税務経理協会
ケーススタディ・上場準備実務 具体的事例でしっかり頭に入る
3訂版

EY 新日本有限責任監査法人編
税務経理協会

コーポレートガバナンス、内部統制、コンプライアンス、ディスクロージャー及び資
本政策等の視点から、上場準備で過去によく発生した課題や問題の実例をケース
スタディの形で説明する。IPO 実務検定試験記述問題に準拠。

スペシャリストをめざせ !CIA 公認内部監査人合格へのパス
ポート 第2版

経済
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎新規株式公開 ■ケ 430p
冊子版 978-4-419-06719-9 2020.06

*1031927269*
経済

同時アクセス1 3,168円 + 税
同時アクセス3 4,752円 + 税
三輪豊明
（みわ・とよあき）
著
分類◎336.84 件名◎内部監査 ミス
税務経理協会
263p
内部監査人協会（IIA）認定の国際資格、公認内部監査人（CIA）の受験テキスト。 冊子版 978-4-419-06636-9 2019.08

試験科目ごとに重要ポイントを解説し、練習問題を掲載。内部統制・内部監査の
業務や、試験制度の概要も説明する。2019年新試験に対応。

マレーシアの会計・税務・法務 Q＆A 〈海外進出の実務シリーズ〉

*1031210642*
経済

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎338.92239 件名◎国際投資 ■
日本企業がマレーシアでビジネスを行うにあたり必要となる会計・税制・会社法な マ 195p
どの基本をまとめた実務書。基礎情報から各種法律・手続きまで、項目ごとにQ＆ 冊子版 978-4-419-06634-5 2020.03
EY 新日本有限責任監査法人編
税務経理協会

A 形式で解説する。

*1031866376*
限定合理性への謬見 はじめに組織があった
米川清
（よねかわ・きよし）
著
税務経理協会

ハーバート・サイモンの主著「経営行動」（第2版）の文脈の中で、限定合理性
や満足化原論を論じる。また、組織と市場について、ハーバート・サイモンの視点
に立ったつもりでオリバー・ウィリアムソンへの否定的な言及を行う。

経済
同時アクセス1 7,656円 + 税
同時アクセス3 11,484円 + 税
分類◎335.1 件名◎経営学 ヨゲ 152p
冊子版 978-4-419-06610-9 2019.08

*1031210640*
中国の会計・税務・法務 Q＆A 第2版 〈海外進出の実務シリーズ〉
EY 新日本有限責任監査法人編
税務経理協会

中国でビジネスを展開するうえで必要となる会計・税務・会社法務などの知識につ
いて、Q＆A 形式でわかりやすく解説。増値税、関税について独立の章を設け、
個人所得税法の改正内容も盛り込んだ第2版。

経済
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎338.9222 件名◎国際投資 ■チ
314p
冊子版 978-4-419-06592-8 2020.02

*1031866377*
実務に役立つ租税基本判例精選100

財政

同時アクセス1 9,504円 + 税
同時アクセス3 14,256円 + 税
分類◎345.19 件名◎租税－判例 ハジ
税法の理論と実務の概略について理解できるように、昭和期の重要判例と平成期 301p
の判例の中から、実務の視点で100事例を精選。各判例の解説、事案の概要と 冊子版 978-4-419-06635-2 2019.09
林仲宣
（はやし・なかのぶ）
著
税務経理協会

経緯、判決要旨、検討、論点を掲載する。

*1031210641*
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世界思想社教学社
参加型アクションリサーチ〈CBPR〉の理論と実践

社会変革のための研究方法論 〈関西学院大学研究叢書 第168編〉
武田丈
（たけだ・じょう）
著
世界思想社

調査されるコミュニティの人びとが満足できる形で調査成果を還元するため、諸技
法を体系的にまとめたCBPR。その歴史や理論的背景を紹介し、具体的なツール
の活用方法と実践例の検証から、CBPR のもつ力を立証する。

家族はなぜ介護してしまうのか 認知症の社会学

社会科学
同時アクセス1 14,190円 + 税
同時アクセス3 28,380円 + 税
分類◎307 件名◎アクションリサーチ タ
サ 258p
冊子版 978-4-7907-1658-7 2015.03
DL不可 EPUB

*1030871152*
社会

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 キカ
患者の人生や性格に合わせた介護が求められる現在の認知症。患者をよく知るか 241p
らこそ、家族は悩み、憤り、反省する。家族介護はなぜ大変なのか、その大変さ 冊子版 978-4-7907-1726-3 2019.02
木下衆
（きのした・しゅう）
著
世界思想社

の源泉はどこにあるのかを、複数の具体的な事例をもとに考える。

DL不可 EPUB

*1030871148*
女性ホームレスとして生きる 貧困と排除の社会学
丸山里美
（まるやま・さとみ）
著
世界思想社

女性ホームレスの知られざる生活世界に分け入り、個々の生活史や福祉制度の歴
史から、女性が社会的に排除される過程を浮き彫りにするとともに、自立を迫る制度
の前提にある主体とは何か、意志とは何かを問い直す。

社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎368.2 件名◎ホームレス マジ
289p
冊子版 978-4-7907-1593-1 2013.03
DL不可 EPUB

*1030871154*
二十一世紀の若者論 あいまいな不安を生きる

社会

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎367.68 件名◎青年 ■ニ 216p
イデオロギー対立と経済発展が終焉した21世紀。若者たちはどう語られてきたのか。 冊子版 978-4-7907-1693-8 2017.03
小谷敏
（こたに・さとし）
編
世界思想社

大人たちの偏見にさらされ、生きづらさを抱えて浮遊する若者たちの姿を、言説分
析を通して浮かび上がらせる。

DL不可 EPUB

*1030871153*
エイサー物語 移動する人、伝播する芸能

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎386.8199 件名◎盆踊 ツエ
沖縄の盆踊りであったエイサーが、いまや日本全土、海外にまで広がっている。芸 270p
能伝播の現場で何が起きているのか。「人の移動」をキーワードにエイサーという 冊子版 978-4-7907-1729-4 2019.03
塚田健一
（つかだ・けんいち）
著
世界思想社

芸能を読み解く試み。

DL不可 EPUB

*1030871149*
現実批判の人類学 新世代のエスノグラフィへ

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎389.04 件名◎文化人類学 ■ゲ
自然と文化、人間とモノ、主体と客体の二項対立を無効化する地平に立ち、現実 318p
が現実として構築される過程を細緻に分析することによって、世界が変わりうることを 冊子版 978-4-7907-1549-8 2011.11
春日直樹
（かすが・なおき）
編
世界思想社

示す。

DL不可 EPUB

*1030871156*
所有と分配の人類学 ―エチオピア農村社会の土地と富を
めぐる力学―【スマホ・読上】
（※）
松村 圭一郎
世界思想社教学社

人びとは、富をいかに分け与え、「自分のもの」として独占しているのか？ エチオ
ピアの農村社会で「所有」という装置がいかに生成・維持されているのか描き、
「私
的所有」という命題へ挑戦する、第30回発展途上国研究奨励賞、第37回澁澤
賞受賞。

728

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-7907-1294-7
DL不可 EPUB

*1030871151*

2008

知的所有権の人類学 現代インドの生物資源をめぐる科学と在来知
中空萌
（なかぞら・もえ）
著
世界思想社

豊富な薬草資源をもつインドに「知的所有権」という概念が持ち込まれたとき、現
地で何が起こるのか。文化人類学者が緻密なフィールドワークに基づき解明。未
来への責任としての所有という概念を提示する。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎382.25 件名◎インド ナチ 293p
冊子版 978-4-7907-1727-0 2019.02
DL不可 EPUB

*1030871150*
文化人類学の思考法
松村圭一郎
（まつむら・けいいちろう）
編
世界思想社

風俗習慣、民俗学、民族学
中川理
（なかがわ・おさむ）
編

文化人類学というユニークな学問が育ててきた思考の道具がたくさん詰まった「道
具箱」のような本。文化人類学の古典から最前線の研究までを見通し、答えに辿
り着くためのルートの探索法やアプローチの方法等のヒントを伝える。

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎389 件名◎文化人類学 ■ブ
213p
冊子版 978-4-7907-1733-1 2019.04
DL不可 EPUB

*1030871146*
ロボットの人類学 二〇世紀日本の機械と人間

電気工学

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

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

DL不可 EPUB

*1030871155*
音楽と出会う 21世紀的つきあい方 〈教養みらい選書 004〉

音楽

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎760.4 件名◎音楽 オオ 194p
ネット動画、AIによる自動作曲、カリスマ不在、癒し音楽ブーム…。この先にどん 冊子版 978-4-7907-1730-0 2019.04
岡田暁生
（おかだ・あけお）
著
世界思想社

な音楽との出会いが待ち受けているのか ? 21世紀に固有の音楽現象を挑戦的にと
りあげ、規格外の音楽とつきあう楽しさを自在に語る。

DL不可 EPUB

*1030871147*

729

専修大学出版局
新・知のツールボックス 新入生のための学び方サポートブック
専修大学出版企画委員会編
専修大学出版局

大学での学び方の不安を解消 ! ノートのとり方から、レポートの書き方、プレゼンや
討論の仕方、SNSの活用法まで、大学で学ぶコツを解説した、新入生のためのサポー
トブック。取り外せる「知のワークブック」付き。

教育
同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 2,640円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 ■シ 253p
冊子版 978-4-88125-326-7 2018.04

*1031726782*

730

創元社
3つの自分で人づきあいがラクになる エゴグラムで見える本当の私
杉田峰康
（すぎた・みねやす）
著
創元社

相手を変えるより、まずは本当の自分に気づき、自分を変えることで、人づきあいが
驚くほど良好に! 自己分析を通して人間関係の分析をはかる「交流分析」の第一
人者が、こじれる人間関係の解決策を紹介する。書き込み欄あり。

心理学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎146.8 件名◎交流分析 スミ 142p
冊子版 978-4-422-11674-7 2018.01
DL不可 EPUB

*1031325316*
カウンセリングと人間性 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

日本の社会にカウンセリング、および臨床心理学を根付かせた第一人者である河
合隼雄。カウンセリングを「人間性」という視点から柔軟に多面的に捉え、その
本質的な問題点を的確に指摘した初期の論説や講演録を収録。

心理学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ B146.8 件名◎カウンセリング カカ
341p
冊子版 978-4-422-00051-0 2015.03
DL不可 EPUB

*1031325302*
カウンセリングを考える 上 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

心理学

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B146.8 件名◎カウンセリング カカ
家族の問題、いじめや不登校、カウンセラーの責任と資格、
「生きる」ということなど、 295p
現代社会を生きるうえで出会うさまざまな問題を通して、カウンセリングとは何かを考 冊子版 978-4-422-00052-7 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

える。

DL不可 EPUB

*1031325303*
カウンセリングを考える 下 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

心理学

同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B146.8 件名◎カウンセリング カカ
「家族関係」「ユング心理学から見た禅体験」「カウンセリングにおける男性と女 257p
性」「児童文学」「「生きる」ということ」など、さまざまな切り口からカウンセリング 冊子版 978-4-422-00053-4 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

を考える。

DL不可 EPUB

*1031325304*
こころと人生 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

心理学

同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B140.4 件名◎心理学 カコ 244p
鋭い目で人生の真実を見抜くのびやかな子ども時代から、生きるということの意味を 冊子版 978-4-422-00054-1 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

再び問いなおす老年期まで、人生のそれぞれの時期のこころの問題を、臨床家とし
ての目がこまやかに温かくとらえた講演集。

DL不可 EPUB

*1031325305*
異常性格の世界 「変わり者」と言われる人たち
〈創元こころ文庫 P-9〉
西丸四方
（にしまる・しほう）
著
創元社

狂気と非狂気、正常と異常の境目はどこにあるのか ? 日本を代表する精神医学者
が、変わり者、心の変わった人間のさまざまな像を描き出す。性嗜好異常にも言及し、
夏目漱石や種田山頭火らの病跡学も展開する。

子どものためのマインドフルネス

心が落ち着き、集中力がグングン高まる!

