁寧に解説する。用語・キーワード解説、
有用な書式も収録。

*1032352888*
701

法務担当者のためのもう一度学ぶ民法 契約編 第2版
田路至弘
（とうじ・よしひろ）
著
商事法務

企業間取引の引き合いから契約交渉、契約書の作成、契約の履行、解除、損害
賠償、強制執行まで、実際の裁判例や実例を紹介しながら、企業の法務担当者
が押さえておくべき勘所を解説する。債権法改正を踏まえた第2版。

法律
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎324 件名◎民法 トホ 235p
冊子版 978-4-7857-2662-1 2018.08

*1032352891*
民事再生の手引 第2版 〈裁判実務シリーズ 4〉
鹿子木康
（かのこぎ・やすし）
編著
商事法務

再生手続に携わる関係者との協議に基づき培われた、東京地方裁判所民事第20
部における再生手続の運用について、裁判官・書記官が具体例と共に手続の段
階ごとに解説する。民事再生法等の関連法の改正などに対応した第2版。

法律
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎327.37 件名◎民事再生法 カミ
529p
冊子版 978-4-7857-2582-2 2017.12

*1032352877*
役員のための法律知識 第2版
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

取締役がすべき、経営の基本方針等の策定、経営者に対する監督、内部統制の
統括、重要な業務執行の決定といった仕事を分かりやすく解説。取締役会の進め
方なども紹介する。最先端の情報を盛り込み全面的に改訂した第2版。

法律
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎325.243 件名◎取締役 ナヤ
264p
冊子版 978-4-7857-2724-6 2019.06

*1032290766*
M＆A 契約 モデル 条項と解説
戸嶋浩二
（としま・こうじ）
著
商事法務

内田修平
（うちだ・しゅうへい）
著

日本でも定着してきたM＆A。その最前線で10年以上活躍してきた弁護士らが、
実践的なモデル条項をもとに、M＆A 契約の作成・交渉のノウハウを解説し、わ
かりにくい専門用語に説明を加える。

経済
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■エ
330p
冊子版 978-4-7857-2600-3 2018.03

*1032352881*
ケースから考える内部統制システムの構築

経済

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎336.84 件名◎内部統制 ナケ
第一人者が内部統制とはどのいうものかを説明した上で、内部統制システム構築・ 212p
運用にかかわる義務の内容と水準について検討。内部統制の全体像を示し、主要 冊子版 978-4-7857-2580-8 2017.12
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

な判例を検討しながら備えるべき具体策を明らかにする。

*1032352875*
コーポレートガバナンス・コードの実務 第3版

経済

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
コーポレートガバナンス・コードへの実務対応について検討を行う上場企業の役職 ス ■コ 249p
員が知っておくべき情報を網羅。コード適用後3年の対応状況を振り返り、改訂コー 冊子版 978-4-7857-2682-9 2018.12
澤口実
（さわぐち・みのる）
編著
商事法務

内田修平
（うちだ・しゅうへい）
編著

ド対応のための留意事項を整理した第3版。

*1032290787*
コーポレートガバナンス・コードの読み方・考え方 第2版

経済

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎335.4 件名◎コーポレートガバナン
コーポレートガバナンス・コードの概要や実務上の対応方針などを示した上で、コー ス ナコ 219p
ドが定める73の原則を逐条形式でわかりやすく解説。ベストプラクティスとして各 冊子版 978-4-7857-2681-2 2018.12
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

倉橋雄作
（くらはし・ゆうさく）
著

種開示例も紹介する。コードの改訂などに対応した第2版。

*1032290788*
702

シチュエーション別提携契約の実務 第3版

経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎335.5 件名◎企業提携 フシ
企業成長・再生の切り札「提携」 契約の実務について、具体的な交渉の中で各 483p
契約条項がどのようにまとまり、交渉上どのような点に留意すべきかを、流れに沿っ 冊子版 978-4-7857-2603-4 2018.03
淵邊善彦
（ふちべ・よしひこ）
編著
商事法務

て解説。共同開発とエリア・フランチャイズの新章を設けた第3版。

*1032290755*
シンジケート・ローンの法的課題

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎338.54 件名◎銀行貸付 ■シ
世界各国で広く用いられている金融手法であるシンジケート
・ローン。その法的課題を、 267p
各国の市場、契約実務、法律問題等を比較しながら、実地調査の成果もふまえて 冊子版 978-4-7857-2705-5 2019.03
森下哲朗
（もりした・てつお）
編著
商事法務

道垣内弘人
（どうがうち・ひろと）
編著

多角的に検討する。

*1032290771*
データの法律と契約

経済

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.17 件名◎情報管理 フデ
DX（デジタルトランスフォーメーション）の実現や AI の開発に不可欠なビッグデー 432p
タに関する法律と契約の重要ポイントを徹底解説。改正不競法についても説明する。 冊子版 978-4-7857-2696-6 2019.01
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
著
商事法務

松村英寿
（まつむら・ひでとし）
著

モデル契約・規約付き。

*1032290781*
データ取引の契約実務 書式と解説

経済

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎336.17 件名◎情報管理 フデ
データ取引に関する契約・規約と法律知識を、実務的な観点からわかりやすく解説 222p
する。汎用性の高い形のデータ取引契約のモデル契約・データ共有プラットフォー 冊子版 978-4-7857-2746-8 2019.10
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
著
商事法務

松村英寿
（まつむら・ひでとし）
著

ムのモデル利用規約、契約・規約作成時のチェックリストも掲載。

*1032352892*
はじめて学ぶ下請法
鎌田明
（かまだ・あきら）
編著
商事法務

下請法について事例を活用しつつ解説した入門書。下請法の条文の順ではなく、
取引価格の決定、発注、納品・役務提供、下請代金の支払いといった取引の流
れに沿い、図を多く用いてポイントを説明する。

経済
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎335.207 件名◎下請代金支払遅
延等防止法 カハ 222p
冊子版 978-4-7857-2569-3 2017.11

*1032352869*
ファイナンス法大全 CORPUS JURIS FINANCE 上 全訂版

経済

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎338.32 件名◎金融－法令 ■フ
ファイナンス取引実務の最前線で活躍する気鋭のローヤー達が、高度な実務上の 1254p
問題意識に打ち出された最先端の法的分析と法解釈論を展開。上では、
キャピタル・ 冊子版 978-4-7857-2543-3 2017.08
西村あさひ法律事務所編
商事法務

マーケッツ、アセット・マネジメント、ローン等を解説。

*1032352897*
ファイナンス法大全 CORPUS JURIS FINANCE 下 全訂版
西村あさひ法律事務所編
商事法務

ファイナンス取引実務の最前線で活躍する気鋭のローヤー達が、高度な実務上の
問題意識に打ち出された最先端の法的分析と法解釈論を展開。下では、REIT、
プロジェクト・ファイナンス、保険、証券化の展開等を解説。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎338.32 件名◎金融－法令 ■フ
1091p
冊子版 978-4-7857-2548-8 2017.12

*1032352898*
703

ファンド契約の実務 Q＆A 第2版

経済

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎338.8 件名◎投資信託 モフ
ファンド契約の作成・レビューに関する必要知識を、Q＆A 形式で網羅的に解説。 264p
基本的に投資事業有限責任組合を念頭に置き、ファンド契約の条項の理解のため 冊子版 978-4-7857-2629-4 2018.05
本柳祐介
（もとやなぎ・ゆうすけ）
著
商事法務

に多くの条文を引用する。新たな法規制などに対応した第2版。

*1032352889*
ブロックチェーンビジネスとICO のフィジビリティスタディ

経済

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎338 件名◎ブロックチェーン オブ
最先端の企業法務を担う法律事務所の弁護士らが、ブロックチェーンビジネスをど 374p
のような戦略で展開すべきか、どのような法律に注意すべきかを体系的・具体的に 冊子版 978-4-7857-2674-4 2018.11
小笠原匡隆
（おがさわら・まさたか）
編著
商事法務

解説。ICOについても詳説する。

*1032290754*
ミャンマー法務最前線 理論と実務 第2版

経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎338.92238 件名◎国際投資 ■
ミャンマーの法整備や数多くの案件に関与した弁護士が、実態と背景にある法理論 ミ 371p
を説明した、ミャンマー法実務の本格的な解説書。新投資法および新会社法の改 冊子版 978-4-7857-2560-0 2017.09
武川丈士
（むかわ・たけし）
著
商事法務

眞鍋佳奈
（まなべ・かな）
著

正動向にも対応した第2版。

*1032352867*
会社補償の実務 〈成長戦略と企業法制〉
会社補償実務研究会編
商事法務

攻めのガバナンスの礎として役員を不当請求から守る会社補償。実務で関心を集
めている会社補償について、会社補償実務指針（案）の紹介等を通じて、現行
法下での最先端の論点・指針を説明する。

経済
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎335.43 件名◎取締役 ■カ
165p
冊子版 978-4-7857-2593-8 2018.02

*1032352879*
会社法決算書作成 ハンドブック 2018年版

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎336.92 件名◎決算・決算報告 オ
会社法 ベースの計算書類の作成、監査などについて、2017年12月31日現在の法 カ 688p
令・規則等に準拠して、総合的に解説。2017年3月期の適用事例を盛り込み、会 冊子版 978-4-7857-2605-8 2018.03
太田達也
（おおた・たつや）
著
商事法務

計基準等の改正に係る新たな論点をカバーした2018年版。

*1032352882*
企業危機・不祥事対応の法務 第2版

経済

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎336 件名◎危機管理
（経営）■キ
企業危機・不祥事対応全般に共通する事項について、基本的な考え方や勘所を 517p
説明。さらに企業危機・不祥事の類型ごとに、事案の発覚、初動対応から再発 冊子版 978-4-7857-2652-2 2018.07
森・濱田松本法律事務所編
商事法務

防止策の策定までを実務的な観点から解説する。新章を追加した第2版。

*1032290791*
金融商品取引法 公開買付制度と大量保有報告制度編
鈴木克昌
（すずき・かつまさ）
著
商事法務

久保田修平
（くぼた・しゅうへい）
著

M＆A、キャピタル・マーケッツに携わる人に役立つよう、資本市場・M＆A 市場
の健全な発展に資するための建設的・合理的な、金融商品取引法の解釈および
実務のあり方を示す。平成29年9月30日現在の法令等に準拠。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎338.16 件名◎金融商品取引法
■キ 655p
冊子版 978-4-7857-2577-8 2017.12

*1032352873*
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金融商品取引法アウトライン
中村聡
（なかむら・さとし）
著
商事法務