心理学
同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B145.8 件名◎異常心理学 ニイ
237p
冊子版 978-4-422-00059-6 2016.06
DL不可 EPUB

*1031325311*
心理学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎146.82 件名◎マインドフルネス ウ
コ 84p
心と体をじょうずにコントロールする方法を身につけよう! 気持ちが落ち着く、集中力 冊子版 978-4-422-11685-3 2018.09

キラ・ウィリー著 アンニ・ベッツイラスト
創元社

が高まる、元気が出るといった効果のある、簡単で楽しいエクササイズ30を、やさ
しい語り口と愉快なイラストで紹介します。

*1031325291*
731

思春期をめぐる冒険 心理療法と村上春樹の世界 増補

〈創元こころ文庫 P-12〉

心理学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
岩宮恵子
（いわみや・けいこ）
著
分類◎ B146.8 件名◎心理療法 イシ
創元社
316p
「物語」と「心理療法」の関係をふまえながら、実際の心理療法の現場で起こっ 冊子版 978-4-422-00063-3 2016.12

ていることを紹介しつつ、村上春樹の作品で描かれていることをテキストにして、さ
まざまな角度から考察する。近年の村上作品を取り上げて増補。

時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶための心理療法入門

DL不可 EPUB

*1031325314*
心理学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎146.8 件名◎心理療法 ■ジ
現在の社会の中で心理療法を学ぶ意味は何だろうか ? 大学でも教えてくれない根っ 202p
このところから考える心理療法入門。心の捉え方、心理療法の本質と実際、心理 冊子版 978-4-422-11721-8 2019.08
小松貴弘
（こまつ・たかひろ）
編著
創元社

渡辺亘
（わたなべ・わたる）
編著

療法を保健医療や学生相談などの現場に生かす方法を取り上げる。

DL不可 EPUB

*1031325318*
心配ないよ、だいじょうぶ 子どもが不安を克服するためのガイド

心理学

〈〈おたすけモンスター〉
シリーズ 1〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
ポピー・オニール 著 渡辺滋人
（わたなべ・しげと）
訳
分類◎ K146.82 件名◎認知行動療法 オ
創元社
シ 143p
モンスターと一緒に親子で楽しみながらできるワークブック。不安ってそもそも何なの 冊子版 978-4-422-11686-0 2018.09

か、どうしたら乗り越えられるのかを、おたすけモンスターと一緒に親子でワークをし
ながら一つひとつ考えていく。書き込み式。

精神科医の話の聴き方10のセオリー
小山文彦
（こやま・ふみひこ）
著
創元社

悩むこころをどのように受け止めたらよいのか。話を聴き、悩みを受け止めるための
10のセオリーについて解説し、それらを基盤とした具体的な対応を、様々な場面ご
とに紹介する。各項末にチェックボックス付き。

*1031325292*
心理学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎146.8 件名◎カウンセリング コセ
184p
冊子版 978-4-422-11704-1 2019.05
DL不可 EPUB

*1031325317*
精神分析のおはなし 〈創元こころ文庫 P-11〉
小此木啓吾
（おこのぎ・けいご）
著
創元社

親と子の憾み・憎しみ、心の危機、甘え、引きこもり、喪失、悲しみ、老い…。心
の深みを心理学の第一人者が、豊かな臨床の知と自己体験をまじえて、わかりやす
くおはなしする。時代背景の古さを感じさせない講演集。

心理学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ B146.1 件名◎精神分析 オセ
307p
冊子版 978-4-422-00061-9 2016.09
DL不可 EPUB

*1031325313*
夢の意味 〈創元アーカイブス〉

心理学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎146.15 件名◎精神分析 マユ
ユングの高弟 C.A. マイヤーが長年の臨床経験をもとに夢を考察。東西の古代の 241p
夢理論から夢の劇的な構造、夢分析の実際例までを網羅する。生理学的研究を 冊子版 978-4-422-11724-9 2019.09
C.A. マイヤー著
創元社

河合隼雄
（かわい・はやお）
監修

含めた包括的なアプローチを行い、ユング心理学を一層発展させた書。

DL不可 EPUB

*1031325320*
日本の祭と神賑 京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち
森田玲
（もりた・あきら）
著
創元社

現代日本の祭を、神事と神賑行事という基本構造から、神輿・提灯・太鼓台・地
車・唐獅子などの祭具とともに探求。京都と大阪（摂津・河内・和泉）を中心に、
日本各地で多彩に展開する祭の本質と新たな魅力を描き出す。

神道
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎176 件名◎祭り モニ 223p
冊子版 978-4-422-23035-1 2015.07

*1031325293*
732

歴史学で卒業論文を書くために
村上紀夫
（むらかみ・のりお）
著
創元社

題目の考え方、論文の集め方と読み方、史料の探し方、文章の書き方…。歴史
学をはじめ、人文科学の分野で卒業論文に挑む学生に向けて、4年生の4月から
提出までの作業を順に指南する。

歴史
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎207 件名◎歴史学 ムレ 220p
冊子版 978-4-422-80041-7 2019.09
DL不可 EPUB

*1031325335*
元号読本 「大化」から「令和」まで全248年号の読み物事典

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.023 件名◎年号 ■ゲ 366p
「大化」から「令和」まで、全248の日本公年号を解説。改元理由、改元年月日、 冊子版 978-4-422-23040-5 2019.05
所功
（ところ・いさお）
編著
創元社

久禮旦雄
（くれ・あさお）
編著

使用期間、出典、勘申者、天皇、年号を冠する用語なども掲載する。年号・元
号制度の基礎知識、歴代天皇宸筆なども収録。

DL不可 EPUB

*1031325324*
古市古墳群をあるく 巨大古墳・全案内 増補改訂第2版
久世仁士
（くぜ・ひとし）
著
創元社

全国屈指の巨大古墳密集地、古市古墳群をすみずみまで探訪。国内第2位の規
模を誇る誉田山古墳をはじめ、現存するすべての古墳を案内する。発掘調査や現
地情報を刷新し、大阪府内の河内地域全域の古墳を増補。

日本史
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◎古市古墳群 クフ 222p
冊子版 978-4-422-20165-8 2020.05

*1031875588*
古地図が語る大災害

絵図・瓦版で読み解く大地震・津波・大火の記憶
本渡章
（ほんど・あきら）
著
創元社

大阪を中心とした関西の古代から近代までの古地図・瓦版等を題材に、歴史上繰
り返されてきた大地震・津波・大火といった大災害の記録を読み解く。折り込みの
新雕大坂細見全図、災害モニュメント探訪記等付き。

大阪万博の戦後史 EXPO'70から2025年万博へ
橋爪紳也
（はしずめ・しんや）
著
創元社

大阪球場誕生、通天閣再建、千里ニュータウン…。大空襲、占領下を経て、復
興から高度経済成長へと向かっていく時代の風景と、70年大阪万博の熱狂を描く。
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の構想案も公開する。

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◎216 件名◎近畿地方－歴史 ホコ
158p
冊子版 978-4-422-25078-6 2014.12
DL不可 EPUB

*1031325325*
日本史
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎216.3 件名◎大阪府－歴史 ハオ
221p
冊子版 978-4-422-25089-2 2020.02
DL不可 EPUB

*1031875591*
地域愛を育てる物語のつくり方 「語りべシアター」の魅力
栗本智代
（くりもと・ともよ）
著
創元社

大阪ガス
（株）
エネルギー・文化研究所編

まちの歴史や文化、現在とのつながりなどを物語にし、語りと映像で楽しくわかりやす
く伝える「語りべシアター」。神戸・居留地、通天閣等をテーマにしたこれまでの
作品のストーリーや制作ノート、活動のあゆみなどを紹介する。

日本史
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎216.3 件名◎大阪府－歴史 クチ
112p
冊子版 978-4-422-25083-0 2018.01

*1031325294*
百舌鳥古墳群をあるく 巨大古墳・全案内 増補改訂第2版
久世仁士
（くぜ・ひとし）
著
創元社

巨大な大山古墳から、中小の大きさも形もさまざまな古墳まで、大阪府堺市にある「百
舌鳥古墳群」の現存古墳をすべて探訪し、案内する。発掘調査や現地情報を刷
新し、大阪府内の北摂・泉州、大阪市内の古墳を増補。

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◎ 件名◎百舌鳥古墳群 クモ 238p
冊子版 978-4-422-20164-1 2020.05

*1031875587*
733

明治維新とは何だったのか 薩長抗争史から「史実」を読み直す
一坂太郎
（いちさか・たろう）
著
創元社

薩摩・長州の権力闘争史から見えてくる、日本のゆくえ。黒船来航から日本最後の
内戦を経て、近代国家樹立まで、激動の時代を一次史料から丹念にたどり、150
年の間に書き換えられてきた「史実」を問い直す。

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎210.58 件名◎日本－歴史－幕末
期 イメ 287p
冊子版 978-4-422-20159-7 2017.11
DL不可 EPUB

*1031325321*
橋爪節也の大阪百景

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎291.63 件名◎大阪市 ハハ
大阪的文化の地層を掘り起こす100コラム。言葉、人物、絵画、文学などから、 302p
本物の都市文化とその魅力を語る。キーワード索引付き。
『いちょう並木』連載「お 冊子版 978-4-422-25088-5 2020.02
橋爪節也
（はしずめ・せつや）
著
創元社

おさか KEYわーど」から100回分を選定し大幅加筆・改訂。

DL不可 EPUB

*1031875590*
図典「大和名所図会」
を読む 奈良名所むかし案内

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎291.65 件名◎大和名所図会 ホ
原寸復刻された江戸時代の旅行書シリーズ「大和名所図会」から場面を厳選し、 ズ 254p
絵ときスタイルで古今の習俗や生活、人間模様を活写する案内書。江戸期の奈良 冊子版 978-4-422-25087-8 2020.02
本渡章
（ほんど・あきら）
著
創元社

と現代をつなぐ生活文化や歴史・地理がわかる絵図約180点を収録。

*1031553440*
大阪古地図むかし案内 カラー版
本渡章
（ほんど・あきら）
著
創元社

江戸時代につくられた多種多様な古地図のなかから、大坂の町絵図を紹介。部分
拡大図で絵図をすみずみまで味わい尽くす。古地図の見方も解説する。大判の折
込み古地図付き。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎291.63 件名◎大阪市－地図 ホオ
190p
冊子版 978-4-422-25085-4 2018.12

*1031325295*
地名の川西史

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎291.64 件名◎川西市 スチ 211p
豊かな歴史、神話、物語、伝説にあふれた川西地域。兵庫県川西市に40年暮ら 冊子版 978-4-422-20160-3 2018.06
菅原巖
（すがわら・いわお）
著
創元社

す著者が、川西の地名のいわれを、地域の歴史・風土からわかりやすく解きほぐし、
興味深い話題に即して物語る。

DL不可 EPUB

*1031325322*
よい移民 現代イギリスを生きる21人の物語

政治

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎316.833 件名◎人種問題 ■ヨ
21世紀のイギリス社会で「有色の人間」であるとはどういうことなのか。イギリス 326p
で生まれた移民2世・3世の著名なクリエイター21人が、自己存在の意味や葛藤、 冊子版 978-4-422-36011-9 2019.08

ニケシュ・シュクラ編
創元社

栢木清吾
（かやのき・せいご）
訳

社会の偏見などを繊細かつ巧みに表現する。

DL不可 EPUB

*1031325331*
9条入門 〈「戦後再発見」双書 8〉
加藤典洋
（かとう・のりひろ）
著
創元社

戦後日本の象徴として、多くの日本人から熱烈に支持されてきた憲法9条。多くの異
説や混乱が存在するなか、あらゆる政治的立場から離れ、憲法9条の「出生の秘
密」から「昭和天皇」「日米安保」との相克までを描き出す。

法律
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎323.142 件名◎憲法－日本 カキ
345p
冊子版 978-4-422-30058-0 2019.04
DL不可 EPUB

*1031325326*
734

マンガで学ぶ対人援助職の仕事

在宅介護と介護予防をめぐる人々の物語

植田寿之
（うえだ・としゆき）
著
創元社

青野渚
（あおの・なぎさ）
漫画

介護支援専門員、社会福祉士、保健師など高齢者介護に携わる専門職が、仲
間や地域住民とともに成長する姿を描いたストーリーマンガと要点解説で、高齢者
の暮らしと人生を支える対人援助スキルを学べる。

虐待と非行臨床

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◎369.17 件名◎福祉従事者 ウマ
189p
冊子版 978-4-422-32054-0 2019.04

*1031325296*
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◎
本書は家庭裁判所調査官が長年取り組んだ事例や昔話を引きつつ、このテーマに 冊子版 978-4-422-11320-3
橋本 , 和明
創元社

迫り、非行の動機の解明や少年の更生に役立てんとするものである。近年研究が
進んでいる「トラウマ」や「解離」の視点からもアプローチする。

2004

*1031245267*
大衆の強奪 全体主義政治宣伝の心理学 〈叢書 パルマコン 01〉

社会

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎361.46 件名◎プロパガンダ チタ
メディア研究・コミュニケーション理論・集団心理学などの基本参考文献として広く 310p
認知されているファシスト的公共性を体現した名著を、日本語で初全訳。メディア 冊子版 978-4-422-20293-8 2019.11
セルゲイ・チャコティン著
創元社

佐藤卓己
（さとう・たくみ）
訳

史家佐藤卓己の解題も収録する。

DL不可 EPUB

*1031553450*
日常場面で実践する対人援助スーパービジョン
植田寿之
（うえだ・としゆき）
著
創元社

仲間同士で支えて育てあい、人材の育成と定着を図るための方法とは。日常場面
や技術を活用することで日々実践できる「普段着のスーパービジョン」を易しく解説
する。

社会
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ウニ
301p
冊子版 978-4-422-32055-7 2015.08
DL不可 EPUB

*1031325329*
乳幼児観察入門 早期母子関係の世界

教育

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳幼児心理学 ■
子どもの臨床家・研究者の必読テキストを邦訳。母親が立ち去ってしまったときの ニ 323p
悲しみ、離乳が親子に引き起こした混乱など、8つの定期的な乳幼児観察の記録 冊子版 978-4-422-11723-2 2019.09

リサ・ミラー編
創元社

マーガレット・ラスティン編

を収録。乳幼児観察のエッセンスが学べる。

DL不可 EPUB

*1031325319*
われらみな食人種
（カニバル） レヴィ=ストロース随想集
クロード・レヴィ=ストロース著
創元社

渡辺公三
（わたなべ・こうぞう）
監訳

レヴィ=ストロースの没後編集の時評集。1989～2000の文章16編と、1952年発
表の「火あぶりにされたサンタクロース」を収録。〈未開と文明〉の固定観念を鮮
やかに破砕する、知的で大胆な評集。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎389.04 件名◎文化人類学 レワ
255p
冊子版 978-4-422-39001-7 2019.11
DL不可 EPUB

*1031553448*
私たち、戦争人間について 愛と平和主義の限界に関する考察
石川明人
（いしかわ・あきと）
著
創元社

人はなぜ、平和を祈りながら戦い続けるのか ? 戦争原因論の諸相、動物と人間の
攻撃性、飛行機と戦車の登場、ヒトラーの演説…。
「戦争」の不可解さを問い、人々
の「凡庸な悪」を正視する。

国防、軍事
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎391.1 件名◎戦争 イワ 295p
冊子版 978-4-422-30071-9 2017.08
DL不可 EPUB

*1031325327*
735

未来の戦死に向き合うためのノート
井上義和
（いのうえ・よしかず）
著
創元社

反戦平和のために受け入れて議論すべきは、「過去と未来の戦死」。現代日本社
会分析を織り込みながら、未来の戦死に「向き合う」ことから、「条件付きで受け
入れる」ことを志向し、真に有効な戦争抑止の規範や倫理を構築する。

国防、軍事
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎391.1 件名◎戦争 イミ 286p
冊子版 978-4-422-30072-6 2019.02
DL不可 EPUB

*1031325328*
世界を変えた50人の女性科学者たち

自然科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ K402.8 件名◎科学者 イセ 127p
科学・技術・工学・数学（STEM）の分野で活躍しながら、歴史の陰にかくれがちだっ 冊子版 978-4-422-40038-9 2018.04

レイチェル・イグノトフスキー著
創元社

野中モモ
（のなか・もも）
訳

た女性科学者50人を取り上げ、その驚くべき業績やバイタリティあふれる人生を魅
力的なイラストとともに紹介する。

*1031325297*
「数」はいかに世界を変えたか

〈ビジュアルガイドもっと知りたい数学 1〉

トム・ジャクソン著
創元社

緑慎也
（みどり・しんや）
訳

「数」とはなにか ? イシャンゴの骨、黄金比、魔方陣、フィボナッチ数列、無限、
情報理論…。数がいかにわれわれの世界を形づくり、また変えてきたのかを美しい
図版や事例をもとに紹介する。

天才少年が解き明かす奇妙な数学 !

数学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎410 件名◎数 ジカ 184p
冊子版 978-4-422-41440-9 2020.01

*1031553439*
数学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎410.4 件名◎数学 バテ 232p
高次元、ランダムさ、カオスとフラクタル、素数、無限の概念…。奇妙で驚きに満ち、 冊子版 978-4-422-41433-1 2019.05

アグニージョ・バナジー著
創元社

デイヴィッド・ダーリング著

同時に私たちの知る世界と極めて現実的に結びついている数学を深く掘り下げる。
数学の先端と数学的な思考方法を知ることができる一冊。

DL不可 EPUB

*1031553446*
旧暦読本 日本の暮らしを愉しむ「こよみ」の知恵 改訂新版

天文学、宇宙科学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎449.34 件名◎暦 オキ 333p
旧暦と新暦の違いという基礎知識をふまえながら、二十四節気と七十二候、六曜と 冊子版 978-4-422-23037-5 2015.11
岡田芳朗
（おかだ・よしろう）
著
創元社

九星、地方暦やアジア・ヨーロッパの暦などをくわしく解説。天文学的知識や貴重
図版も多数収録。2016年～2020年新暦 / 旧暦対応表付き。

DL不可 EPUB

*1031325323*
十二支読本 暦と運勢のしくみを読み解く
稲田義行
（せだ・よしゆき）
著
創元社

中国から伝わり、今なお日々の暮らしの中に息づく干支について、発祥・発展の歴
史をひもとき、年月日・時刻・方位・吉凶など、様々な切り口で解説する。図版も多
数掲載。

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎449.34 件名◎暦 セジ 255p
冊子版 978-4-422-39002-4 2017.09
DL不可 EPUB

*1031325332*
宮沢賢治の地学教室

地球科学、地学

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎450 件名◎地学 シミ 159p
地学の先生でもあった宮沢賢治の作品には、地学的なテーマや表現がふんだんに 冊子版 978-4-422-44010-1 2017.11
柴山元彦
（しばやま・もとひこ）
著
創元社

盛り込まれています。それを引用し、森の学校のケンジ先生と動物の生徒たちとの
会話形式で、高校地学の基礎を解説します。カラー図版も豊富に収録。

*1031325299*
736

宮沢賢治の地学実習

地球科学、地学

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎450 件名◎地学 シミ 158p
ケンジ先生と動物の生徒たちとの会話形式で、宮沢賢治の作品等に描かれている 冊子版 978-4-422-44018-7 2019.09
柴山元彦
（しばやま・もとひこ）
著
創元社

地学の世界をひもときながら、関連する地学の基礎知識を解説。地学の屋外実習
や学習施設、実験を豊富に紹介する。「宮沢賢治の地学教室」の応用編。

*1031553438*
プラネットアース イラストで学ぶ生態系のしくみ
レイチェル・イグノトフスキー著
創元社

山室真澄
（やまむろ・ますみ）
監訳

生命にあふれる地球の未来を守るために、生態系のしくみを学びましょう。世界の特
色ある地理や気候、生物分布とその食物網などを地域別に、オシャレでかわいいイ
ラストで紹介します。

生物科学、一般生物学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎468 件名◎生態学 イプ 127p
冊子版 978-4-422-40044-0 2019.12

*1031553442*
知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑
長澤淳一
（ながさわ・じゅんいち）
著
創元社

瀬戸口浩彰
（せとぐち・ひろあき）
著

主な絶滅危惧植物100種以上を紹介。代表的な種の写真や解説のほか、危険度
ランクやレッドリスト、生物多様性など、私たちが知っておくべき基本的な知識や保
全活動の現状などをまとめる。和名索引付き。

植物学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎472.1 件名◎希少植物 ナシ
238p
冊子版 978-4-422-43030-0 2020.04

*1031875589*
PTSD のための対人関係療法

医学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎493.74 件名◎心的外傷後ストレ
PTSD 治療に新たな選択肢を示す臨床マニュアル。従来の治療法とは異なる対人 ス障害 マピ 188p
関係療法（IPT）の画期的なアプローチを、膨大なデータと厳選されたケーススタディ 冊子版 978-4-422-11727-0 2019.11

ジョン・C. マーコウィッツ著
創元社

水島広子
（みずしま・ひろこ）
監訳

を用いながら丁寧に解説する。

DL不可 EPUB

*1031553449*
スーパービジョンで磨く認知行動療法 Improving CBT skills
through Supervision うつ病篇

医学

全セッションの記録

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
蟹江絢子
（かにえ・あやこ）
著 堀越勝
（ほりこし・まさる）
著
分類◎493.72 件名◎認知行動療法 カ
創元社
ス 431p
典型的なうつ病患者との全16回のセッションと、それに対するスーパービジョン（指導） 冊子版 978-4-422-11710-2 2020.04

を再現。認知行動療法の流れや注意点が学べる。基本スキルQ＆A や、セッショ
ンで使える配付物一覧、配付物のダウンロードサービス付き。

デジタルヘルスケア 〈やさしく知りたい先端科学シリーズ 5〉

DL不可 EPUB

*1031875593*
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 件名◎医療 ユデ 174p
健康管理や医療・介護の未来予想図はデジタル技術革新で劇的に変わる! アプリ 冊子版 978-4-422-40046-4 2020.02
遊間和子
（ゆうま・かずこ）
著
創元社

武藤正樹
（むとう・まさき）
監修

によるヘルスケアデータ管理や健康増進型保険、ICTを活用した遠隔治療、手
術や介護を支援するロボットなど、デジタルヘルスケアの実例を図解。

*1031553441*
トラウマの現実に向き合う ジャッジメントを手放すということ

〈創元こころ文庫 P-8〉

医学

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B493.74 件名◎心的外傷後スト
レス障害 ミト 221p
治療者が「病気」ではなく「人間」としての患者に評価を下してしまうと、新たなト 冊子版 978-4-422-00058-9 2015.12
水島広子
（みずしま・ひろこ）
著
創元社

ラウマを生じさせかねない。トラウマに向き合う治療姿勢について深く掘り下げ、患
者・治療者双方にとって望ましい関係の持ち方を模索する。

DL不可 EPUB

*1031325310*
737

一本堂行余医言 巻之5 癇とその周辺
香川修庵
（かがわ・しゅうあん）
著
創元社

濱田秀伯
（はまだ・ひでみち）
監修

江戸時代の漢方医学者・香川修庵の残した全23巻の医学全書「一本堂行余医
言」。さまざまな精神障害の臨床像や治療経過を多くの症例に基づいて緻密に記録
した巻之五を現代語に全訳し、注釈を付す。

医学
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 カイ
157p
冊子版 978-4-422-41096-8 2019.09
DL不可 EPUB

*1031325333*
思考活動の障害とロールシャッハ法 理論・研究・鑑別診断の実際

医学

同時アクセス1 28,050円 + 税
同時アクセス3 42,075円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 クシ
パーソナリティを記述するための臨床技法・ロールシャッハ法による精神病の鑑別で 394p
は、思考活動とその偏りの査定は重要な心理学的要因の1つである。この思考障 冊子版 978-4-422-11446-0 2010.07

ジェームズ・H.クレーガー著
創元社

馬場禮子
（ばば・れいこ）
監訳

害について、ロールシャッハ法という視点から体系的にまとめる。

DL不可 EPUB

*1031553443*
心の病気 〈創元こころ文庫 P-10〉
西丸四方
（にしまる・しほう）
著
創元社

日本を代表する精神医学者が、精神病とは異質な妙なものではなく、われわれにご
く身近なものであり、精神障害は時には価値の高いものであることなどを述べ、患者
に寄り添おうとする治療者の真の姿を伝える。

医学
同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B493.7 件名◎精神医学 ニコ
292p
冊子版 978-4-422-00060-2 2016.06
DL不可 EPUB

*1031325312*
精神科医が教える忘れる技術

医学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 オセ
外傷記憶、恨み、罪悪感、うつ病、強迫神経症、依存、中毒…。あなたの心を 206p
いつまでも蝕む、思い出すのもつらい体験や苦しい症状。ベテラン精神科医が、 冊子版 978-4-422-11488-0 2019.01
岡野憲一郎
（おかの・けんいちろう）
著
創元社

なぜ忘れられないのかを解説し、楽になるための技術を教える。

DL不可 EPUB

*1031325315*
摂食障害の不安に向き合う 対人関係療法によるアプローチ

〈創元こころ文庫 P-7〉
水島広子
（みずしま・ひろこ）
著
創元社

摂食障害、特に拒食症の治療において必要な仕事は「安心の提供」であって、
体重を増やすことや症状をなくすことではない。摂食障害の治療の実際を、特に「不
安」に注目して紹介する。

体をみれば心がわかる ボディートークの世界

医学
同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B493.74 件名◎摂食障害 ミセ
229p
冊子版 978-4-422-00057-2 2015.12
DL不可 EPUB

*1031325309*
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◎498.3 件名◎健康法 マカ 212p
怒りの感情を持つ人は背中の中央を盛り上げる。失恋で悲しみの中にいる人は胸を 冊子版 978-4-422-41245-0 2015.08
増田明
（ますだ・あきら）
著
創元社

キュッと詰めている…。体のシコリやユガミ、姿勢の片寄り、声の調子や息の仕方
など体の内なる声を聞き、体を通して心をほぐす方法を紹介する。

DL不可 EPUB

*1031325334*
内なる治癒力 こころと免疫をめぐる新しい医学 〈創元アーカイブス〉

医学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎493.09 件名◎精神身体医学 ロ
「心」が「体」に与える影響を、数多くの具体的なデータや症例を示しながら解明。 ウ 317p
精神神経免疫学（PNI）を核にした、科学的な全人的医療の新しいモデルを提 冊子版 978-4-422-11726-3 2019.10
スティーヴン・ロック著 ダグラス・コリガン著
創元社