金融商品取引法の全体像を、図表を多く用いてわかりやすく解説した、法科大学
院生やこれから実務に携わる企業法務担当者に最適の書。証券用語集、証券年
表も資料として収録する。

経済
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 8,140円 + 税
分類◎338.16 件名◎金融商品取引法
ナキ 342p
冊子版 978-4-7857-2524-2 2017.05

*1032352863*
最新タイのビジネス法務 第2版
Chandler MHM Limited 森・濱田松本法律事務所 バンコクオフィス編
商事法務

日系企業がタイにおいて遭遇するであろうビジネスローの重要論点について概説。
タイの法制度、新規進出・外資規制、会社法、知的財産法、労働法、汚職防
止法制、紛争解決制度などを取り上げる。取引競争法の改正などに対応。

経済
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎338.92237 件名◎国際投資 ■
サ 380p
冊子版 978-4-7857-2761-1 2019.12

*1032290756*
支払決済法 手形小切手から電子マネーまで 第3版
小塚荘一郎
（こずか・そういちろう）
著
商事法務

森田果
（もりた・はつる）
著

電子 マネー・クレジットカード・銀行振込・手形・小切手といったさまざまな支払手
段をめぐる法ルートのあり方について、機能的かつ統一的に説明する。民法、資
金決済法、割賦販売法の改正に対応した第3版。

経済
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎338.5 件名◎支払 コシ 261p
冊子版 978-4-7857-2604-1 2018.03

*1032290776*
資金調達 ハンドブック 第2版

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.82 件名◎資金管理 ■シ
企業の資金調達に関する実務の全体像を示したハンドブック。企業の資金調達に 376p
ついて概説し、会社法・金融商品取引法上の規律や実務上の諸論点を解説する。 冊子版 978-4-7857-2574-7 2017.12
武井一浩
（たけい・かずひろ）
編著
商事法務

郡谷大輔
（こおりや・だいすけ）
編著

法改正や CGコードの導入等による制度・実務の変化に対応した第2版。

*1032352872*
実務家のための役員報酬の手引き 第2版
高田剛
（たかだ・つよし）
著
商事法務

俸給、賞与、退職慰労金等をめぐる役員報酬の設計実務の疑問に対し、監査役
設置会社を念頭に、法務・税務の視点からこたえる。平成26年会社法改正による
監査等委員会設置会社の創設など、実務の最新動向を反映した第2版。

経済
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎335.43 件名◎取締役 タジ 309p
冊子版 978-4-7857-2570-9 2017.11

*1032352870*
実務解説資金決済法 第4版
堀天子
（ほり・たかね）
著
商事法務

資金決済法を中心とした決済 サービスの全体像について、実務上の観点から網羅
的に解説。約款記載例や Q＆A、図表を豊富に盛り込む。2019年改正資金決済
法に完全対応。

経済
同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎338.57 件名◎資金決済法 ホジ
420p
冊子版 978-4-7857-2744-4 2019.09

*1032290783*
新型コロナ 危機下の企業法務部門

経済

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎企業法 ■シ 312p
新型コロナ危機に直面する企業法務部門は、
どのように行動しているだろうか。また、 冊子版 978-4-7857-2792-5 2020.06
経営法友会編
商事法務

将来にわたって何を模索するべきだろうか。企業法務団体である経営法友会の会
員企業の英知を結集する。

*1032352896*
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人事労務の法律問題対応の指針と手順
佐藤久文
（さとう・ひさふみ）
著
商事法務

企業の人事労務担当者が、人事労務問題へ対応する際に必要な事項を網羅。
労働関係法の概念や法律知識の説明は必要最小限度にとどめ、実務で生じる典
型的な事例ごとに対応の指針と手順を解説する。働き方改革関連法に対応。

経済
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 サジ
333p
冊子版 978-4-7857-2665-2 2018.10

*1032290790*
中小企業等の健全な経営に関する新しいガイドラインの課
題と展望 〈事業再生研究叢書 18〉
事業再生研究機構編
商事法務

中小企業の平時における経営健全化の取組みを紹介するとともに、第一線で活躍
する多様な専門家が中小企業の経営健全化に関するガイドラインの必要性と検討
課題を議論する。2019年5月開催のシンポジウムをもとに書籍化。

適時開示の実務 Q＆A 第2版

経済
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎335.35 件名◎中小企業 ■チ
151p
冊子版 978-4-7857-2765-9 2020.01

*1032352894*
経済

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎338.16 件名◎ディスクロージャー
適時開示への適切な対応を図るために理解すべき、制度の趣旨と意義などについ （経営）■テ 363p
て解説するとともに、適時開示の提出に際してよくある質問に答える。関連規定、 冊子版 978-4-7857-2617-1 2018.03
宝印刷株式会社編
商事法務

ディスクロージャー＆IR 総合研究所編

記載事例も掲載。決算短信の簡素化に関する論点を追加した第2版。

*1032352887*
独占禁止法 第3版
菅久修一
（すがひさ・しゅういち）
編著
商事法務

経済
品川武
（しながわ・たけし）
著

現行の独占禁止法の規定とその考え方、そして現在の公正取引委員会や裁判所
での独占禁止法の実際の運用と考え方に特化した解説書。平成29年の流通・取
引慣行ガイドラインの全面改正などをふまえた第3版。

同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 スド
422p
冊子版 978-4-7857-2633-1 2018.06

*1032352890*
日弁連 ESGガイダンスの解説とSDGs 時代の実務対応

経済

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎335.15 件名◎企業の社会的責任
日弁連 ESGガイダンスの内容を、ガイダンスの策定・監修にかかわった弁護士・ ■ニ 239p
専門家が逐条解説。さらに、日弁連 ESGガイダンスに基づく非財務情報開示・エ 冊子版 978-4-7857-2726-0 2019.06
ESG SDGs 法務研究会編
商事法務

ンゲージメント・融資の実践例や法的論点を紹介する。

*1032290764*
役員のための株主総会運営法 第3版
中村直人
（なかむら・なおと）
著
商事法務

役員が株主総会運営に必要な知識を獲得するための一冊。株主総会の基本や株
主総会運営モデル、問題株主撃退型の総会運営法について解説する。第1章「株
主満足度向上策」を追加するなどした第3版。

経済
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎335.43 件名◎株主総会 ナヤ
259p
冊子版 978-4-7857-2590-7 2018.01

*1032352878*
優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析

Examination and Analysis of Regulations against Abuse of
Superior Bargaining Position 第3版

長澤哲也
（ながさわ・てつや）
著
商事法務

独禁法・下請法上の優越的地位濫用規制の全体を体系立てて整理し、高度な実
務を豊富な事例とともに分かりやすく解説する。下請法運用方針の大幅見直しをふ
まえた第3版。
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経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ナユ
470p
冊子版 978-4-7857-2602-7 2018.03

*1032290775*

論点解析経済法 第2版
川浜昇
（かわはま・のぼる）
編著
商事法務

経済

武田邦宣
（たけだ・くにのぶ）
編著

学部生、法科大学院生のための演習教材。共同行為12問、企業結合4問、私
的独占・不公正な取引方法12問の事例問題（司法試験の過去問含）を収録し解
答のポイントを解説。重要な論点について自ら考え判断する力が身につく。

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎335.57 件名◎独占禁止法 ■ロ
301p
冊子版 978-4-7857-2459-7 2016.10

*1032352862*
コンメンタール 消費者契約法 補巻 2016年・2018年改正
第2版増補版

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編
商事法務

消費者契約法2016年改正及び2018年改正の内容を対象とし、改正法の立法経
過を踏まえ、改正の趣旨を示す。さらに、各規程の逐条解説及び現実に発生して
いる消費者問題への実務上の適用の在り方等を示す。

消費者相談マニュアル 第4版

社会
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎365 件名◎消費者契約法 ■コ
357p
冊子版 978-4-7857-2758-1 2019.12

*1032290757*
社会

東京弁護士会消費者問題特別委員会編
商事法務

消費者事件の処理に必要な消費者問題全般に共通する前提知識を述べたのち、
実際に日々発生している具体的事例を取り上げ、その処理に必要な知識と解決法
を解説する。民法（債権法）
・消費者契約法等改正に対応した第4版。

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護 ■シ
649p
冊子版 978-4-7857-2745-1 2019.10

*1032290761*
働き方改革とこれからの時代の労働法
菅野百合
（すがの・ゆり）
編著
商事法務

社会

阿部次郎
（あべ・じろう）
編著

日本型の「働き方」は変化を余儀なくされている。政府の最重要政策であり、企
業の重要な経営課題でもある「働き方改革」の内容を幅広く詳解し、日本型雇用
システムの変化に伴う「これからの時代」の労働法における論点を説く。

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ■ ハ
414p
冊子版 978-4-7857-2684-3 2018.11

*1032290753*
不動産再開発の法務

都市再開発・マンション建替え・工場跡地開発の紛争予防

第2版

建設工学、土木工学

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

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

エッセンス景品表示法

*1032290762*
商業

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎671.3 件名◎不当景品類及び不
景品表示法（景表法）をざっくり学ぶための本。景表法における不当表示規制と 当表示防止法 フエ 216p
不当景品類規制をそれぞれ分けて説明した後、表示行為や景品類提供行為をしよ 冊子版 978-4-7857-2607-2 2018.03
古川昌平
（ふるかわ・しょうへい）
著
商事法務

うとする事業者が講ずべき管理上の措置などについて解説する。

*1032352883*
英文契約の考え方

商業

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎670.93 件名◎商業通信－英語
海外ビジネスのトラブルは契約書に原因があることが多い。契約書上のトラブル ナエ 312p
の源をみつけ出す能力を高められるよう、英文契約の特徴や、英文契約書が登場 冊子版 978-4-7857-2656-0 2018.08
中尾智三郎
（なかお・ともさぶろう）
著
商事法務

する場面と注意点、頻出する単語・用語、契約書作成のツボなどを解説。

*1032290778*
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実務解説特定商取引法 第2版
上柳敏郎
（うえやなぎ・としろう）
著
商事法務

島薗佐紀
（しまぞの・さき）
著

特定商取引法の概要を解説し、各取引類型について、法律や政令に複雑に散在
している要件と、それに対応する法的効果の関係をわかりやすく示す。平成29年
12月施行の改正特商法に対応。

商業
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎673.3 件名◎特定商取引に関する
法律 ウジ 532p
冊子版 978-4-7857-2597-6 2018.03

*1032352880*
商品先物取引法 新版

商業

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎676.4 件名◎商品先物取引法 カ
使いやすくて透明性が高く、トラブルのない商品先物市場の構築をめざした平易な シ 321p
解説書。商品先物取引の経済的意義と法規制をはじめ、取引の決済、取引の受 冊子版 978-4-7857-2756-7 2019.12
河内隆史
（かわち・たかし）
著
商事法務

尾崎安央
（おざき・やすひろ）
著

委託、紛争の処理などを説明する。国内外の環境の変化に対応した新版。

*1032352893*
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女子栄養大学出版部
胃がん手術後の安心ごはん 胃を失ったあとの後遺症を防ぐ!