供する。

DL不可 EPUB

*1031553447*
738

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

ブローレンヂ 智世
（ぶろーれんじ ともよ）
著
創元社

男性的な骨格の人が着ても美しく見えるレディース服があったら…。普通の専業主
婦だった著者が、自分のブランドを起ち上げ、前例のない服作りを実現し、東京
大学で歴史的なファッションイベントを開催するまでを語る。

樹木と木材の図鑑 種類・特徴から材質・用途までわかる

製造工業
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎589.2 件名◎ブローレンヂ ブワ
205p
冊子版 978-4-422-10129-3 2020.03
DL不可 EPUB

*1031875592*
林業

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎653.21 件名◎樹木 ニジ 223p
1つの木について、葉や樹皮を含む立ち木、平板の木材見本、その木が使われて 冊子版 978-4-422-44006-4 2016.03
西川栄明
（にしかわ・たかあき）
著
創元社

小泉章夫
（こいずみ・あきお）
監修

いる建築物・家具・道具を、写真と簡潔な解説で紹介する図鑑。日本に生えてい
る木の中で、木材として利用されてきた有用種101を掲載。

*1031325298*
歴史を変えた50人の女性アスリートたち

スポーツ、体育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ K780.28 件名◎スポーツ選手 イ
女性をしめ出していた近代スポーツ界に飛びこみ、圧倒的な能力と粘り強さで記録 レ 127p
と歴史をぬりかえてきた女性アスリートたち。その驚くべき成績やエネルギーに満ち 冊子版 978-4-422-75303-4 2019.04
レイチェル・イグノトフスキー著
創元社

野中モモ
（のなか・もも）
訳

た人生を、チャーミングなイラストとともに紹介する。

*1031325300*
最新英語論文によく使う表現 基本編

英語

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎836.5 件名◎英語－作文 ササ
人文・社会科学から自然科学まで、多分野に応用可能な約980の文例を厳選収録 251p
した、論文を書く際に使える英語表現事典。よく使う表現を機能別に分け、趣旨を 冊子版 978-4-422-81086-7 2017.07
崎村耕二
（さきむら・こうじ）
著
創元社

各項目の冒頭で解説する。表題のつけ方、チェックリスト等も掲載。

DL不可 EPUB

*1031553444*
最新英語論文によく使う表現 発展編
崎村耕二
（さきむら・こうじ）
著
創元社

論文を書く際に使える英語表現事典の発展編。論理表現、推論表現、修辞的表
現など、高度な論述を可能にする文例・学術表現を機能別に分類し、用例や注釈
とともに提示する。用例で引用した文献、日本語と英語の索引も掲載。

英語
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎836.5 件名◎英語－作文 ササ
183p
冊子版 978-4-422-81087-4 2019.07
DL不可 EPUB

*1031553445*
河合隼雄と子どもの目 〈うさぎ穴〉からの発信
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

おとなは見ることができなくなってしまったものを「子どもの目」を通して取り戻す－。
河合隼雄が児童文学について書いてきたものをまとめた書。子どもが主人公の物語
を説得力ある言葉で読み解く。

文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎909 件名◎児童文学 カカ 243p
冊子版 978-4-422-11709-6 2019.07
DL不可 EPUB

*1031325308*
「出会い」の不思議 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

日本文学

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B914.6 カデ 323p
人生にはいろいろな出来事がある。
「言葉」
「人」
「本」
「子どものこころ」
「新しい家族」 冊子版 978-4-422-00056-5 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

など、「出会い」というキーワードをもとに、こころの不思議を綴った河合隼雄のエッ
セイ集。

DL不可 EPUB

*1031325307*
739

より道わき道散歩道 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

日本文学

同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B914.6 カヨ 265p
今の日本、嘆くべきことばかりではなく、まだまだ面白いことや楽しいことがある。もう 冊子版 978-4-422-00055-8 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

少し気楽に、リラックスして自分の人生を楽しもう。新聞・雑誌・官報などに河合隼
雄が書いた文章を編集したエッセイ集。

DL不可 EPUB

*1031325306*
喜劇としての国際ビジネス 私が出会った〈一流〉という名の怪優たち
ダニエル・レヴィン著
創元社

松田和也
（まつだ・かずや）
訳

斬新な金融プログラムを引っ提げ、世界を股にかけて活躍する法律家レヴィンが
過去20年間に遭遇した、信じられない実話を紹介。権力者の虚像を剝ぎ、ビジネス・
エリートのペテン師ぶりをあらわにした爆笑ノンフィクション。

英米文学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎936 レキ 311p
冊子版 978-4-422-34001-2 2017.12
DL不可 EPUB

*1031325330*

740

総合医学社
Dr. 大津の世界イチ簡単な緩和医療の本

がん患者を苦痛から救う10ステップ

第3版

大津秀一
（おおつ・しゅういち）
著
総合医学社

ステロイド、NSAIDs、オピオイド、鎮痛補助薬など、緩和医療に使う主な薬の使
い方を、治療のステップごとにわかりやすく解説。レスキューの設定、うつへの注意、
頓用処方指示票の活用についても説明する。

Nursing Care+ エビデンスと臨床知 Vol.2No.2（ 2019）

痛みのマネジメント

清水孝宏
（しみず・たかひろ）
編
総合医学社

患者の痛みを正しく把握して、ケアにつなげるための知識を学びます。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎癌 オド 166p
冊子版 978-4-88378-697-8 2020.09

*1032352852*
医学
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎492.905 件名◎看護学－雑誌 ■
ナ p195～324
冊子版 978-4-88378-926-9 2019.10

*1031224162*
Nursing Care+ エビデンスと臨床知 Vol.2No.3（ 2019） 輸液管理

医学

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎492.905 件名◎看護学－雑誌 ■
輸液についての基礎知識から疾患や抗菌薬までの知識まで、ケアにつなげるため ナ p325～455
の知識を学びます。
冊子版 978-4-88378-927-6 2019.12
露木菜緒
（つゆき・なお）
編
総合医学社

*1031357353*
Nursing Care+ エビデンスと臨床知 Vol.2No.4（ 2020）

疾患別栄養管理

清水孝宏
（しみず・たかひろ）
編
総合医学社

栄養管理の考え方は常にアップデートが必要です。疾患や患者の状態に応じた栄
養管理を、最新の知見を交えながら解説。

医学
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎ 件名◎看護学－雑誌 ■ナ p457
～613
冊子版 978-4-88378-928-3 2020.06

*1031927271*
あたらしい3分間神経診察法

最も簡単で効率のよい考え方・進め方

第2版

中嶋秀人
（なかじま・ひでと）
著
総合医学社

神経診察の要点を効率よく学べる一冊。必要最低限の診察手技を解説し、めまい・
頭痛等の症状別にポイントを押さえて必要な箇所のみ診察するコツを紹介する。「3
分間神経診察法」の正編と続編を合わせ、新たな情報を追加。

ナースのための聴診器の聴き方・使い方

スマホで聴こう! 血圧・肺音・腹音の実際

第3版

村田朗
（むらた・あきら）
著
総合医学社

聴診器を使った呼吸器・腹部の聴診を、初心者にも分かりやすいよう簡潔に、なお
かつ実践にすぐ役立つように解説する。聴診のコツを随所に配し、鑑別診断フロー
チャートも掲載。スマートフォンで呼吸音が聞けるQRコード付き。

はじめて学ぶ文献レビュー

医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎神経病学 ナア 173p
冊子版 978-4-88378-695-4 2020.08

*1032352846*
医学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎492.911 件名◎看護学 ムナ 47p
冊子版 978-4-88378-693-0 2020.03

*1031853800*
医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎492.907 件名◎看護学 ワハ
看護研究に関する文献レビューの書き方を解説する。文献レビューという行動を通 103p
して、学生が何をどのように学んでいけばよいのかを示す。卒業論文で、文献レビュー 冊子版 978-4-88378-694-7 2020.04
若村智子
（わかむら・ともこ）
著
総合医学社

西村舞琴
（にしむら・まこと）
著

を書こうとする4回生と指導する教師との対話形式で構成。

*1031853801*
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外眼部アトラス 〈眼疾患アトラスシリーズ 3〉
野田実香
（のだ・みか）
編集
総合医学社

渡辺彰英
（わたなべ・あきひで）
編集

眼科医の診断能力の向上に役立つアトラス。
「眼瞼」
「涙器」
「眼窩」
「斜視」
「眼
球運動異常領域」の疾患の外眼部写真・CT・MRI 等、必要な画像情報を網羅。
皮膚科・形成外科の貴重な症例写真も満載。

医学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼科学 ■ガ 398p
冊子版 978-4-88378-687-9 2019.10

*1031224164*
眼科専門医への最短コース

眼科専門医認定試験問題集第23～30回
眼科専門医認定試験研究会編
総合医学社

大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
監修

日本眼科学会が毎年6月に実施する眼科専門医認定試験の全問題・解答・解説を、
第23回から昨年実施された最新第30回まで、年度ごとに掲載。

医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎ S496 件名◎眼科学 ■ガ 530p
冊子版 978-4-88378-691-6 2019.10

*1031224165*
救急・集中治療 Vol31No4（ 2019） ICU 治療指針 3

医学

同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎ Q492.05 件名◎臨床医学－雑誌
第3号は「ICU 管理、緊急病態と処置、手術・麻酔と周術期管理、水電解質・ ■キ p1320～1896
輸血と管理、感染症と管理、中毒と管理」とし、それぞれの章監修を6人の先生 冊子版 978-4-88378-564-3 2020.03
岡元和文
（おかもと・かずふみ）
総監修
総合医学社

にご担当頂き、各項を全国の ICU の現場で活躍されておられるエキスパートの先
生方にご執筆頂き、現在のわが国 ICU 領域における最新で最高水準の治療指針
となることを目指します。

救急・集中治療 Vol32No1（ 2020） 呼吸管理 2020-'21

*1031853796*
医学

同時アクセス1 22,000円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎ 件名◎臨床医学－雑誌 ■キ
呼吸管理に関する最新情報を掲載。必要時に目的とする項目を読むという利用法を 333p
想定した「呼吸管理で困ったらこれ1冊で足りる」と思って頂ける特集です。
冊子版 978-4-88378-565-0 2020.04
大塚将秀
（おおつか・まさひで）
特集編集
総合医学社

*1031853797*
救急・集中治療 Vol32No2（ 2020） 急性血液浄化法 2020-'21

医学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎臨床医学－雑誌 ■キ
急性血液浄化療法のエキスパートが執筆。急性血液浄化療法の基礎から臨床に p339～599
おける実用性の高い知識が得られます。
冊子版 978-4-88378-566-7 2020.06
土井研人
（どい・けんと）
特集編集
総合医学社

*1031927270*
救急・集中治療最新ガイドライン 2020-'21

医学

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 オキ 473p
多忙なスタッフが、高いレベルの診療を継続できるように意図して企画・改訂した 冊子版 978-4-88378-684-8 2020.03
岡元和文
（おかもと・かずふみ）
編著
総合医学社

ガイドライン。緊急処置・蘇生・手技から、精神障害・法医学・倫理の診断・治療・
ケアまで、救急・集中治療に関する最新の診療指針を網羅する。

*1031853799*
救急医療のための新型コロナウイルス感染症 COVID-19
診療ガイド

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
太田凡
（おおた・ぼん）
監訳 京都府立医科大学救急医療学教室訳
分類◎ 件名◎新型コロナウイルス感染症
総合医学社
■キ 76p
新型コロナウイルス感染症 COVID-19の疫学・予防・治療に関する最新の情報を、 冊子版 978-4-88378-712-8 2020.07

信頼性の高いネット情報へのリンク（QRコード）とともにまとめる。コロナウイルス
診療に関する主要情報一覧付き。
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*1032352845*

後眼部アトラス 〈眼疾患アトラスシリーズ 2〉

医学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼科学 ■コ 437p
眼科医の診断能力の向上に役立つアトラス。眼底写真や蛍光眼底造影をはじめと 冊子版 978-4-88378-686-2 2019.10
近藤峰生
（こんどう・みねお）
編集
総合医学社

辻川明孝
（つじかわ・あきたか）
編集

した、後眼部の各疾患の診断や病態の理解に必要な画像情報を豊富に掲載する。
診断のポイントとなる検査所見や鑑別が必要な疾患の一覧表も収録。

*1031224163*
公衆衛生 〈New Simple Step〉

医学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎公衆衛生 タコ 428p
保健医療論と公衆衛生各論をまとめた公衆衛生のテキスト。各項ごとに、イントロ 冊子版 978-4-88378-718-0 2020.09
高橋茂樹
（たかはし・しげき）
著
総合医学社

西基
（にし・もとい）
著

ダクション＆ガイダンス、確実に押さえておくべきポイント、医師国家試験で問われ
た事項等を示す。知っておくと便利な参考知識も掲載。

*1032352849*
集中治療医学レビュー 最新主要文献と解説 2020-'21
岡元和文
（おかもと・かずふみ）
監修
総合医学社

大塚将秀
（おおつか・まさひで）
編集

最新の集中治療管理に関する14項目、最新の集中治療における検査・技術に関
する9項目、最新の ICU 特有の病態・合併症に関する8項目、最新のトピックスに
関する4項目の計35項目の主要文献について解説する。

医学
同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎492 件名◎臨床医学 ■シ 240p
冊子版 978-4-88378-683-1 2020.03

*1031853798*
所見から探る産科超音波診断
馬場一憲
（ばば・かずのり）
編著
総合医学社

スクリーニングや妊婦健診中の超音波検査でみつかった所見から、「どのような疾
患を疑うか」「いかに正しい疾患名にたどり着くか」を、豊富な症例に基づき明確
に提示。見落としを防ぎ、思考プロセスを学べるアトラス。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 バシ 361p
冊子版 978-4-88378-698-5 2020.08

*1032352847*
小児科 〈New Simple Step〉

医学

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 ■シ 578p 図版
医学の全分野の理解が要求される小児科学の「知識のエキス」を凝縮したテキ 23p
スト。各項ごとに、イントロダクション＆ガイダンス、確実に押さえておくべきポイント、 冊子版 978-4-88378-716-6 2020.09
西基
（にし・もとい）
監修
総合医学社

小林良二
（こばやし・りょうじ）
監修

医師国家試験で問われた事項等を示す。参考知識も掲載。

*1032352850*
心臓血管外科の術後管理と看護

最もシンプルで ,しかもポイントがよくわかる

医学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 ヤシ
153p
心臓血管外科周術期に必要な基礎知識から、術式・血行動態をふまえた術後管理・ 冊子版 978-4-88378-682-4 2020.01
山中源治
（やまなか・もとはる）
著
総合医学社

小泉雅子
（こいずみ・まさこ）
著

看護の実際、術後合併症の管理・看護、モニタリングと補助循環まで、看護師が知っ
ておくべきケアのポイントをまとめる。

心電図ドリル 新装版

*1031496589*
医学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎心電図 ドシ 94p
ベクトル・コアより発売されていた心電図本のロングセラーが新たに総合医学社よ 冊子版 978-4-88378-715-9 2020.07
土居忠文
（どい・ただふみ）
著
総合医学社

宮尾恵示
（みやお・えみ）
著

り新装版として発売。心電図の自己学習に最適な書き込み式のドリルです。

*1032352844*
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精神科のくすりハンドブック 2020第3版
樋口輝彦
（ひぐち・てるひこ）
監修
総合医学社

向精神薬および関連の薬剤を9つのジャンルに分けて、薬剤の特徴、薬理作用、
適応、処方の実際、副作用、おもな類似薬との使い分け、服薬指導のポイントを
解説し、専門医からのアドバイスも掲載する。

医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎精神医学 ■セ 25,379p
冊子版 978-4-88378-681-7 2020.04

*1031853804*
前眼部アトラス 〈眼疾患アトラスシリーズ 1〉
大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
編集
総合医学社

外園千恵
（そとぞの・ちえ）
編集

眼科医の診断能力の向上に役立つアトラス。
「結膜」
「強膜」
「角膜」
「虹彩」
「隅
角」「前房」「水晶体」領域の疾患の眼底写真・造影写真・OCT・電気生理等、
必要な画像情報を掲載。基本的な所見から稀な疾患まで網羅する。

医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎496.2 件名◎眼科学 ■ゼ 477p
冊子版 978-4-88378-685-5 2020.04

*1031853802*
誰も教えてくれなかった循環器薬の選び方と使い分け
薬理学的な裏付けもわかる本

第2版

古川哲史
（ふるかわ・てつし）
著
総合医学社

血管拡張薬や強心薬の使い分け、薬剤抵抗性高血圧の次の一手、心室性不整
脈に対する抗不整脈薬の選択の仕方など、複数の循環器薬の選び方と使い分け
方を、理由とともに解説。治療の分岐点に立ったときのヒントが満載。

病態生理の基礎知識から学べる循環器治療薬 パーフェクト
ガイド 第2版
古川哲史
（ふるかわ・てつし）
著
総合医学社

研修医、非循環器医、ナースに向け、循環器薬が効く理由をわかりやすく解説。
重要な部分は本文中にマーカーで見やすく表示し、理解度が上がるよう「薬剤選
択のヒント」も示す。

麻酔科学レビュー 最新主要文献とガイドラインでみる 2020
山蔭道明
（やまかげ・みちあき）
監修
総合医学社

廣田和美
（ひろた・かずよし）
監修

2018年8月～2019年7月に発表された、麻酔科学に関する主要な文献を各領域の
第一線の専門医が執筆者となって選択し、2020年度版としてレビューしたもの。臨
床的なトピックスを中心に構成。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 フダ
151p
冊子版 978-4-88378-692-3 2020.02

*1031496590*
医学
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎循環器病 フビ 138p
冊子版 978-4-88378-711-1 2020.09

*1032352851*
医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎ 件名◎麻酔 ■マ 325p
冊子版 978-4-88378-696-1 2020.05

*1031853803*
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大学教育出版
大いなる自然を生きる エチカと正法眼蔵をめぐって

西洋哲学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎135.2 件名◎エチカ フオス 156p
人間が生きるということについて、真剣に思索する姿がうかがえるスピノザの「エチカ」 冊子版 978-4-86692-038-2 2019.07
藤本成男
（ふじもと・しげお）
著
大学教育出版

と道元の「正法眼蔵」。自然・生命・身体・自己・自由・永遠など両著に共通するキー
ワードを設定し、その思想的意義を明確にする。

*1031272488*
カウンターカルチャーのアメリカ 希望と失望の1960年代
第2版 〈ACADEMIA SOCIETY NO.12〉

北アメリカ史

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
竹林修一
（たけばやし・しゅういち）
著
分類◎253.073 件名◎アメリカ合衆国－
大学教育出版
歴史ー20世紀 タカ 201p
アメリカのメインストリームと同調しながらも、「反抗」というイメージを大衆化したカ 冊子版 978-4-86692-041-2 2019.10

ウンターカルチャー。アメリカ社会に広範な影響を与えたカウンターカルチャーにつ
いて、多角的に考察する。章を追加した第2版。

西川全彦・八寿子 社会福祉の発展と政治を動かす力

〈社会福祉を牽引する人物 3〉
西川全彦
（にしかわ・まさひこ）
鼎談
大学教育出版

西川八寿子
（にしかわ・やすこ）
鼎談

兵庫県の社会福祉を牽引する人物として、元兵庫県保育協会理事長の西川全彦
とその夫人の西川八寿子を紹介。社会福祉を押し上げるための活動と、そのエネ
ルギッシュな牽引力を鼎談形式で明らかにする。

異文化理解とオーストラリアの多文化主義

*1031272473*
伝記
同時アクセス1 1,100円 + 税
同時アクセス3 2,200円 + 税
分類◎289.1 件名◎西川全彦 ■ニニ
76p
冊子版 978-4-86692-036-8 2019.07

*1031272485*
社会科学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎302.71 件名◎オーストラリア タイ
異文化理解についての背景や重要性を検証するとともに、異文化コミュニケーショ 239p
ンの手段や課題を示す。特に多文化主義のオーストラリアの国民性・価値観と様々 冊子版 978-4-86692-037-5 2019.09
田中豊裕
（たなか・とよひろ）
著
大学教育出版

な文化情報、自然環境を紹介する。

*1031272475*
アメリカ歴代大統領大全 第2シリーズ6 アンドリュー・ジャクソン
伝記事典 マーティン・ヴァン・ビューレン伝記事典

西川秀和
（にしかわ・ひでかず）
編著
大学教育出版

第7代大統領アンドリュー・ジャクソンと第8代マーティン・ヴァン・ビューレンの生涯
と業績を紹介。大統領の政権の特色と課題のみならず、その経歴や政治哲学、
血縁者、引退後の活動、日本との関係など仔細にわたって論じる。

ブラジル 法概論 Introdução ao Direito do Brasil

政治
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国－政治・行
政－歴史 ■ア 16,500p
冊子版 978-4-86692-078-8 2020.04

*1031853775*
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◎322.962 件名◎法律－ブラジル
実務にも有用なブラジル法の概説書。ブラジルの法と司法制度を解説し、さらに、 アブ 233p
会社法、
競争法、
腐敗防止法および仲裁法の主題からブラジル法の特質を追究する。 冊子版 978-4-86692-069-6 2020.03
阿部博友
（あべ・ひろとも）
著
大学教育出版

*1031629249*
国際取引の法と交渉

法律

同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎329.85 件名◎国際私法 タコ
契約交渉から紛争解決まで、国際取引の段取りを時系列で追いながら、各ステー 350p
ジごとに、主要分野で当事者が行う交渉を軸に実務と問題点を解説し、トラブル 冊子版 978-4-86429-088-3 2011.09
立石孝夫
（たていし・たかお）
著
大学教育出版

の原因を分析する。トラブルの代表的事例の概要と解決結果も収録。

*1031537740*
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法と経済の心理学 2 トラブル 回避の心構え
立石孝夫
（たていし・たかお）
著
大学教育出版

「恒常性維持」から人の行動が生まれるという認識に立ち、その結果生ずるトラブ
ルを回避するためにどんな心構えが必要か、身近な例を上げて、法と経済と心理
の関係を論じる。恒常性維持機能を獲得するに至った経緯にも触れる。

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◎321.4 件名◎法心理学 タホ
197p
冊子版 978-4-88730-965-4 2010.04

*1031537738*
法と経済の心理学 3 快を求める人の行動
立石孝夫
（たていし・たかお）
著
大学教育出版

快（安心や満足）を求める人の性質（恒常性維持）は、法や経済にどのように作
用するのか。法や道徳などの規範、経済活動、商売、紛争解決などと人の心理
がどのように影響し合うかを分析する。

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◎321.4 件名◎法心理学 タホ
227p
冊子版 978-4-86429-259-7 2014.04

*1031537739*
法律学概要 改訂版

法律

大西 , 斎
大学教育出版

憲法・民法・刑法を初学者向けにわかりやすく解説した法律学入門書である。特
に憲法の人権に関わる事柄については、学説や判例を事例に即して解説し、これ
から本格的に法律の勉強をする方にもお勧めである。

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86692-023-8

2019

*1030939873*
An ever normal granary and the solution for global
economic prosperity

What we should learn from J.M.Keynes and Yamada Houkoku
三宅康久
（みやけ・やすひさ）
著
大学教育出版

経済
同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎331.74 件名◎ケインズ ,ジョン・メ
イナード ミア 182p
冊子版 978-4-86692-061-0 2019.12

ケインズの一般理論と山田方谷藩政改革を対比し、その理論の限界を明らかにし
た一冊。方谷の改革理念と、ケインズの一般理論によって否定され、その問題点
が広く認知されるようになったセイの法則との関係性を解く。

だれも書けなかった円安誘導政策批判
金井晴生
（かない・はるお）
著
大学教育出版

長年外為市場の真っただ中にいた為替ディーラーが、変動相場制移行後のドル/
円相場の動きを追いながら、これまでの円安誘導政策の正体を明らかにし、今日の
日本と世界の金融・実体経済が非常に危うい状況にあることを示す。

*1031537745*
経済
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎338.953 件名◎為替政策 カダ
175p
冊子版 978-4-86692-045-0 2019.10

*1031272474*
教養としての簿記 ゼロから学ぶ簿記理論
太田佑馬
（おおた・ゆうま）
編著
大学教育出版

須藤芳正
（すとう・よしまさ）
監修

簿記の基本理論をストーリーとして一気に学べる、初学者に最適な一冊。複式簿
記の理論を、簡単な取引の積み重ねで説明する。書き込み式の総合問題あり。

経済
同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎336.91 件名◎簿記 オキ 94p
冊子版 978-4-86692-047-4 2019.12

*1031537742*
生命体的企業とは何か

生命のシステムに学ぶ成長し続ける企業の創り方

松岡孝敬
（まつおか・たかのり）
著
大学教育出版

「経営のすべては生物に宿る」として、経営理念は DNA、リーダーは核、社員は
細胞と見立てる企業経営論。生命体のシステムを考察し、企業が持続的に成長
繁栄する方法や仕組みを類推する。
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経済
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎336.3 件名◎経営組織 マセ
184p
冊子版 978-4-86692-051-1 2019.10

*1031272482*

岸本敦 異端の経営者と言われながら 〈社会福祉を牽引する人物 4〉

社会

同時アクセス1 1,320円 + 税
同時アクセス3 2,640円 + 税
分類◎369.263 件名◎千種会 ■キキ
兵庫県の社会福祉を牽引する人物として、社会福祉法人千種会 CEO の岸本敦を 110p
紹介。従来の社会福祉の概念にとらわれない新しい社会福祉法人の経営術や人 冊子版 978-4-86692-066-5 2020.02
岸本敦
（きしもと・あつし）
鼎談
大学教育出版

森脇恵美
（もりわき・えみ）
鼎談

物像を、対談や座談会、論文で明らかにする。

*1031537743*
児童虐待の社会福祉学 なぜ児童相談所が親子を引き離すのか
篠原拓也
（しのはら・たくや）
著
大学教育出版

児童虐待が疑われるケースで、しばしば対立する親と児童相談所。両者が疲弊す
る対立は、児童の最善の利益の観点からも問題である。そのような状況をもたらす
仕組みを社会福祉学の立場から考察する。現場専門職との対談も収録。