〈食事療法はじめの一歩シリーズ〉
青木照明
（あおき・てるあき）
著
女子栄養大学出版部

金原桜子
（きんぱら・おうこ）
著

食べ方をかえて、後遺症とさようなら! 胃を切った人の食生活のポイントや生活の注
意点を説明し、安心して食べられる献立を朝昼夕に分けて紹介。体にやさしい単品
レシピや、少量でも栄養価を高めるレシピ等も収録する。

管理栄養士国家試験合格のためのワークノート150日 第8版
女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会編
女子栄養大学出版部

本書は、1日2ページで全範囲をクリアできる書き込み式問題集です。国家試験ガ
イドラインの中項目から出題頻度の高い300項目を抽出し、1ページ1項目で構成。
ガイドライン順に配列されていますが、科目間を越えた効果的な学習プランも提案。
2019年3月発表の新ガイドラインに徹底準拠。

管理栄養士国家試験受験必修過去問集 2020

医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,830円 + 税
分類◎ 件名◎胃癌 アイ 127p
冊子版 978-4-7895-1889-5 2020.08

*1032326637*
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◎ S498.55 件名◎栄養士 ■カ
303,23p
冊子版 978-4-7895-2445-2 2019.10

*1031224160*
医学

同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 11,990円 + 税
分類◎ S498.55 件名◎栄養士 ■カ
本書は、第33回管理栄養士国家試験（2019年3月実施）を含む5年間の国試、 404p
全1000問を収載した問題集です。
「速報2019」と「過去問2015～18」の二部構成。 冊子版 978-4-7895-2444-5 2019.05
女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会編
女子栄養大学出版部

*1031224161*
女子栄養大学オープン模試問題集 管理栄養士国家試験
第2版

女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会編
女子栄養大学出版部

女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員の教授陣が作成した過去3回分の試
験問題、計600問を収載。問題用紙も解答用紙も切り取れるので、必要な会を切り
取り、本番さながらに挑戦することができます。答え合わせのあとに解説を一読すれ
ば、さらに理解が深まります。

愛しいおかず 食いしんぼう編集者も夢中になった

医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,460円 + 税
分類◎ S498.55 件名◎栄養士 ■ジ
246p
冊子版 978-4-7895-2446-9 2019.11

*1031325264*
家政学、生活科学

同時アクセス1 3,190円 + 税
同時アクセス3 4,730円 + 税
分類◎596 件名◎料理 ウイ 95p
トマトと卵のいため物、キャベツの回鍋肉…。シンプルで作りやすく、なんといって 冊子版 978-4-7895-4752-9 2020.01
ウーウェン料理
女子栄養大学出版部

もおいしい !『栄養と料理』などに登場したウー・ウェンさんの料理のうち、料理編
集者たちが何度も作り続ける料理を集めて紹介します。

*1031986266*
村上祥子のシニア料理教室 人気レシピ集めました!
村上祥子
（むらかみ・さちこ）
著
女子栄養大学出版部

年をとっても元気に動ける体作りは、食事のとり方しだい。シニアに向けた料理教
室で人気の「早、うま、簡単」で「栄養しっかり」のレシピを紹介します。食べ
やすくするヒントも満載。『栄養と料理』連載をもとに書籍化。

家政学、生活科学
同時アクセス1 3,190円 + 税
同時アクセス3 4,730円 + 税
分類◎596 件名◎料理 ムム 135p
冊子版 978-4-7895-4833-5 2020.01

*1031986267*
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新日本法規出版
Q＆A 成年被後見人死亡後の実務と書式 改訂版
日本財産管理協会編集
新日本法規出版

成年被後見人死亡後の事務遂行の義務と権限から、被後見人死亡への備え、被
後見人死亡後の実務、後見業務終了後の実務まで、遺産承継を含む被後見人
死亡後の実務と書式についてQ＆A 形式で解説する。法改正に対応した改訂版。

法律
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎ 件名◎成年後見制度 ■キ 440p
冊子版 978-4-7882-8746-4 2020.05

*1031840236*
ケース別相続登記添付情報のチェックポイント

法律

同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 11,165円 + 税
分類◎
相続登記の具体的な場面をケースとして設定し、必要な添付情報を表形式でまと 冊子版 978-4-7882-8615-3
山北 , 英二
新日本法規出版

めています。各ケースでは登記申請時の留意点や添付情報の確認すべきポイント
を解説しています。相続法改正に対応した最新の内容です。

2019

*1030988260*
元登記官からみた抹消登記のポイント
青木 , 登
新日本法規出版

所有権や抵当権、仮登記などのさまざまな権利に関する登記の抹消について実務
のポイントを示し、わかりやすく解説しています。事案に応じた登記記録例を適宜
掲載しています。実務に精通した元登記官が、豊富な経験に基づき執筆した信頼
できる内容です。

裁判上の各種目録記載例集 当事者目録、物件目録、請求債権

目録、差押・仮差押債権目録等

改訂版

佐藤裕義
（さとう・ひろよし）
編著
新日本法規出版

民事訴訟事件のほか執行・保全・家事事件等において作成する当事者目録、物
件目録、請求債権目録、差押・仮差押債権目録等について、具体的な書式・記
載例を示し、作成上の留意点を解説する。会社法などの改正に対応。

相続・贈与と生命保険をめぐるトラブル 予防・対応の手引
中込一洋
（なかごみ・かずひろ）
共著
新日本法規出版

遠山聡
（とおやま・さとし）
共著

トラブルが起きやすい生命保険と相続・贈与の交差する領域について各専門家が
解説する。相続・贈与に伴い保険給付で問題となる場面を設定したQ＆Aと、重
要な判例・裁決例を取り上げ、裁判所等の判断を紹介した事例編を収録。

法律
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 11,165円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8617-7

2019

*1030988263*
法律
同時アクセス1 7,755円 + 税
同時アクセス3 18,095円 + 税
分類◎327.2 件名◎民事裁判 ササ
558p
冊子版 978-4-7882-8628-3 2019.10

*1031115508*
法律
同時アクセス1 6,765円 + 税
同時アクセス3 15,785円 + 税
分類◎324.7 件名◎相続法 ■ソ 413p
冊子版 978-4-7882-8618-4 2019.10

*1031115506*
相続登記相談対応マニュアル

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎
相談・受任から登記後の処理まで、手続の流れに沿ってわかりやすくまとめています。 冊子版 978-4-7882-8616-0

おおさか法律事務所
新日本法規出版

業務の手順を【フローチャート】で示し、そのポイントを【アドバイス】や【ケース
スタディ】【補助者業務のポイント】【参考書式】を交えて解説しています。改正
相続法にも言及した最新の内容です。

法律家のための相続預貯金をめぐる実務
本橋総合法律事務所
新日本法規出版

第1章では、預貯金の相続に関係する法制度や手続、判例などを網羅的に取り上
げ、実務上の論点を解説しています。第2章では、預貯金の相続で問題になりや
すい事案をケースとして設定し、対応時のポイントを示しています。

*1030988262*
法律
同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8629-0

*1031115505*
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2019

Q＆A 同一労働同一賃金のポイント

判例・ガイドラインに基づく実務対応
別城信太郎
（べっき・しんたろう）
編著
新日本法規出版

山浦美卯
（やまうら・はるしげ）
ほか著

「同一労働同一賃金」を定めるパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法
が何を求めているかを正確に理解できるよう、同一労働同一賃金に関する現行法と
司法判断、改正法の概要、実務対応についてQ＆A 形式で解説する。

事例でわかるケアマネジャーのトラブル 対応の手引
神奈川県介護支援専門員協会
新日本法規出版

ケアマネジャーが業務の中で直面する、利用者やその家族、医師、介護事業者
などとの間のトラブル事例を取り上げています。各事例では、トラブル発生時の対
応やアフターケアなどを具体的に紹介・解説しています。

社会
同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働法 ベキ 358p
冊子版 978-4-7882-8606-1 2019.09

*1030988259*
社会
同時アクセス1 5,115円 + 税
同時アクセス3 11,935円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8607-8

2019

*1030988258*
保育現場における困りごと相談 ハンドブック
保育士・保育教諭のお悩み解決のために

木元有香
（きもと・ゆか）
著
新日本法規出版

園児が怪我をしてしまったら? 何かとクレームをつけてくる保護者がいたら? 園内で
パワハラを受けていたら? 保育士・保育教諭の困りごとを設問にし、保育教諭の
資格を有する弁護士が法的観点から回答・解説する。

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

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

教育
同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育所 キホ 264p
冊子版 978-4-7882-8630-6 2019.10

*1031115507*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7882-8614-6

2019

*1030988261*
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誠文堂新光社
ジブン専用パソコンRaspberry Piでプログラミング

ゲームづくりから自由研究までなんだってできる!
〈子供の科学★ミライクリエイティブ〉
阿部和広
（あべ・かずひろ）
著
誠文堂新光社

塩野祐樹
（しおの・ゆうき）
著

Raspberry Piを使った、小中学生のためのプログラミング入門書。パソコンへの
組み立て、Scratch・Python・マインクラフトによるプログラミングを解説する。
『子
供の科学』連載を書籍化。

人工知能と友だちになれる? もし、隣の席の子がロボットだった

ら…マンガでわかるAIと生きる未来 〈子供の科学★ミライサイエンス〉
新井紀子
（あらい・のりこ）
監修
誠文堂新光社

現在研究されている人工知能技術の延長線上で「ロボット」ができあがることを念
頭におき、ロボット「アイくん」が登場するマンガを交えて、人工知能の基本から
未来予測までをやさしく解説する。

新錯視図鑑

脳がだまされる奇妙な世界を楽しむ・解き明かす・つくりだす

杉原厚吉
（すぎはら・こうきち）
著
誠文堂新光社

錯視図形の中から代表的なもの、日常経験との関係が深いもの、面白いものを紹介
し、その不思議さの謎を解説。また、それぞれの錯視がもつ性質を「驚き度」「美
しさ」「役立ち度」などの項目で評価したレーダーチャートも掲載。