社会
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎369.43 件名◎児童相談所 シジ
186p
冊子版 978-4-86692-048-1 2019.10

*1031272478*
社協舞台の演出者たち

社会

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎369.06 件名◎社会福祉協議会
今日の地域福祉の基盤は、都道府県と市町村の社会福祉協議会による日々の尽力 ■シ 445p
と奮闘により造りあげられた。住民の地域福祉推進を側面的に支援する専門家とし 冊子版 978-4-86692-044-3 2019.10
井岡勉
（いおか・つとむ）
コメンテーター 塚口伍喜夫
（つかぐち・いきお）
編著
大学教育出版

て苦闘してきた11人の “ 社協人 ”たちの足跡を辿り、紹介する。

*1031272481*
福祉職・保育者養成教育におけるICT 活用への挑戦 ―よ
り深い学びと質の高い支援スキル 獲得をめざして―
坂本 , 毅啓
大学教育出版

福祉職・保育者養成教育におけるICT 活用を活用した教材作成、教育実践など
踏まえて、考え方から具体的な教材設計まで紹介する。また、福祉関係の実習や
演習担当教員に対して、より効果的な教育の展開を支援できるように解説する。

TBLを文系座学科目に チーム基盤型学習で理解を促進

〈広島女学院大学総合研究所叢書 第8号〉
関谷弘毅
（せきたに・こうき）
著
大学教育出版

文系座学科目にTBL（チーム基盤型学習）を取り入れた授業を紹介。大学で教
え始めた著者が、授業内で生じる問題の克服を目指し、改善と効果の検証を繰り
返してきたアクション・リサーチの過程を詳説する。

科学的リテラシーを育成する理科教育の創造

社会
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86692-033-7

2019

*1030939872*
教育
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎377.15 件名◎大学 セテ 130p
冊子版 978-4-86692-062-7 2020.03

*1031629248*
教育

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎375.42 件名◎理科 ツカ 319p
「科学的リテラシー」に着目し、概念の意味を起源から探る。またそれを実現する 冊子版 978-4-86692-043-6 2019.09
鶴岡義彦
（つるおか・よしひこ）
編著
大学教育出版

ための基盤として、日本の理科教育の現状分析を行い、科学に関する豊かで深い
理解と社会参画力を育成する理科教育の創造を目指す。

*1031272476*
経済教育実践論序説

教育

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎ 件名◎社会科 ■ケ 201p
経済について本格的に学びはじめる中学校を起点として、前後の小学校と高校を 冊子版 978-4-86692-082-5 2020.05
大阪教育大学経済教育研究会編
大学教育出版

結び付ける系統性を意識した経済教育を提言する。日本の経済教育研究の特徴を
押さえつつ、課題の克服にも迫る実践の書。

*1031853780*
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幼稚園教諭・保育教諭をめざす人のための教育学入門

教育

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎ 件名◎教育学 ■ヨ 200p
幼稚園教諭・保育教諭をめざす人にとって必要と考えられるエッセンスを抽出した 冊子版 978-4-86692-064-1 2020.05
橋本勇人
（はしもと・はやと）
編著者代表
大学教育出版

教育学入門書。教育の基礎理論、学習と教育場面の心理学、子ども理解の理論
と方法、子どもと身体表現など、17のテーマでまとめる。

*1031853777*
動物共生科学への招待 ヒトと動物と環境の未来をつくる

生物科学、一般生物学

同時アクセス1 1,320円 + 税
同時アクセス3 2,640円 + 税
分類◎468.4 件名◎共生
（生物学）■ド
ヒトと動物の共生システムを解明し、ヒトの健康社会の実現を目指す、麻布大学 149p
の15の研究プロジェクトについて、フルカラーの巻頭＆巻末マンガ、豊富なイラスト・ 冊子版 978-4-86692-075-7 2020.03
麻布大学ヒトと動物の共生科学センター編
大学教育出版

図版で、わかりやすく紹介する。

*1031853776*
ホタルと人と文化

動物学

同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎486.6 件名◎ほたる
（蛍）カホ
主要なホタルであるゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメボタルの生息環境と生活史 140p
を解説するほか、ホタルと日本の文化との関わり、ホタルを守るための活動などを 冊子版 978-4-86429-028-9 2010.12
梶田博司
（かじた・ひろし）
著
大学教育出版

青山勳
（あおやま・いさお）
著

紹介。岡山県ホタル生息状況団体活動紹介表を収録。飛翔図付き。

*1031537747*
ケアリング・ジレンマを超えて 徳倫理とモラル・エコロジー

医学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎ 件名◎看護倫理 ■ケ 172p
徳倫理学の視座から、看護や福祉といったケア専門職のあるべき姿、態度・振る舞い、 冊子版 978-4-86692-074-0 2020.03

モラル・エコロジー研究会編
大学教育出版

それらが育つ「モラル・エコロジー」（道徳環境）について論じる。臨床で遭遇
する様々なジレンマ、倫理的徳を育む職場環境づくり等を考察。

*1031853779*
運動で体質が改善できなかった人が読む本

医学

同時アクセス1 1,650円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎498.3 件名◎健康法 サウ 148p
胴体の特性、拮抗作用、運動リズムを軽視した運動は、健康を阻害する因子にも 冊子版 978-4-86692-059-7 2020.01
佐々木拓男
（ささき・たくお）
著
大学教育出版

なりえる。体質改善や運動の正しい考え方、疾患の決定的要因などを解説し、症
状に対する対処法を伝える。

*1031579423*
小さく生まれた赤ちゃん あたたかなこころの発達ケアと育児の指針

医学

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎493.96 件名◎未熟児 オチ 241p
小さく生まれた赤ちゃんと親は医学的問題とともに、発達や情緒的な課題にも対応し 冊子版 978-4-86692-026-9 2019.10
大城昌平
（おおぎ・しょうへい）
著
大学教育出版

なければなりません。新生児ケア室での赤ちゃんと家族の安寧を促すための発達支
援およびケア介入の指針を示し、育児のヒントなども紹介します。

*1031272479*
インターネット動画メディア論

映像コミュニケーション革命の現状分析

電気工学

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

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

748

*1031272480*

地域マネジメント草書 岡山の地域づくりに学ぶ

産業

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎601.175 件名◎地域開発 ■チ
経済・社会・環境を統合的に向上させる、住民・事業者・行政による地域づくりとは。 163p
地域の現状と課題を整理し、先進的な地域づくりが進められている岡山県の取組み 冊子版 978-4-86692-042-9 2019.10

白井信雄
（しらい・のぶお）
編著
大学教育出版

中村聡志
（なかむら・さとし）
編著

を紹介。未来志向の地域マネジメントのあり方を考察する。

*1031272477*
農ある世界と地方の眼力 平成末期漫筆集 2
小松泰信
（こまつ・やすのぶ）
著
大学教育出版

元号が変わるだけで、農業、農家、農村そして農協という「農ある世界」の情況
が好転するわけではない。危機感を共有し、力強い一歩を踏み出すことを願って書
き綴った記録。『JAcom・農業協同組合新聞』連載を書籍化。

農業
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎611.04 件名◎農業経済 コノ
180p
冊子版 978-4-86692-049-8 2019.12

*1031537741*
障がい者アート 「展覧会」と「制作活動」の在り方

芸術、美術

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎702.07 件名◎アウトサイダー・アー
障がい者アートは、現状のままでよいのか ? 個性に満ちあふれる障がい者主体の制 ト ナシ 202p
作活動や展覧会の在り方を具体的に論じるとともに、豊かな制作活動を展開するた 冊子版 978-4-86692-039-9 2019.08
成田孝
（なりた・たかし）
著
大学教育出版

めに留意すべき点も明らかにする。

*1031272489*
伊勢管弦楽団の「指揮者の部屋」 マーラーなどの名曲とともに

音楽

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 4,840円 + 税
分類◎760.8 件名◎音楽－名曲解説 オ
ベートーヴェンの交響曲第9番、マーラーの交響曲第8番…。伊勢管弦楽団が イ 224p
2006年から14年間に定期演奏会等で奏でた数々の作品を取りあげ、指揮者の視 冊子版 978-4-86692-058-0 2020.01
大谷正人
（おおたに・まさと）
著
大学教育出版

点から曲目の解説や作曲家の紹介を行う。

*1031537744*
レジャー・レクリエーション用語集

スポーツ、体育

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎ 件名◎レクリエーション－辞典 マレ
レジャー・レクリエーションの指導・実践・学習に欠かせない基本用語を五十音順 139p
に掲載し、わかりやすくコンパクトに解説する。巻末にレジャー・レクリエーションに 冊子版 978-4-86692-073-3 2020.06
前橋明
（まえはし・あきら）
編著
大学教育出版

坂口正治
（さかぐち・まさはる）
監修

関するトピックスや Q＆Aも収録。

*1031853778*
ジェンダーと英語教育 学際的アプローチ
石川有香
（いしかわ・ゆか）
編著
大学教育出版

男女共同参画社会を目指す中で、英語教育はどのように貢献できるか。日本の英
語教育におけるジェンダーの扱われ方を、教育学・教育史・コーパス・心理学・メディ
ア批評の研究者らが、教科書分析の観点から考察する。

英語
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ 件名◎英語教育 イジ 258p
冊子版 978-4-86692-081-8 2020.03

*1031853781*
あの時の野球とあの子たち
久保田浩司
（くぼた・ひろし）
著
大学教育出版

選手・生徒・親との共感。そこから見えてきた大切なこととは…。特別支援学校教
師と社会人野球監督の二足の草鞋を履く著者が、実体験をもとに綴った小説。

日本文学
同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎913.6 クア 280p
冊子版 978-4-86692-057-3 2020.01

*1031537748*
749

千倉書房
歴史の歴史

歴史

樺山紘一
（かばやま・こういち）
著
千倉書房

歴史が歴史として体系化され、人類が知恵を武器に世界を広げていった道行きを、
アイデンティティ、自然観、暦や時間、奴隷、倉庫、法と王権、教養などのテー
マを設定しながら解説する。

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎204 件名◎歴史 カレ 462p
冊子版 978-4-8051-1034-8 2014.12

*1031115494*
賢者たちのダイアローグ 「トポス会議」の実践知
野中郁次郎
（のなか・いくじろう）
編著
千倉書房

紺野登
（こんの・のぼる）
編著

「トポス会議」とは、2012年より六本木ヒルズで開催されているビジネス・エグゼ
クティブを対象とした賢人会議のこと。21世紀における世界と日本の課題に、世界
の賢者たちが何を説いたかをまとめた講演録。

社会科学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎041 ■ケ 298p
冊子版 978-4-8051-1172-7 2019.05

*1030866908*
「経済大国」
日本の外交 エネルギー資源外交の形成1967～
1974年 〈叢書21世紀の国際環境と日本 005〉

白鳥潤一郎
（しらとり・じゅんいちろう）
著
千倉書房

資源小国日本が選択した「先進国間協調」の実像とは。戦後処理を終え、高度
成長と共に国際社会への復帰を進める日本を襲った石油危機。「経済大国」とし
ての責任を求められることになった日本が展開した外交戦略の全容を描く。

近代 ユーラシア外交史論集 日露独中の接近と抗争

政治
同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 シケ 410p
冊子版 978-4-8051-1067-6 2015.08

*1031115490*
政治

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎319.2 件名◎アジア－対外関係
後藤新平の外交構想とユーラシア、日独伊三国同盟、日ソ中立条約と独ソ開戦、 －歴史 ミキ 352p
共産主義国家ソ連の崩壊…。ユーラシア大陸の東西で繰り広げられた熾烈な外 冊子版 978-4-8051-1063-8 2015.10

三宅正樹
（みやけ・まさき）
著
千倉書房

交戦のダイナミズムを、半世紀に及ぶ研究をもとに明らかにする。

*1031115491*
松岡外交 日米開戦をめぐる国内要因と国際関係
服部聡
（はっとり・さとし）
著
千倉書房

異端の外相・松岡洋右は熾烈な外交戦に如何に挑んだのか。大東亜共栄圏の確
立を狙って松岡が目論んだ外交戦略とは。アメリカ国立公文書館所蔵の暗号解読
史料を用いて、松岡外交像を再構成する。

政治
同時アクセス1 15,620円 + 税
同時アクセス3 23,430円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 ハマ 448p
冊子版 978-4-8051-1007-2 2012.12

*1031115492*
人口・資源・領土 近代日本の外交思想と国際政治学
〈叢書21世紀の国際環境と日本 004〉
春名展生
（はるな・のぶお）
著
千倉書房

ダーウィンの進化論を通じて人口・資源・領土の均衡を保つ難しさに不安を募らせ、
そこから地政学へと思索をめぐらせた日本の近代知識人を取り上げ、その展開と、
そこから国際政治学が分化する経緯について詳細に考察する。