菜根譚コンプリート 全文完全対照版
洪自誠
（こう・じせい）
著
誠文堂新光社

野中根太郎
（のなか・ねたろう）
訳

儒教をベースに、道教や仏教を加味して、世のなかの仕組みや人情のあり方につ
いて、わかりやすく教えてくれる中国の古典「菜根譚」。その全文の一文超訳と、
現代語訳、書き下し文、原文、注釈を収録する。

総記
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
ンピュータ）アジ 157p
冊子版 978-4-416-71919-0 2019.11

*1031629316*
総記
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎ K007.13 件名◎人工知能 ■ジ
158p
冊子版 978-4-416-51818-2 2018.06

*1031629317*
心理学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎145.5 件名◎錯視 スシ 223p
冊子版 978-4-416-51899-1 2018.07

*1031031523*
倫理学、道徳
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 コサ 342p
冊子版 978-4-416-71911-4 2020.01
EPUB

*1032326734*
「好き」
を追求する、自分らしい旅の作り方

海外旅行に役立つアイデアとワンテーマ旅のすすめ

auk 著
誠文堂新光社

自分の好きなことを追究するための旅に出かけよう! 旅の手配の仕方や持ちものと賢
いパッキング方法、テーマのある旅の楽しみ、電車で巡るオランダ＆ベルギーの
旅などを紹介します。データ：2020年3月現在。

「絆」
を築くケア技法 ユマニチュード
人のケアから関係性のケアへ

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎290.93 件名◎旅行案内
（外国）
■ス 175p
冊子版 978-4-416-52035-2 2020.03

*1032326719*
社会

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎369.263 件名◎高齢者福祉 オキ
221p
認知症ケア技法「ユマニチュード」は、なぜ効果があるのか。ユマニチュード・ 冊子版 978-4-416-61975-9 2019.10
大島寿美子
（おおしま・すみこ）
著 イヴ・ジネスト監修
誠文堂新光社

インストラクター試験を首席で合格した著者が、発祥国フランスの現状、ユマニチュー
ドの哲学と技術、日本の現状を紹介する。

マンガでわかる介護職のためのアンガーマネジメント イライラ、
ムカムカ、ブチッ!をスッキリ解消。怒りに振り回されないための30の技術

安藤俊介
（あんどう・しゅんすけ）
著
誠文堂新光社

頻繁なコールにイライラ、認知症利用者からのセクハラ、危機感がない同僚に怒
り爆発…。介護現場でよくある怒りの事例をマンガにし、解決策をアンガーマネジ
メントの理論に基づいてやさしく解説する。介護職員の体験談も収録。
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EPUB

*1031629327*
社会
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎369.17 件名◎介護福祉 アマ
223p
冊子版 978-4-416-61943-8 2019.09

*1031629301*

必ず ! 報われる勉強法

頭の使い方もスポーツと同じ、
「鍛錬」すれば上達する!

教育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
眞上久実
（まがみ・くみ）
著
分類◎376.8 件名◎入学試験
（大学）マ
誠文堂新光社
カ 222p
有名大学に毎年数多くの合格者を送り出す、地方の小規模塾の塾長が、大学受 冊子版 978-4-416-92002-2 2019.12

験で絶対報われるための勉強法を紹介する。勉強名人になるための勉強計画の立
て方、絶対合格するための塾・予備校の選び方も掲載。

民間人のための戦場行動マニュアル

もしも戦争に巻き込まれたらこうやって生きのびる
S＆T OUTCOMES 著
誠文堂新光社

川口拓
（かわぐち・たく）
著

テロやさまざまな工作による国内治安の悪化、弾道ミサイル、空爆、自身に向けて
の発砲…。戦争で起こりうるさまざまなリスクに対してどう対処すればいいのか ? 自
衛隊のサバイバル教官を務めた著者が、自助方法を解説する。

ビーカーくんとすごい先輩たち 歴史に残るにはワケがある!

EPUB

*1032326735*
国防、軍事
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎391 件名◎戦争 ■ミ 271p
冊子版 978-4-416-51935-6 2019.06
EPUB

*1031629321*
自然科学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎407 件名◎実験機械・器具－歴史
ビーカーくんたちが博物館に行き、展示されている実験器具の先輩に様々な話を聞 ウビ 159p
き…。科学の世界を切り開いてきた実験器具の誕生秘話や、当時の活躍ぶりを紹 冊子版 978-4-416-61968-1 2019.11
うえたに夫婦著
誠文堂新光社

岡本拓司
（おかもと・たくじ）
監修

介する。実験器具に会える博物館も収録。

*1031629311*
理科好きな子に育つふしぎのお話365

見てみよう、やってみよう、さわってみよう体験型読み聞かせブック
自然史学会連合監修
誠文堂新光社

子供を理科好きにする科学の小話365話を、「やってみよう」「見てみよう」など家
族で楽しめる体験テーマとともに紹介。親子の知的なコミュニケーションに役立つ
読み聞かせブック。読んだ日の記入欄あり。

統計ってなんの役に立つの ? 数・表・グラフを自在に使ってビッ

グデータ時代を生き抜く 〈子供の科学★ミライサイエンス〉
涌井良幸
（わくい・よしゆき）
著
誠文堂新光社

子供の科学編集部編

算数の知識だけでも、統計学の考え方や面白さは十分に理解できる。だから、遊
び心で統計学に接してみよう。統計学の基本的な考え方、
「統計学のセンス・感覚」
を高めるための実験などを、楽しいイラストや図を交えて紹介。

月と暮らす。 月を知り、月のリズムで 新版

自然科学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎ K404 件名◎科学 ■リ 391p
冊子版 978-4-416-11500-8 2015.02
EPUB

*1032326736*
数学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎ K417 件名◎数理統計学 ワト
155p
冊子版 978-4-416-51817-5 2018.05

*1031629318*
天文学、宇宙科学

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎446 件名◎月 フツ 191p
いつでもどこでも、目で眺めても双眼鏡で見ても望遠鏡でのぞいても、そして、心で 冊子版 978-4-416-71912-1 2019.07
藤井旭
（ふじい・あきら）
著
誠文堂新光社

見ても、楽しみのつきない天体、月。月の満ち欠けや月に関することば、文学、暮ら
しなどについて綴った文章とともに、月の美しい写真を収める。

*1031629297*
星を楽しむ天体観測のきほん

月食、日食、流星群、彗星、宇宙で起こる現象を調べよう
大野裕明
（おおの・ひろあき）
著
誠文堂新光社

榎本司
（えのもと・つかさ）
著

肉眼での観測、双眼鏡での観測、カメラを使った観測…。天体観測を始める上で
知っておきたい天体現象のしくみや観測に必要な道具、観測手順、上手に観測す
るためのポイントを、写真や図表とともに解説します。

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎442 件名◎天体観測 オホ 143p
冊子版 978-4-416-61951-3 2019.11

*1031629315*
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海がわかる57のはなし

おどろきのサイエンス－素朴な疑問から最新の話題まで
藤岡換太郎
（ふじおか・かんたろう）
著
誠文堂新光社

海の水は、なぜしょっぱいの ? 海は、どのくらい広くて深いの ? 海は、これからどうな
るの ? 海に関する基礎知識をやさしく解説。最近話題の海底資源や深海探査、海
洋調査に関する話題も紹介します。

公園で探せる昆虫図鑑 身近な昆虫を季節と場所から調べられる

地球科学、地学
同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎ K452 件名◎海洋学 フウ 143p
冊子版 978-4-416-11453-7 2014.09

*1031629277*
動物学

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ R486.038 件名◎昆虫－図鑑 イ
人間の生活環境に暮らしている虫の姿に焦点をあて、どんな生活をしている虫なの コ 187p
か、どんな名前なのかなどを、写真とイラストをおりまぜてビジュアル的に解説。季 冊子版 978-4-416-21105-2 2011.05
石井誠
（いしい・まこと）
著
誠文堂新光社

節と生息環境から逆引きで調べられる目次付き。

*1032326732*
昆虫のすごい瞬間図鑑

一度は見ておきたい ! 公園や雑木林で探せる命の躍動シーン

石井誠
（いしい・まこと）
著
誠文堂新光社

命が生まれる瞬間、大変身を遂げる瞬間、獲物に襲いかかる瞬間、身をひそめて
いる瞬間、オスとメスが出会う瞬間…。公園や雑木林といった身近で出会える昆
虫たちの決定的瞬間を紹介します。

世界で一番美しい鳥図鑑 大空を舞い、木々に水辺に佇む

〈ネイチャー・ミュージアム〉

動物学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎486.1 件名◎昆虫 イコ 223p
冊子版 978-4-416-51710-9 2017.02

*1032326731*
動物学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎488 件名◎鳥類－写真集 ■セ
159p
自然界の鳥の美しくかわいい表情や仕草を捉えた写真が満載の図鑑。鳥の魅力を 冊子版 978-4-416-61989-6 2019.11
すずき莉萌
（すずき・まりも）
編著
誠文堂新光社

知り尽くす、すずき莉萌が、種の解説だけでなく、その表情や仕草が何を意味して
いるのかも説明する。

日本のカモメ識別図鑑 決定版
氏原巨雄
（うじはら・おさお）
著
誠文堂新光社

氏原道昭
（うじはら・みちあき）
著

日本国内で記録がある、または観察例のあるカモメなど30種の、識別に役立つ情
報を掲載した図鑑。成鳥と幼鳥の静止および飛翔のイラスト、写真とともに、部位
の名称、年齢や換羽の見方、見分け方と注意点などを紹介する。

*1031629306*
動物学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ R488.64 件名◎かもめ
（鷗）
－図
鑑 ウニ 339p
冊子版 978-4-416-51852-6 2019.11

*1031629307*
日本の貝 温帯域・浅海で見られる種の生態写真 + 貝殻標本
〈ネイチャーウォッチングガイドブック〉
高重博
（たかしげ・ひろし）
解説＆生態写真
誠文堂新光社

武井哲史
（たけい・さとし）
標本写真

本州中部温帯地域を中心に、日本の海に生息する629種をセレクトした貝の図鑑。
特徴や識別ポイントがわかる解説を付し、ほぼすべての種について、海中の生態
写真と標本写真を掲載する。各部の用語解説、索引付き。

日本産セミ科図鑑 詳細解説、形態・生態写真、鳴き声分析図

動物学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎484 件名◎貝類 タニ 383p
冊子版 978-4-416-51834-2 2019.01

*1032326728*
動物学

改訂版

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
林正美
（はやし・まさみ）
編著 税所康正
（さいしょ・やすまさ）
編著
分類◎ R486.5 件名◎せみ
（蟬）
－図鑑
誠文堂新光社
■ニ 221p
セミの分類体系と歴史、体制と部分名、生活史・出現期・鳴き声などの生態を紹介。 冊子版 978-4-416-61560-7 2015.04

また日本産セミ全種を分類群順に配列し、それぞれの分布・形態・分類・変異・生態・
鳴き声について記述する。全種の鳴き声を収録したCD 付き。
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動画

*1030574730*

カラダから出る
「カタチのある」
もの “キャラクター図鑑 ”

うんこ、鼻くそ、つば、目ヤニ…。あいつらは偉大な存在 !
藤田紘一郎
（ふじた・こういちろう）
監修 とげとげ。
（とげとげ）
イラスト
誠文堂新光社

究極うんこガールズ、おしっここぞう、へそのごまくん…。カラダから出る「カタチの
ある」ものを、ユニークなキャラクターにして紹介。カラダから出る理由や、どうやっ
てできるのかなどをわかりやすく解説する。

カラダから出る
「カタチのない」
もの “キャラクター図鑑 ”
おなら、くしゃみ、げっぷ、いびき…。あいつらは偉大な存在 !