分極化するアメリカとその起源 共和党中道路線の盛衰

政治
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎319.1 件名◎日本－対外関係－歴
史 ハジ 330p
冊子版 978-4-8051-1066-9 2015.08

*1031115489*
政治

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎312.53 件名◎アメリカ合衆国－
80年代初頭以降急速に保守化し始めた共和党と、60年代の終わりごろから緩やか 政治・行政－歴史 ニブ 338p
にリベラル化し続けている民主党。共和党保守化の過程を分析することで、アメリ 冊子版 978-4-8051-1073-7 2015.11
西川賢
（にしかわ・まさる）
著
千倉書房

カの二大政党におけるイデオロギー的分極化の起源と原因を探る。

*1031115493*
750

中央経済社
IT・ソフトウェア業 〈業種別人事制度 4〉

総記

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 イア
システム開発・ソフトウェア開発などのIT 企業の組織特性や職種分類などを踏まえ、 187p
具体的な事例を数多く盛り込みながら、IT 業界特有の課題解決につながる人事制 冊子版 978-4-502-11081-8 2014.09
岩下広文
（いわした・ひろふみ）
著
中央経済社

度の構築のポイントやノウハウを解説する。

*1032352903*
持続可能なまちづくり データで見る豊かさ

政治

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎318.6 件名◎地域開発 ■ジ
GDP 等の経済指標では測れない豊かさ、持続可能性を計測できる「新国富指標」。 255p
その実用例を自治体ランキングとともに紹介し、社会課題を解決するソーシャル・ア 冊子版 978-4-502-29151-7 2019.06
馬奈木俊介
（まなぎ・しゅんすけ）
著 中村寛樹
（なかむら・ひろき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ントレプレナーシップを論じる。

*1031274402*
企業グループの経営と取締役の法的責任

法律

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎325.243 件名◎取締役 ハキ
企業グループの上位の親会社は、企業グループ 全体の企業価値の維持・向上を 291p
図るために、子会社・グループ 会社の管理をする責務がある。親会社取締役の義 冊子版 978-4-502-30841-3 2019.06
畠田公明
（はただ・こうめい）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

務・責任および多重代表訴訟の諸問題について論究する。

*1031340508*
司法試験・予備試験この勉強法がすごい !
平木太生
（ひらき・たいき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

『公認会計士有資格者 jijiたんが予備試験ルートで司法試験に合格したブログ』
の著者が、実際に使ったテキストやノートなども示しながら、司法試験・予備試験
に特化した勉強方法を多数紹介。ブログ非公開の勉強法も収録。

法律
同時アクセス1 4,675円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎327.079 件名◎司法試験 ヒシ
163p
冊子版 978-4-502-29131-9 2019.02

*1031670248*
初めてでも分かる・使える会社分割の実務ハンドブック 第2版

法律

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎325.2 件名◎会社分割 ■ ハ
各種手続き・届出から会計処理、税務処理まで、会社分割の実務すべてをまとめ 253p
たハンドブック。実務上の留意点や事例を示しながら、Q＆A 方式で解説する。ス 冊子版 978-4-502-23961-8 2017.09
山田＆パートナーズ 編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ピンオフ等の税制改正に対応した第2版。

*1032352930*
初めてでも分かる・使える株式交換・株式移転の実務 ハン
ドブック 第2版
山田＆パートナーズ 編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

株式交換・株式移転のスケジュールや登記手続きから、会計処理、税務まで、株
式交換・株式移転の実務をまとめたハンドブック。実務上の留意点や事例を示しな
がら、Q＆A 方式で解説する。スクイーズアウト等の税制改正に対応。

初めてでも分かる・使える合併の実務 ハンドブック 第2版

法律
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎325.242 件名◎株式 ■ ハ 200p
冊子版 978-4-502-23971-7 2017.09

*1032352931*
法律

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎325.247 件名◎企業合併 ■ ハ
各種手続き・届出から会計処理、税務処理まで、合併の実務すべてをコンパクト 217p
に収録したハンドブック。実務上の留意点や事例を示しながら、Q＆A 方式で解 冊子版 978-4-502-23951-9 2017.09
山田＆パートナーズ 編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

説する。スクイーズアウト等の税制改正に対応した第2版。

*1032352932*
751

50の英単語で英文決算書を読みこなす

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.83 件名◎経営分析 サゴ
最小のキーワードで英語の決算書は読める! 貸借対照表や損益計算書、キャッシュ 145p
フロー計算書を見るポイントや、バフェット流英文決算書の分析術をわかりやすく解 冊子版 978-4-502-32461-1 2019.11
齋藤浩史
（さいとう・ひろし）
著 伊藤勝幸
（いとう・かつゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

説する。コラムや巻末附録「会計英単語50」も収録。

*1031616139*
M＆Aにおける財務・税務 デュー・デリジェンスのチェックリスト

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 サエ
M＆Aにおいて財務・税務デュー・デリジェンスをより効果的に行うためのチェック 290p
リスト＆解説書。ストラクチャリングへの影響分析や企業評価との関係、海外案 冊子版 978-4-502-19871-7 2016.09
佐和周
（さわ・あまね）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

件での留意点にも言及する。

*1032352906*
M＆A の契約実務 第2版

経済

藤原総一郎
（ふじわら・そういちろう）
編著 大久保圭
（おおくぼ・けい）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

M＆A 取引で締結される契約の概要を解説するとともに、典型的な契約条項につ
いて、その法的性質、意図・趣旨、条項の相互関係、留意点などを詳説する。
債権法改正の影響等をフォローした第2版。

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 フエ
330p
冊子版 978-4-502-27471-8 2018.09

*1032352907*
MBAエグゼクティブズ

戦略、マネジメント・コントロール、会計の総合力
山根節
（やまね・たかし）
著
中央経済社

経営の全体像を把握するのに役立つ教科書。経営の全体像とビジネスモデル、
経営環境と会計情報、マネジメント・コントロールなどについて説明し、ケースとケー
ス解説を掲載する。

Q＆A 発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応
女性活躍・ハラスメント規制法に対応 !

第2版

布施直春
（ふせ・なおはる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

発達障害や精神疾患、各種 ハラスメントの基礎知識をはじめ、メンタルヘルス不
調者に配慮した労務管理のポイントをQ＆A 形式でわかりやすく解説する。女性活
躍・ハラスメント規制法についての説明を加筆した第2版。

アクティビストの衝撃 変革を迫る投資家の影響力

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ヤエ 257p
冊子版 978-4-502-14241-3 2015.03

*1032352911*
経済
同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎336.48 件名◎労働衛生 フキ
12,319p
冊子版 978-4-502-33231-9 2020.01

*1031814458*
経済

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.15 件名◎証券市場 キア
世界的低金利を背景に、今後も日本企業への投資増加が予想されるアクティビスト。 227p
彼らは何を考え、どう行動するのか。企業はどう対応すべきか。国内外のアクティ 冊子版 978-4-502-33971-4 2020.03
菊地正俊
（きくち・まさとし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ビストの最新動向と、今後の日本企業や投資家への影響を考察。

*1032310350*
インターネット・SNSトラブルの法務対応
深澤諭史
（ふかざわ・さとし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

インターネットトラブルの実情や傾向、関連する法律の基本、有用な裁判例から、
裁判に至らない事案まで、網羅的に解説。ネットトラブルの予防と解決に必要な知
識や、紛争に勝つ方法、弁護士の使い方なども伝授する。

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336 件名◎危機管理
（経営）フイ
222p
冊子版 978-4-502-33541-9 2020.03

*1031983409*
752

インバウンド会社設立ガイド 和英対照

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎335.47 件名◎外資系企業 ミイ
外資系企業の日本進出を支援しているなかで、本国の本社に対して説明している 237p
事柄を中心に、実務の観点からQ＆A で解説。事業体の選択、設立手続、現地 冊子版 978-4-502-32221-1 2019.12

三宅周兵
（みやけ・しゅうへい）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

税制などを取り上げ、左 ページに日本語文、右 ページに英語文を掲載する。

*1031670245*
グローバル 金融規制入門 厳格化する世界のルールとその影響

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎338.3 件名◎金融政策 フグ
英米法制と大陸法制の違いに注目しながら、グローバルな金融規制について解説。 261p
特に、金融・財務の専門家が理解すべき制度改革（バーゼルⅢやドッド・フランク 冊子版 978-4-502-13241-4 2015.02
藤田勉
（ふじた・つとむ）
著
中央経済社

法など）を紹介し、大手金融機関への影響を分析する。

*1032352912*
コーポレート・ファイナンス CFOを志す人のために

経済

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 イコ
経営判断の軸となる考え方を学べる一冊。ファイナンス、とりわけコーポレート・ファ 261p
イナンスについて考えようとする人に向けて、株式会社とその資金調達、投資家行 冊子版 978-4-502-46730-1 2013.01
岩村充
（いわむら・みつる）
著
中央経済社

動と資本市場、MM 命題と最適資本構成などを解説する。

*1032352913*
コーポレートファイナンス実践講座
The Practice of Corporate Finance

経済

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 ホコ
448p
企業の経営者や現場でファイナンスに携わるビジネスマンに向けて、金融機関を 冊子版 978-4-502-11601-8 2014.10
堀内勉
（ほりうち・つとむ）
著
中央経済社

通じた必要資金の調達という、最も基本的な財務活動に軸足を置いて、実践的なファ
イナンス手法を解説する。

この1冊でわかる!M＆A 実務のプロセスとポイント
はじめてM＆Aを担当することになったら読む本

日本 M＆A アドバイザー協会編
中央経済社

大原達朗
（おおはら・たつあき）
著

中堅・中小企業でM＆Aに取り組むことになった担当者のために、M＆A の実務
プロセスの全体像や各専門家の特徴、戦略的なM＆A の活用などを体系的に整
理し、わかりやすくまとめた実務マニュアル。

これからの銀行論 勝ち残る銀行員の必須知識
階戸照雄
（しなと・てるお）
著 加藤孝治
（かとう・こうじ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

AI、FinTech、人員削減、異業種参入、コンプライアンス…。経済・社会環境
が激変する時代に、銀行と銀行員はどうサバイバルするか。これからの厳しい時
代に銀行員として生き残るための知識を伝える。

*1032352938*
経済
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■コ
200p
冊子版 978-4-502-12491-4 2014.12

*1032352910*
経済
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎338 件名◎銀行 シコ 178p
冊子版 978-4-502-31071-3 2019.10

*1031274404*
データドリブン経営入門 デジタル 時代の意思決定と行動指針
安井望
（やすい・のぞむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

デジタル化によるデータドリブン経営を実践するために必要な基本的知識から、経
営戦略とデータの重要性、整備すべき仕組み・基盤、理論的な背景までを、欧米
企業の事例を交えながら解説する。

経済
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎336.17 件名◎経営情報 ヤデ
189p
冊子版 978-4-502-32691-2 2019.12

*1031616142*
753

デジタル 異業種連携戦略 IoT,AIで進化する共創のイノベーション
高橋透
（たかはし・とおる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

IoT や AI 等のデジタルテクノロジーを活用し、自社が持つ経営資産を異業種の
経営資産と組み合わせ、新たな事業を創造するための戦略の立て方とその実践法
を具体的に解説。各フェーズにおけるリスクや人材育成も取り上げる。

経済
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 タデ
265p
冊子版 978-4-502-31851-1 2019.11

*1031533243*
デマンド・サイド経営学 顧客と共創する使用価値
宮崎正也
（みやざき・まさや）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

需要家視点の経営論を体系的に整理。自社のサービスや製品に対する「顧客受
容可能性」を確保・維持・向上させるための企業活動の組み立て方、協力企業と
の連携について、デマンド・サイド視点から解説する。

経済
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎335.1 件名◎経営学 ミデ 192p
冊子版 978-4-502-31251-9 2019.07

*1031340510*
なぜ組織は個を活かせないのか
馬塲杉夫
（ばば・すぎお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

変化の時代に、なぜ個を活かせない組織が多いのか。これまでの個を活かす議論
を整理しながら、その原因を明らかにするとともに、個を活かし、組織が存続してい
くことに向けた視座を提供する。

経済
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 バナ
208p
冊子版 978-4-502-32231-0 2019.11

*1031616141*
はじめてのアントレプレナーシップ論

経済

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎335 件名◎アントレプレナーシップ
アントレプレナーシップを「生きがい・生業・やりがい」の3つのキーワードで考える。 ナハ 249p
自分自身の人生にビジョンやミッションを見つけ、社会を生き抜く力を養うために、ア 冊子版 978-4-502-32631-8 2020.01
中村寛樹
（なかむら・ひろき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ントレプレナーシップの基本的な知識をまとめる。

*1031670246*
ブロックチェーンをめぐる実務・政策と法
久保田隆
（くぼた・たかし）
編 秋葉賢一
（あきば・けんいち）
ほか執筆
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

仮想通貨を支えるブロックチェーン。第一級の専門家が、政策や経済学、商品開
発面の検討を深めたうえで、実務と政策、日本の法制度について詳細に分析し、
一般向けにわかりやすく解説する。