藤田紘一郎
（ふじた・こういちろう）
監修 とげとげ。
（とげとげ）
イラスト
誠文堂新光社

ワキガ王、足のにおいぬ、フェロモンレディ、おならコッキーナ…。カラダから出る「カ
タチのない」ものを、ユニークなキャラクターにして紹介。カラダから出る理由や、
何が含まれているかなどをわかりやすく解説する。

1級土木施工管理技士過去問コンプリート

最新過去問8年分を完全収録

2020年版

医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ K491.3 件名◎人体 ■カ 95p
冊子版 978-4-416-52032-1 2020.02

*1032326700*
医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ K491.3 件名◎人体 ■カ 95p
冊子版 978-4-416-52033-8 2020.02

*1032326701*
建設工学、土木工学

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

森田興司
（もりた・こうじ）
著

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

2級土木施工管理技士過去問コンプリート

最新過去問11回分を完全収録

2020年版

*1032326696*
建設工学、土木工学

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

森田興司
（もりた・こうじ）
著

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

コンクリート技士・主任技士合格テキスト＆過去問 2020年版

*1032326697*
建設工学、土木工学

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

川口直能
（かわぐち・なおたか）
著

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

下水道第3種技術検定試験必携テキスト＆模試

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

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

完全収録分野別 + 年度別で総仕上げに最適

菅原勇
（すがわら・いさむ）
著
誠文堂新光社

2020-2021年版

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

*1032326695*
建設工学、土木工学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎ S518.2 件名◎下水道 スゲ
413p
冊子版 978-4-416-52017-8 2020.01

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

*1032326694*
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アイデアふくらむ探検ウォッチ micro：bitでプログラミング

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

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

オーディオ電子部品図鑑

真空管から抵抗器まで高品位音響 パーツを網羅

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

*1032326716*
電気工学

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

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

オーディオ用オペアンプ IC デバイスのすべて 最新版

*1032326713*
電気工学

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

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

*1032326714*
デジタル・オーディオの基本と応用

アマチュアからプロまで、21世紀のデジタル・オーディオ技術を網羅

電気工学

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

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

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

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

*1031629292*
電気工学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎ S547.5079 件名◎無線従事者
■イ 463p
冊子版 978-4-416-52094-9 2020.03

*1032326692*
日本の刃物 研ぎの技法

この1冊を読めば和の刃物の知識と研ぎ方がわかる

大工道具研究会編
誠文堂新光社

刃物の研ぎ、手入れと保管、砥石の知識、研ぎ場の作り方…。刃物研ぎの分野
で働く人たちが、研ぎに対する考え方や研ぐための道具、刃物の切れ味を維持する
ための技術を紹介する。刃物研ぎの基礎講座も収録。

OKUDAIRA BASE自分を楽しむ衣食住

25歳、東京、一人暮らし。月15万円で快適に暮らすアイデアとコツ

奥平眞司
（おくだいら・まさし）
著
誠文堂新光社

暮らし系 ユーチューバー「OKUDAIRA BASE」が提案するあたらしい暮らしのヒ
ント集。暮らし方や時間の使い方、それらの背後にある考え方を中心に、動画で
は紹介していない仕事や家族、お金、将来のことを紹介する。
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製造工業
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎581.7 件名◎刃物 ■ニ 160p
冊子版 978-4-416-61970-4 2020.01

*1031629314*
家政学、生活科学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎ 件名◎生活 オオ 127p
冊子版 978-4-416-62001-4 2020.05

*1032326720*

イタリア菓子図鑑 お菓子の由来と作り方
佐藤礼子
（さとう・れいこ）
著
誠文堂新光社

粉の味わいを大事にした焼き菓子が豊富で、見た目の素朴さとともに食べ飽きない
おいしさがあるイタリアの郷土菓子。古代ローマから受け継がれるイタリア菓子の
作り方を、歴史・物語とともに紹介する。

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎菓子 サイ 239p
冊子版 978-4-416-52014-7 2020.07

*1032326727*
イタリア肉料理の発想と組み立て カルネヤ流肉の魅力を引き
出すアイデアと技術。下処理、火入れ、熟成肉まで

高山いさ己
（たかやま・いさみ）
著
誠文堂新光社

肉専門のイタリアン「カルネヤ」のオーナーシェフが教える、肉の魅力を引き出す
アイデアと技術。和牛、熟成牛、羊、豚、鶏・鴨、内臓（モツ）などの調理の
考え方、下処理の方法、それらを使ったレシピを紹介する。

すしのサイエンス おいしさを作り出す理論と技術が見える
高橋潤
（たかはし・じゅん）
技術指導
誠文堂新光社

佐藤秀美
（さとう・ひでみ）
監修

すし飯にすしダネをのせて握るというシンプルな作業ながら、握り手の個性が顕著
に出ることが、すしの魅力であり醍醐味。すしをおいしくするために必要な知識とは?
技術とは? 科学の目で迫る。

家政学、生活科学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎596.33 件名◎料理－肉 タイ
207p
冊子版 978-4-416-51974-5 2019.03

*1031629295*
家政学、生活科学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎596.21 件名◎すし ■ス 239p
冊子版 978-4-416-51877-9 2020.02

*1032326725*
すりながしのレシピ 旬野菜とだしで作るからだにやさしい日本のスープ
長島博
（ながしま・ひろし）
著
誠文堂新光社

バターやクリームを使わず、野菜などの食材をだしでのばして作る日本のスープ、す
りながし。枝豆、大根から豆腐、サバ缶まで。あらゆる食材で作れ、離乳食や介
護食にも最適な、すりながし70レシピを紹介。

家政学、生活科学
同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎596 件名◎スープ ナス 127p
冊子版 978-4-416-61882-0 2018.10

*1032326723*
タイ料理大全 家庭料理・地方料理・宮廷料理の調理技術から食材、
食文化まで。本場のレシピ100

家政学、生活科学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎596.22 件名◎料理
（タイ）■タ
207p
タイの家庭料理や定番料理から、地方料理、宮廷料理まで厳選100レシピを紹介。 冊子版 978-4-416-51800-7 2018.01
味澤 ペンシー
（あじさわ・ぺんしー）
著 ヴィチアン・リアムテッド著
誠文堂新光社

タイ料理の歴史や食文化に関する読み物、食材の解説なども数多く盛り込む。

*1031629289*
ドイツパン大全 100以上におよぶパンの紹介をはじめ、材料、作り
方、歴史や文化背景、食べ方やトレンドまでを網羅

森本智子
（もりもと・ともこ）
著
誠文堂新光社

バラエティ豊かなドイツパンのうち100種以上を「大型パン」
「小型パン」
「祝いパン」
「菓子 パン」にジャンル分けして、レシピと特徴を解説。材料、食べ方、保存方
法、パンにまつわるドイツの食文化や歴史背景なども紹介。

ドイツ修道院のハーブ料理

中世の聖女、ヒルデガルトの薬草学をひもとく

家政学、生活科学
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎596.63 件名◎パン モド 223p
冊子版 978-4-416-51731-4 2017.06

*1031629288*
家政学、生活科学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎596.23 件名◎料理
（西洋）
－ドイ
ツ ノド 143p
12世紀ドイツの修道女で、医学、薬草学に基づいた数々の健康料理を指南したヒ 冊子版 978-4-416-71527-7 2016.01
野田浩資
（のだ・ひろし）
著
誠文堂新光社

ルデガルト・フォン・ビンゲン。そのハーブレシピを、日本の家庭でも作りやすいよう
に再現。現代の健康医学につながるエピソードも満載。

*1031629291*
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ハンバーガーの発想と組み立て

HOW TO COOK A GOURMET BURGER

家政学、生活科学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
白根智彦
（しらね・ともひこ）
著 吉澤清太
（よしざわ・せいた）
技術監修
分類◎596.63 件名◎ ハンバーガー シハ
誠文堂新光社
208p
日本で独自の進化を遂げる「グルメバーガー」の世界を、豊富な資料と分析的な 冊子版 978-4-416-51907-3 2018.12

オペレーションで紹介。ハンバーガー界のレジェンドが、方法論、レシピ、ビルド
表を公開し、ハンバーガーの発想と組み立てを伝える。

フランス伝統菓子図鑑 お菓子の由来と作り方
山本ゆりこ
（やまもと・ゆりこ）
著
誠文堂新光社

エクレール、クレーム・ブリュレ、バヴァロワ、クグロフ…。フランスの伝統菓子
132種をパティスリ菓子、ビストロ菓子、家庭菓子、地方菓子に分け、それぞれ
のお菓子の歴史と作り方を写真とともに紹介する。

*1031629294*
家政学、生活科学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎596.65 件名◎菓子 ヤフ 239p
冊子版 978-4-416-51964-6 2019.09

*1031629303*
ポルトガル 菓子図鑑 お菓子の由来と作り方

家政学、生活科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎596.65 件名◎菓子 ドポ 239p
カステラをはじめ、日本の洋菓子のルーツといえるポルトガル菓子。初めて口にし 冊子版 978-4-416-71914-5 2019.11

ドゥアルテ智子著
誠文堂新光社

ても懐かしい菓子を101種取り上げ、写真とともにそれぞれの歴史や物語を紹介。
レシピも併記する。

*1031629304*
マンガでわかる無理をしない介護

もしもの時に必ず役立つ「はじめての家族介護」基本・知識・実践法

家政学、生活科学

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 フマ
175p
介護に関する基本的な事柄をマンガとともにわかりやすく説明。介護保険の手続き・ 冊子版 978-4-416-61894-3 2019.08
福辺節子
（ふくべ・せつこ）
著
誠文堂新光社

代居真知子
（よすえ・まちこ）
著

サービス内容、費用、医療、介護方法等について解説し、何年か続く介護生活
に必要な知識、そして最期を迎えるまでの大まかな流れも紹介する。

異素材フラワーデザイン図鑑200

プリザーブド・アーティフィシャル・ドライ
フローリスト編集部編
誠文堂新光社

生花とは異なる魅力を持つ3つの異素材、プリザーブド、アーティフィシャル、ドライ。
雑誌『フローリスト』に掲載されたプロレベルの作品群を、使用したテクニックや
花材合わせのワンポイントとともに紹介します。

甘え体質をたたき直す! お金の〈ドSレッスン〉

節約せずに勝手にお金が貯まる人になる
田口智隆
（たぐち・ともたか）
著
誠文堂新光社

山本あり
（やまもと・あり）
まんが

「お金が貯まらないのは、給料が安いから」そんな甘え体質の人に向けて、グサッ
と刺さる“ドS”アプローチで、貯蓄ゼロでも「プチ投資生活」に簡単にランクアッ
プする方法をまんがとともに伝える。

基礎から学ぶ紅茶のすべて

美味しくするテクニックから歴史や産地の話まで
磯淵猛
（いそぶち・たけし）
著
誠文堂新光社

紅茶の歴史や文化から、産地や製茶、健康に役立つ効用、おいしく淹れられるメ
カニズム、バリエーション、ブレンドの作り方まで、わかりやすく解説。紅茶と食べ
物の相性も紹介する。
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*1031629302*
家政学、生活科学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎594.8 件名◎造花 ■イ 318p
冊子版 978-4-416-61716-8 2017.04

*1032326706*
家政学、生活科学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎591 件名◎家庭経済 タア 191p
冊子版 978-4-416-51976-9 2019.12

*1031629313*
家政学、生活科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎619.8 件名◎紅茶 イキ 255p
冊子版 978-4-416-71638-0 2016.11

*1031629287*

世界のスープ図鑑 独自の組み合わせが楽しいご当地レシピ317

家政学、生活科学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎596 件名◎スープ サセ 375p
手軽に作れて、野菜や肉などの食材を1品で摂れる「スープ」。アイルランドのギネス・ 冊子版 978-4-416-51953-0 2019.11
佐藤政人
（さとう・まさひと）
著
誠文堂新光社

スープ、スペインのガスパッチョ、中国のジーユータンなど、世界各地で食される様々
なご当地スープを、レシピ付きで紹介します。

*1031629305*
世界の郷土料理事典 全世界各国・300地域料理の作り方を通し

て知る歴史、文化、宗教の食規定
青木ゆり子
（あおき・ゆりこ）
著
誠文堂新光社

郷土料理研究家・青木ゆり子によるレシピ集。全世界各国・300地域の料理の材
料や作り方を紹介する。ほか、料理の背景にある歴史や文化、今考えたい食の国
際儀礼や宗教の食規定などもわかりやすく解説する。

西村玲子の絵と手とことば REIKO'S CREATION from 1970

家政学、生活科学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎ 件名◎料理 アセ 303p
冊子版 978-4-416-62017-5 2020.06

*1032326726*
家政学、生活科学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎590.4 件名◎生活 ニニ 271p
西村玲子の創作活動のすべてがわかる一冊。毎日の暮らし、お気に入りのファッショ 冊子版 978-4-416-61967-4 2019.10
西村玲子
（にしむら・れいこ）
著
誠文堂新光社

ン、旅の思い出といったテーマごとに、40数年にわたるイラスト、手作り、エッセイ
を選りすぐってまとめる。未発表作品も掲載。

*1031629309*
朝ごはんのアイデア365日

組み合わせ＆アレンジで、レパートリーがいっきに増える!

森田佐和子
（もりた・さわこ）
著
誠文堂新光社

「朝ごはんをちゃんと作りたい、しっかり食べたい」の想いをかんたんに実現できるレ
シピ集。主食・おかず・汁物や常備菜と、それぞれのアレンジアイデアを紹介する。
ドリンク・デザートのアレンジアイデアも掲載。

木工手道具の基礎と実践

道具の種類・特徴から刃研ぎや仕込みの技術までをすべて網羅

大工道具研究会編
誠文堂新光社

木工作のための技術指導書。木工を始めるにあたり必要な道具の種類・特徴や使
い方、刃研ぎや仕込みの技術、作業の基本や治具・定規の製作手順などを詳細
な写真やイラストとともに解説する。

野菜たっぷり具だくさんの主役スープ150 これ1品で献立いらず !

家政学、生活科学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎596 件名◎料理 モア 111p
冊子版 978-4-416-61663-5 2016.05

*1032326721*
家政学、生活科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎592.7 件名◎木工 ■モ 175p
冊子版 978-4-416-61742-7 2017.06

*1031629290*
家政学、生活科学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎596 件名◎スープ エヤ 191p
クラムチャウダー、ゆずと湯葉のすまし汁、グリーンカレースープ、スンドゥブ、マスカッ 冊子版 978-4-416-71715-8 2017.10
エダジュン著
誠文堂新光社

トとキウイのスープ…。洋風からエスニック、フルーツスープまで、食卓でメインと
なるスープレシピとアレンジレシピ150点を紹介する。

*1032326722*
卵とパンの組み立て方 卵サンドの探求と料理・デザートへの応用
ナガタユイ著
誠文堂新光社

ゆで卵、卵焼きなど基本の卵料理と食 パンを組み合わせた卵 サンドをはじめ、「卵
が名脇役」となった世界のサンドイッチ、パンに合う「世界の卵料理」、「パンと
卵のデザート」など、多彩なメニューを徹底分析する。

家政学、生活科学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎596.3 件名◎卵 ナタ 191p
冊子版 978-4-416-61840-0 2019.02

*1032326724*
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ブーケ・アレンジメント・スワッグデザイン図鑑300
プロが作った商品 デザインのバリエーションとアイデア

園芸

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
フローリスト編集部編
分類◎627.9 件名◎花卉装飾 ■ブ
誠文堂新光社
383p
プロのフローリストが制作したブーケ、アレンジメント、スワッグの最新デザイン集。 冊子版 978-4-416-61988-9 2019.05

作品のメインとなる色を表示するほか、制作意図や花贈りの用途、使用テクニック
などの解説、作品に使用した花材等を付す。

プロから学ぶ実践造園図面の描き方

豊富な図面集と実例写真でよくわかる造園図面のテクニック

三橋一夫
（みつはし・かずお）
著
誠文堂新光社

手描きで造園図面を作成するためのノウハウがわかる本。製図に必要な用具や設
計図の種類、樹木や階段などの描き方を解説し、実際につくった庭の図面と写真を
紹介する。用語集も収録。

写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 病害虫対策決定版 !!

*1032326707*
園芸
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎629.5 件名◎造園 ミプ 191p
冊子版 978-4-416-71328-0 2013.11

*1031629278*
園芸

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎626.18 件名◎蔬菜－病虫害 クシ
身近な野菜や果樹に発生しやすい病気や害虫を取り上げ、典型的な症状を写真で 223p
示し、生態や対処方法を解説。薬剤については、有機農産物（オーガニック）栽 冊子版 978-4-416-61828-8 2018.10
草間祐輔
（くさま・ゆうすけ）
著
誠文堂新光社

培で使われる農薬も含めて紹介する。

*1031629293*
チンチラ完全飼育 飼育管理の基本からコミュニケーションの工夫

まで 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉
鈴木理恵
（すずき・りえ）
著
誠文堂新光社

田向健一
（たむかい・けんいち）
医療監修

かわいい姿とふわふわの手触りで人気のげっ歯目の小動物、チンチラとの暮らしを
サポートする飼育書。迎える準備から、飼育の基本、コミュニケーション、健康管
理まで、写真やイラストを交えて解説します。

ねこ語会話帖 猫の言葉をシンプルに理解するためのフォトブック

畜産業
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎645.9 件名◎チンチラ スチ 175p
冊子版 978-4-416-71649-6 2017.01

*1031629279*
畜産業

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎645.7 件名◎ねこ
（猫）
－飼育 ■
猫ってこんなこと考えているんです ! 猫の表情や声、しぐさはどんなメッセージを伝え ネ 127p
ているのかを、写真とともに解説します。猫たちからのメッセージを読み取って、猫 冊子版 978-4-416-51772-7 2017.11
今泉忠明
（いまいずみ・ただあき）
監修
誠文堂新光社

たちともっと仲良くなりましょう。

*1032326729*
ヒョウモントカゲモドキ完全飼育 飼育・繁殖・さまざまな品種の

畜産業

ことがよくわかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
海老沼剛
（えびぬま・たけし）
著 川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
編・写真
分類◎666.79 件名◎とかげもどき エヒ
誠文堂新光社
223p
初めて爬虫類を飼育するビギナーでも安心して飼育に臨むことができる、ヒョウモン 冊子版 978-4-416-71721-9 2017.10

トカゲモドキ。基本的な飼育方法と繁殖について解説し、さまざまな品種を豊富な
カラー写真で紹介する。

フクロモモンガ完全飼育 飼育管理の基本、生態、接し方、病気

*1031629286*
畜産業

がよくわかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
大野瑞絵
（おおの・みずえ）
著 三輪恭嗣
（みわ・やすつぐ）
監修
分類◎645.9 件名◎ふくろももんが－飼育
誠文堂新光社
オフ 191p
くりくりとした大きな瞳がかわいい、エキゾチックペットのフクロモモンガ。迎え方から、 冊子版 978-4-416-51942-4 2019.01

住まい、食事、毎日の世話、繁殖、健康と病気まで、フクロモモンガを心身ともに
健康に飼育するための方法を紹介。写真も多数掲載する。

720

*1031629285*

プロフェッショナル・チーズ 読本

畜産業

プロが教えるチーズの基本知識から扱い方まで

木村則生
（きむら・のりお）
著
誠文堂新光社

チーズの誕生から、できる仕組み、各種 チーズの特徴、知っておきたい定番 チー
ズと通向けチーズ、保存法と食し方、愉しみ方までをチーズのプロが教える。

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎648.18 件名◎チーズ キプ 189p
冊子版 978-4-416-81164-1 2011.11
EPUB

*1031629320*
モルモット完全飼育 飼い方の基本から接し方、生態、医学までわ

畜産業

かる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
大崎典子
（おおさき・のりこ）
著 角田満
（つのだ・みつる）
監修
分類◎645.9 件名◎モルモット オモ
誠文堂新光社
189p
小さくて丸い体で、つぶらな瞳をきらきらさせながら澄んだ声で話してくれるモルモット 冊子版 978-4-416-71505-5 2015.12

たち。その飼い方や病気について、わからないことや確認したいことがあった時、ふ
と紐解けるように、モルモットの情報をまとめた飼育書。

よくわかるウサギの食事と栄養 食事の与え方と選び方、目的別
に引けて使いやすい !ウサギの健康のために一家に一冊 !

*1031629280*
畜産業

新版

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
大野瑞絵
（おおの・みずえ）
著
分類◎645.99 件名◎うさぎ
（兎）
－飼育
誠文堂新光社
オヨ 159p
ウサギと食の基本情報から与えてはいけないもの、食材研究、目的別の与え方まで、 冊子版 978-4-416-71920-6 2019.11

ウサギの食事についてさまざまな角度から詳しく解説する。ウサギの食事史や災害
への備え方などを記した食のデータベースも掲載。

大型インコ完全飼育 飼育、接し方、品種、健康管理のことがよく

わかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉
すずき莉萌
（すずき・まりも）
著
誠文堂新光社

小嶋篤史
（こじま・あつし）
一部執筆

大型インコの生理学から飼育用品、食餌、コミュニケーションのとり方まで、大型
インコの野生下での暮らしを意識した飼養情報を、美しい写真やイラストとともに紹
介する。獣医療との関わり方等も深く掘り下げて提示する。

中型インコ完全飼育 コガネメキシコ、オキナインコ、ウロコメキシ

*1031629308*
畜産業
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎646.8 件名◎いんこ－飼育 スオ
221p
冊子版 978-4-416-51827-4 2018.03

*1031629281*
畜産業

コインコ他 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
すずき莉萌
（すずき・まりも）
著 島森尚子
（しまもり・ひさこ）
一部執筆
分類◎646.8 件名◎いんこ－飼育 スチ
誠文堂新光社
191p
コガネメキシコ、オキナインコ、ウロコメキシコインコなど、中型インコの飼育、接し方、 冊子版 978-4-416-51848-9 2018.07

品種、健康管理について、美しいインコの写真とともに解説。ライフスタイルにあっ
た鳥の選び方、トラブルQ＆Aなども収録。

コーンスネーク完全飼育 飼育・繁殖・さまざまな品種のことがよく

*1031629282*
水産業

わかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
海老沼剛
（えびぬま・たけし）
著 川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
編・写真
分類◎666.79 件名◎へび
（蛇）
－飼育 エ
誠文堂新光社
コ 223p
ビギナーも安心して飼育に臨むことができるヘビ、コーンスネーク。その基本的な飼 冊子版 978-4-416-51849-6 2018.07

育方法や繁殖について解説すると共に、コーンスネークの大きな魅力の1つである
多様な品種を数多く紹介します。

ヘビ大図鑑 ディスカバリー生き物・再発見 ボア・ニシキヘビ編

*1031629283*
水産業

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎へび
（蛇）
－飼育 ナヘ
エメラルドツリーボア、チルドレンニシキヘビ、カーペットニシキヘビ…。ニシキ 223p
ヘビとボアにフォーカスし、分類、改良品種、生態・飼育・繁殖を写真とともに解 冊子版 978-4-416-62030-4 2020.07
中井穂瑞領
（なかい・ほずれ）
著
誠文堂新光社

川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
写真

説する。

*1032326730*
721

ボールパイソン完全飼育 飼育・繁殖・さまざまな品種のことがよ

くわかる 〈PERFECT PET OWNER'S GUIDES〉
石附智津子
（いしずき・ちずこ）
著
誠文堂新光社

川添宣広
（かわぞえ・のぶひろ）
編・写真

小さいけれど体はがっちりとし、性格もおとなしいため、ペットとして人気を集める要
素を満たしているボールパイソン。その飼育、トラブル・病気、繁殖、遺伝につい
て解説するとともに、さまざまな品種を写真で紹介。

インフォグラフィックスの潮流 情報と図解の近代史

水産業
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎666.79 件名◎へび
（蛇）
－飼育 イ
ボ 255p
冊子版 978-4-416-51839-7 2018.12

*1031629284*
絵画

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎727.02 件名◎グラフィック・アート
人はどのようにしてさまざまな情報を視覚情報に変換してきたのか。
ダイアグラム、
チャー －歴史 ナイ 174p
ト、グラフ、図解、ピクトグラムなど、インフォグラフィックスの形成とその潮流を豊 冊子版 978-4-416-11549-7 2016.02
永原康史
（ながはら・やすひと）
著
誠文堂新光社

富な資料とともに解説する。

*1031629310*
だまし絵練習帖 脳の仕組みを活かせば描ける

絵画

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎725.2 件名◎透視図 タダ 144p
だまし絵を通すと、自分の脳が見えてくる! 目の錯覚を利用したさまざまなだまし絵を 冊子版 978-4-416-31000-7 2010.02
竹内龍人
（たけうち・たつと）
著
誠文堂新光社

紹介し、その描き方やだましの原理をわかりやすく解説する。一部書き込み式。

*1031031524*
デジタルカメラによる野鳥の撮影テクニック
中野耕志
（なかの・こうじ）
著
誠文堂新光社

デジタルカメラの基本操作や、各種設定のヒント、そして野鳥をいつ、どこで、ど
う撮るかという基本事項を解説。被写体である野鳥を発見し、天候や光線状態や
風向きなどを読みつつ、自分で考えて撮影するためのポイントが満載。

写真
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎746 件名◎デジタルカメラ ナデ
191p
冊子版 978-4-416-61389-4 2013.09

*1032326699*
カザフ刺繡 中央アジア・遊牧民の手仕事

工芸

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎753.7 件名◎刺繡 ヒカ 127p
モンゴル国の遊牧民族カザフの刺繡壁掛け布「トゥス・キーズ」に施されている 冊子版 978-4-416-51955-4 2019.08
廣田千恵子
（ひろた・ちえこ）
著 カブディル・アイナグル 著
誠文堂新光社

伝統文様から刺繡しやすいモチーフを取り出し、現代的なアレンジも加え、図案付
きで紹介。刺し方もプロセス写真で解説する。

*1031629300*
レザークラフトの便利帳 革のすべてを知って作る 増補改訂

工芸

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎755.5 件名◎皮革工芸 ミレ 247p
革の基本からレザークラフトの基本テクニック、皮革の歴史や革製品のメンテナン 冊子版 978-4-416-71905-3 2019.10
宮坂敦子
（みやさか・あつこ）
著
誠文堂新光社

竹内健
（たけうち・けん）
監修

スまでを紹介し、ブックカバーやベルト、カードケースなどの作り方を手順写真で解説。
コピーして使う型紙つき。カービングの項目等を追加収録。

*1032326711*
陶芸実践100のポイント 知っておきたい焼き物づくりの基礎知識

工芸

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎751 件名◎陶磁器－技法 ノト
手びねり成形、
ろくろ成形から磁器づくり、装飾、絵付け、釉掛け、窯焚き、使い方まで、 159p
陶芸のコツやポイントを、手順写真を使ってわかりやすく簡潔に紹介する。
冊子版 978-4-416-71369-3 2013.07
野田耕一
（のだ・こういち）
著
誠文堂新光社

*1032023773*
722

脳を鍛えるブロックおりがみ

医療大学教授が薦める脳の若さを保つ脳トレ習慣

工芸

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
大原まゆみ
（おおはら・まゆみ）
著 横井賀津志
（よこい・かつし）
監修
分類◎754.9 件名◎折紙・切紙 オノ
誠文堂新光社
127p
紙を選ぶところから始まり、作品の飾り方、使い方、贈り方を考えるところまでが「脳トレ」 冊子版 978-4-416-71913-8 2019.08

です－。簡単なおりがみの「パーツ」を組み合わせて、万華鏡のようなカラフルな
作品に仕上げる「ブロックおりがみ」を紹介。

粉引の器その発想と作り方 美しく、使い勝手のよい白化粧の器

をさがす、つくる、つかう 〈陶工房 BOOKS〉
陶工房編集部編
誠文堂新光社

素地土の上に化粧土と釉薬をかけた「粉引」の器。その基本的な制作手順を解
説するとともに、第一線で活躍する作家たちに取材し、それぞれの創意工夫や技術
を紹介。粉引の魅力や鑑賞ポイントがわかる。

万華鏡大全 基本のしくみから映像、ミラーシステム、作り方まで万
華鏡のすべてを網羅した決定版

山見浩司
（やまみ・こうじ）
著
誠文堂新光社

今や玩具から、アートの世界へと踏み出した万華鏡。日本を代表する万華鏡作家
である著者が、その基本の構造やミラーシステムによる映像の違い、詳細な作品
制作プロセスなど、万華鏡のあらゆる知識を公開する。

名作椅子の由来図典 歴史の流れがひと目でわかる 増補改訂

*1031629299*
工芸
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ 件名◎陶磁器－日本 ■コ 167p
冊子版 978-4-416-62007-6 2020.07

*1032326712*
工芸
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎759 件名◎万華鏡 ヤマ 159p
冊子版 978-4-416-71401-0 2016.09

*1031629296*
工芸

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎758.02 件名◎椅子－歴史 ニメ
古代から現代に至るまでの名作椅子や、ある時代において重要な役割を担った椅 303p
子について、特徴・ルーツ、作製秘話、人気の秘密、蘊蓄などを交え、豊富なイ 冊子版 978-4-416-61572-0 2015.01
西川栄明
（にしかわ・たかあき）
著
誠文堂新光社

坂口和歌子
（さかぐち・わかこ）
イラスト

ラストとともに紹介。ジャケット裏に椅子の系統図付き。

*1032326709*
流れがわかる! デンマーク家具のデザイン史

なぜ北欧のデンマークから数々の名作が生まれたのか

工芸

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎758.023895 件名◎家具－歴史
タナ 271p
萌芽期から黄金期、衰退期、現在まで、デンマーク家具の変遷と背景を、写真を 冊子版 978-4-416-51958-5 2019.10
多田羅景太
（たたら・けいた）
著
誠文堂新光社

交えながら体系的に解説。デ ザイナーの師弟関係、職人やメーカーとデ ザイナー
の関係なども記す。年表も掲載。

バレエ語辞典

バレエにまつわる言葉をイラストと豆知識で踊りながら読み解く

富永明子
（とみなが・あきこ）
著
誠文堂新光社

森菜穂美
（もり・なおみ）
監修

「バレエが大好き」な人の気持ちを後押しする辞典。代表的な演目や役柄、振付
家やダンサー、パやポジションの名称、舞台用語などの用語解説とともに、著者
が思う「見どころ・楽しみどころ」も収録。かわいいイラストも満載。

マンガでわかるジャズ

歴史からミュージシャン、専門用語などを楽しく解説 !

山本加奈子
（やまもと・かなこ）
著
誠文堂新光社

及川亮子
（おいかわ・りょうこ）
監修

そもそもジャズってどんな音楽 ? スウィング・ジャズって? おすすめのアルバムは? ジャ
ズの歴史から、バンド編成と楽器、ミュージシャン、専門用語まで、マンガと文章
でわかりやすく紹介します。

*1031629312*
音楽
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ R769.9 件名◎バレエ－辞典 トバ
183p
冊子版 978-4-416-61795-3 2018.04

*1032326718*
音楽
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎764.7 件名◎ジャズ ヤマ 224p
冊子版 978-4-416-61855-4 2018.09

*1032326702*
723

マンガでわかる能・狂言

あらすじから見どころ、なぜか眠気を誘う理由まで全部わかる!
マンガでわかる能・狂言編集部編 スペースオフィスマンガ
誠文堂新光社

能・狂言についてマンガで説明する入門ガイド。
「どこで観られる?」
「眠くならない?」
など、初心者が抱きがちな疑問に答えるとともに、比較的よく公演される演目を紹介
しながら、能・狂言の楽しみ方をわかりやすく解説する。

マンガでわかる落語

古典落語のあらすじ、寄席の楽しみ方が一目瞭然 !

春風亭昇吉
（しゅんぷうてい・しょうきち）
著
誠文堂新光社

谷端実
（たにばた・みのる）
マンガ

芝浜、目黒のさんま、明烏…。古典落語のあらすじをマンガでわかりやすく解説した、
知識ゼロからの落語攻略本。寄席の楽しみ方、新作落語のレジェンド、江戸切
絵図で歩く落語の舞台なども収録。

映画と演劇ポスターデザインワークの50年
知られざる仕事師の全仕事

小笠原正勝
（おがさわら・まさかつ）
著
誠文堂新光社

ポスターとは、映画・演劇を1枚の紙に表現した、いわば「紙の劇場」。映画ポスター
デ ザインの第一人者・小笠原正勝が手掛けたポスター約500点をジャンル、時代
ごとに掲載し、映画ポスターにまつわるエピソードを収録する。

水曜日のアニメが待ち遠しい

フランス人から見た日本サブカルチャーの魅力を解き明かす
トリスタン・ブルネ著
誠文堂新光社

1970年代末、フランスの子どもたちはみんな日本アニメに夢中になった－。日本の
サブカルチャーはなぜフランスの若者を熱狂させるのか、フランス人オタク第一
世代の著者が、自身の経験を踏まえて解き明かす。

トレイルランニングはじめました。

基礎から楽しみ方、おすすめコース＆レースガイドまで

演劇
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎773 件名◎能楽 ■マ 159p
冊子版 978-4-416-71931-2 2020.02

*1032326704*
演劇
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎779.13 件名◎落語 シマ 191p
冊子版 978-4-416-61904-9 2020.02

*1032326703*
演劇
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎778.2 件名◎映画 オエ 319p
冊子版 978-4-416-52031-4 2020.04

*1032326710*
演劇
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎778.77 件名◎アニメーション ブス
233p
冊子版 978-4-416-31508-8 2015.08
EPUB

*1031629319*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎782.3 件名◎トレイルランニング ナ
ト 191p
メタボで命の危険を感じて減量目的にトレイルランニングを始め、その魅力に開眼 冊子版 978-4-416-71344-0 2013.07
中村則彦
（なかむら・のりひこ）
著
誠文堂新光社

鏑木毅
（かぶらき・つよし）
監修

した著者が、トレイルランニングの基礎知識、より速くなるためのトレーニング方法
を紹介する。コース＆レースガイドも収録。

今すぐ身につけたいサバイバルテクニック

遭難・災害…キミは生き残ることができるか ?
かざまりんぺい著 えびなみつる著
誠文堂新光社

アウトドアの達人・りんぺい先生とエビ君が、無人島で生きていくためのさまざまな
技や知恵、さらに、災害が起きても生き残る・生きのびるための技術を紹介します。
月刊誌『子供の科学』連載を大幅に加筆し再構成して書籍化。

最強プロに学ぶフットサル 個人技完全マスター

連続写真で動きがわかる!プレーのコツもしっかり伝授 !

*1031629275*
スポーツ、体育
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎ K786 件名◎野外活動 カイ 222p
冊子版 978-4-416-21118-2 2011.07

*1031629276*
スポーツ、体育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎783.4 件名◎フットサル モサ
207p
屋内ででき、初心者でもチャレンジしやすいフットサル。そんな魅力がつまったフット 冊子版 978-4-416-61652-9 2017.05
森岡薫
（もりおか・かおる）
著
誠文堂新光社

サルの基本技術から、レジェンド・森岡薫選手が実際に試合で使っているテクニッ
クまで、連続写真で動きがわかるように解説する。
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*1032326705*

生死を分ける、山の遭難回避術 実例に学ぶリスク対策の基礎知識

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎786.18 件名◎登山－遭難 ハセ
山岳遭難の第一人者による、遭難回避の入門書。実際に起きた事故事例を取り上 159p
げ、同様の事故を繰り返さないためにはどうしたらいいのかを、わかりやすい写真＆ 冊子版 978-4-416-61642-0 2017.04
羽根田治
（はねだ・おさむ）
著
誠文堂新光社

イラストで解説する。

*1032326698*
東海大流柔道勝利のメソッド 世界レベルの選手を多数輩出す

る指導者が教える試合運びを劇的に変える考え方と技術の身につけ方
上水研一朗
（あげみず・けんいちろう）
著
誠文堂新光社

東海大学男子柔道部は、世界を相手に戦う柔道家を多数輩出している。柔道部を
率いる上水監督が提唱する理論や現代柔道に必要な考え方、そして試合で結果を
出すために行うべき練習方法などを解説する。

ゲームを改造しながら学ぶ Scratchプログラミングドリル

プロのゲームクリエイターが伝授 ! 考えて遊んで面白くするゲーム作り
の思考法
アソビズム著
誠文堂新光社

プログラミング学習用言語「Scratch」で未完成のゲームデータ（プロトタイプ）
を改造（ハッキング）することで、楽しくプログラミングの要素を学ぶ。論理的思
考力が身につく。Scratch3.0対応。

ブスの自信の持ち方

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◎789.2 件名◎柔道 アト 191p
冊子版 978-4-416-51941-7 2019.08

*1031629298*
諸芸、娯楽
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎〈K798.5〉 件名◎ゲームソフト ■
ゲ 287p
冊子版 978-4-416-52095-6 2020.07

*1032326715*
日本文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎914.6 ヤブ 305p
容姿によって生きづらさが生じるのは、本人の問題ではなく、社会の問題だ－。
「ブス」 冊子版 978-4-416-51956-1 2019.07
山崎 ナオコーラ
（やまざき・なおこーら）
著
誠文堂新光社

をきっかけに、差別とは、性別とは、理想の社会とは、を考える。『よみもの .com』
連載に加筆修正して書籍化。

EPUB

*1031629322*
ブックデザイナー鈴木一誌の生活と意見 2005-2016
鈴木一誌
（すずき・ひとし）
著
誠文堂新光社

ブックデ ザイナー鈴木一誌が、日常や社会の諸相に巡らせた思索の軌跡。2005
年から2016年までの12年間にわたって、各誌に寄稿した連載エッセイと読書アンケー
トを中心に収録する。

日本文学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎914.6 スブ 373p
冊子版 978-4-416-61776-2 2017.07
EPUB

*1032326733*
小説エコエコアザラク 〈APeS Novels〉
岩井志麻子
（いわい・しまこ）
著
誠文堂新光社

古賀新一
（こが・しんいち）
原作

エコエコアザラク、エコエコザメラク。黒井ミサがつぶやくそれは、死へと導く呪
文か救いの言葉か…。女流ホラー作家の第一人者・岩井志麻子の書き下ろし小
説で、ホラー・コミック「エコエコアザラク」が蘇る。

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 イシ 285p
冊子版 978-4-416-71928-2 2019.08
EPUB

*1031629326*
小説ブラック・ジャック 〈APeS Novels〉

日本文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 セシ 292p
瀬名秀明の書き下ろし小説で「ブラック・ジャック」が蘇る!「医療ロボット」
「iPS 細胞」 冊子版 978-4-416-71924-4 2019.07
瀬名秀明
（せな・ひであき）
著
誠文堂新光社

手塚治虫
（てずか・おさむ）
原作

「終末期医療」などの現代医療、さらにはそれを飛び越え近未来をも予感させるテー
マで、ブラック・ジャックの活躍を描く。

EPUB

*1031629323*
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小説恐怖新聞 〈APeS Novels〉
大石圭
（おおいし・けい）
著
誠文堂新光社

つのだじろう原作

大石圭の書き下ろし小説で「恐怖新聞」が蘇る! 11階にある女子大生・桜子の部
屋の窓から飛び込んできた「新聞」には、ボーイフレンドの孝二郎の事故死の記
事が…。死を予言する異様な新聞に魅入られた桜子の運命を描く。

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 オシ 285p
冊子版 978-4-416-71925-1 2019.07
EPUB

*1031629324*
小説多動力 好きなことだけやりきったら、ロケットだって宇宙へ飛ぶ

はず ! 〈APeS Novels〉
堀江貴文
（ほりえ・たかふみ）
著
誠文堂新光社

日々の仕事に苦悩してきたビジネスパーソンが「多動力」に導かれ、最強の仕事
人を目指し…。堀江貴文が独自の生き方を論じた「多動力」を基に綴った異世界ファ
ンタジー小説。

シャーロック・ホームズ 語辞典

ホームズにまつわる言葉をイラストと豆知識でパイプ片手に読み解く

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎913.6 ホシ 290p
冊子版 978-4-416-71927-5 2019.08
EPUB

*1031629325*
英米文学

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎930.268 件名◎シャーロック・ホー
ムズ キシド 191p
「正典」「登場人物」「登場アイテム」「関連作品」「関連人物」など、シャーロッ 冊子版 978-4-416-51969-1 2019.12
北原尚彦
（きたはら・なおひこ）
文 えのころ工房絵
誠文堂新光社

ク・ホームズにまつわる言葉をイラストとともに収録。折り込みのすごろく等付き。ジャ
ケットそでに切り取って作るすごろくのコマあり。
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*1032326717*