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338 件名◎ブロックチェーン ■ブ
258p
冊子版 978-4-502-25351-5 2018.04

*1032352914*
ミャンマー会計制度の研究
谷口隆義
（たにぐち・たかよし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

アジア最後のフロンティアとして注目されるミャンマー経済。聞き取り調査や質問票
調査の結果により、ミャンマーの会計規制政策や企業会計、監査実務、会計教育
等の問題を包括的に分析する。

経済
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 タミ 138p
冊子版 978-4-502-32441-3 2019.09

*1031434011*
ものがたりで学ぶ経済学入門
根井雅弘
（ねい・まさひろ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

経済学者と出会った高校3年生の経太。歴史や政経の教科書を読み返したり、夢
で経済学の巨人と会話したりするうちに、偉大な経済学者と夢の中で対話するまで
になり…。小説形式で描いた経済学の入門書。

経済
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ネモ 253p
冊子版 978-4-502-31791-0 2019.08

*1031340511*
754

やる気をなくす悪魔の言葉 VS やる気を起こす魔法の言葉

経済

心を動かす励ましのメッセージ

同時アクセス1 4,125円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
岩崎由純
（いわざき・よしずみ）
著
分類◎336.49 件名◎コミュニケーション
中央経済社
イヤ 225p
ほんの少しの気配りで、相手の心への響き方が変わる。人を元気にしてやる気を引 冊子版 978-4-502-69760-9 2012.06

き出す具体的な方法論と、そのために必要な相手に対する心づかいを紹介。「悪
魔の言葉」を「魔法の言葉」に変換する事例一覧も収録する。

ヨーロッパの会計規制 〈大阪経済大学研究叢書 第90冊〉
本田良巳
（ほんだ・よしみ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

EU の公式文書によりながら、会計に関連する問題、とりわけ会計（基準）指令、
国際会計基準、監査、税務等の問題を歴史的、体系的、かつ相互関連的に考察。
ヨーロッパにおける会計規制の現状を明らかにする。

*1032352915*
経済
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 ホヨ 389p
冊子版 978-4-502-32861-9 2020.02

*1031814461*
為替リスク管理の教科書

経済

基本方針の設定から具体的な実践方法まで

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎338.95 件名◎外国為替 カカ
293p
企業経営に従事する人たちが為替リスクの悩みから解放されて本業に専念できるよ 冊子版 978-4-502-13281-0 2015.02
金森亨
（かなもり・とおる）
著
中央経済社

うに、為替リスク管理の考え方や対応法を、イメージ図を交え、平易な言葉を使っ
て説明する。期間別為替リスク管理の実務と事例も紹介。

為替商品取引の実務 外国為替の基礎から管理の戦略まで
蜂須賀一誠
（はちすか・ひとせ）
著
中央経済社

外国為替の基礎事項から為替商品の仕組みまでを解説。さらに、企業財務での為
替商品の活用法、管理実務のプロセスならびに各商品の活用ポイント、海外投
資での為替戦略などを紹介する。章末問題も収録。

*1032352916*
経済
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎338.954 件名◎外国為替 ハカ
285p
冊子版 978-4-502-48570-1 2013.08

*1032352917*
映画に学ぶ経営管理論

Business management theory：Learn from the movies

第3版

松山一紀
（まつやま・かずき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「踊る大捜査線」「スーパーの女」「ウォール街」 …。映画の名シーンを切り口に
経営管理論を本格的に学ぶテキスト。
「経営管理の原則」から「企業統治・倫理論」
まで重要テーマを7つ取り上げ、10本の映画を参考に解説する。

会計とコーポレート・ガバナンスの英語 ネイティブに伝わる!
田中智子
（たなか・ともこ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

会計とコーポレート・ガバナンスの知識を日本語と英語で学べる書。企業の財務諸
表を読み解く形で主な会計科目や会計基準等を解説。さらにコーポレート・ガバナ
ンスを中心に企業の在り方を考察する。テーマ別例文集も収録。

経済
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 マエ 246p
冊子版 978-4-502-32711-7 2019.11

*1031533242*
経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 タカ 267p
冊子版 978-4-502-27001-7 2018.08

*1031983411*
会計の力 The Power of Accounting
全在紋
（ちょん・じぇむん）
著
中央経済社

会計は、企業の言語である。20世紀を代表する思想家 =ミシェル・フーコーの言
語観を参照し、会計現象を言語論的に解明する。英文要約付き。「会計言語論
の基礎」の続編。

経済
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 チカ 243p
冊子版 978-4-502-16081-3 2015.10

*1032352918*
755

管理会計の再構築 本質的機能とメゾ管理会計への展開
高橋賢
（たかはし・まさる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

管理会計は時代の要請に合わせ、さまざまな変化を遂げてきた。管理会計におけ
る過去・現在・未来を検討してその全体像を解明し、来るべき人口減少社会での
あるべき姿を探る。

経済
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎336.84 件名◎管理会計 タカ
238p
冊子版 978-4-502-32181-8 2019.10

*1031340512*
企業価値の神秘 コーポレートファイナンス理論の思考回路
宮川壽夫
（みやがわ・ひさお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「企業価値」という概念を中心に、コーポレートファイナンス理論が持つ独特の思
考回路とそのおもしろさを説いた本。「なぜ資本にコストがかかる?」「MM 理論は
なぜスゴい?」といった基本の理論を嚙み砕きながら解説する。

経済
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 ミキ
249p
冊子版 978-4-502-20191-2 2016.11

*1032352919*
基礎管理会計 Basic Management Accounting

経済

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎336.84 件名◎管理会計 シキ
初めて管理会計の世界にふれる人を対象に、管理会計の基礎を解説した入門書。 283p
理解を深められるよう実践的な例題や章末問題を掲載するとともに、企業内の人々 冊子版 978-4-502-30341-8 2019.04
清水孝
（しみず・たかし）
著 庵谷治男
（おおたに・はるお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

が持つべき考え方やツールを列挙する。

*1031137121*
共同研究開発契約の法務

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.17 件名◎研究管理 ■キ
イノベーションの重要性が叫ばれる今、企業にとって有用な手法のひとつとなってい 252p
る共同研究開発。その開始から終了までのプロセスに沿って、契約や法的なポイ 冊子版 978-4-502-31841-2 2019.11
重冨貴光
（しげとみ・たかみつ）
著 酒匂景範
（さこう・かげのり）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ントを解説する。裁判例も紹介。

*1031616140*
金融マンのためのエクイティ・ファイナンス講座

経済

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎336.82 件名◎エクイティファイナ
ベンチャー企業を含む非上場企業、IPO、上場企業のエクイティ・ファイナンスに ンス ヤキ 280p
ついて、基本的な考え方、立場による思考の違いを、順を追って解説する。エク 冊子版 978-4-502-30011-0 2019.07
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

セルのテンプレートがダウンロードできるパスワード付き。

*1032352920*
金融マンのための実践 デリバティブ講座 第2版

〈FINANCE COURSE〉

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338.5 件名◎銀行実務 ヤキ
263p
「何となく聞いたことがある」から「説明・提案できる」 への橋渡しとなる、中級レ 冊子版 978-4-502-17611-1 2016.02
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ベルのテキスト。一般的に取引されるデリバティブについて、事例を交えながら解
説する。経済環境の変化にあわせて内容を改訂した第2版。

金融マンのための実践ファイナンス講座 第2版

〈FINANCE COURSE〉

*1032352921*
経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338.54 件名◎銀行貸付 ヤキ
298p
金融マンが知っておくべきファイナンスの仕組みとは ? 事業計画の作成、資金繰り 冊子版 978-4-502-14691-6 2015.06
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社

の基本、融資の基本、担保設定、ストックオプション、リスク管理、会計監査など
をわかりやすく解説する。新事例を追加した第2版。
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*1032352922*

金融マンのための不動産ファイナンス講座 第2版

〈FINANCE COURSE〉
山下章太
（やました・しょうた）
著
中央経済社

不動産をファイナンスとして利用するための基礎知識やさまざまな特徴、担保価値
を把握するための手法を、事例を交えながらやさしく解説する。投資不動産の維持
管理などを新たに加えた第2版。

経営戦略 〈ベーシック+〉

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎338.65 件名◎不動産金融 ヤキ
298p
冊子版 978-4-502-16751-5 2015.10

*1032352923*
経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ■ケ
難しく語られる経営戦略を、日常生活に引き込み、会社での課題をイメージしながら、 232p
頭を使い、手を動かして基礎を体系的に学べるテキスト。最初に知っておくと役立 冊子版 978-4-502-32501-4 2020.01
井上達彦
（いのうえ・たつひこ）
編著 中川功一
（なかがわ・こういち）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

つ内容を厳選して解説する。

*1031986272*
国際タックスプランニングの実務

経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎336.98 件名◎税務会計 カコ
海外ビジネス、M＆A のテキスト。海外展開する日本企業の目線で、国際タック 204p
スプランニングの「現場」で実際に検討され、実行されていることを、実務家の 冊子版 978-4-502-10751-1 2014.08
加本亘
（かもと・わたる）
著
中央経済社

立場から体系的にわかりやすく解説する。

*1032352926*
最新中国税務＆ビジネス
近藤義雄
（こんどう・よしお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

日本人の公認会計士として初めて中国に赴任した著者が、中国ビジネスの歴史的
背景、経済社会、実際の商慣習をふまえて、中国の増値税、企業所得税、個人
所得税の実務を解説する。

経済
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎338.9222 件名◎国際投資 コサ
217p
冊子版 978-4-502-31881-8 2019.10

*1031434012*
財務 デューデリジェンスの実務 M＆Aを成功に導く 第4版

経済

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■ザ
グローバル化されたM＆A 戦国時代を勝ち抜く要は、財務デューデリジェンスにあ 648p
る。著者の経験を踏まえ、財務デューデリジェンスに関するあらゆる情報をまとめる。 冊子版 978-4-502-11781-7 2014.09
プライスウォーターハウスクーパース株式会社編
中央経済社

カーブアウト、財務モデル等との関係も詳解した第4版。

*1032352908*
財務報告論 Financial Reporting Theory 第2版
矢部孝太郎
（やべ・こうたろう）
編著 原田保秀
（はらだ・やすひで）
ほか著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「財務情報が読める」ことは、できるビジネスパーソンになるための必須スキル。
財務情報をどう使いこなすか、利用者側の視点から、企業会計と企業分析の基礎
を解説する。練習問題も収録。

経済
同時アクセス1 7,975円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 ヤザ 274p
冊子版 978-4-502-32911-1 2020.01

*1031814459*
実験制度会計論 未来の会計をデザインする

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎336.9 件名◎会計 タジ 266p
「制度会計論」+「実験会計学」→よりよい社会を考究する! 会計基準のコンバー 冊子版 978-4-502-13731-0 2015.03
田口聡志
（たぐち・さとし）
著
中央経済社

ジェンスおよび会計不正等の問題をゲーム理論と経済実験により分析し、将来をデ
ザインする「前向き」な会計の新しい姿を提示する。

*1032352928*
757

実証分析のための計量経済学 正しい手法と結果の読み方
山本勲
（やまもと・いさむ）
著
中央経済社

計量経済学を用いたさまざまな実証分析を適切に実施したり、推定結果を正しく読
み取ったりできるように、計量経済学の最低限の概念やルールを、推定結果の具
体例を多く紹介しながら、直感的かつ実践的に解説する。

経済
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 ヤジ
245p
冊子版 978-4-502-16811-6 2015.11

*1032352929*
商社・卸売業 〈業種別人事制度 3〉
山口俊一
（やまぐち・しゅんいち）
著
中央経済社

自社の経営課題に沿った営業職を育成するための人事制度とは? 営業職の活性化
に重点を置き、具体的な事例を数多く盛り込みながら、商社・卸売業における人事
制度の構築のポイントやノウハウを解説する。

経済
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎335.4 件名◎商事会社 ヤシ
183p
冊子版 978-4-502-11071-9 2014.09

*1032352902*
消費経済学入門 サステイナブルな社会への選択
樋口一清
（ひぐち・かずきよ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

ネット社会の出現、超高齢化社会の到来、グローバルな経済の拡大、GAFAなど
のプラットフォーマーの登場…。現代社会を「消費者の視点」で捉え直す、実践
的な経済学の入門書。

経済
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎331.87 件名◎消費 ヒシ 181p
冊子版 978-4-502-30751-5 2019.06

*1031274403*
詳説犯罪収益移転防止法・外為法 第4版

経済

同時アクセス1 15,125円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎338.32 件名◎犯罪収益移転防
「犯罪収益移転防止法」と「外国為替及び外国貿易法」を中心に、為替取引・ 止法 ナシ 20,521p
貿易において重要な規制を詳細に解説。実務上の疑問点にも言及する。外国為 冊子版 978-4-502-32511-3 2019.10
中崎隆
（なかざき・りゅう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

替検査ガイドライン改定など2019年8月までの改正に対応。

*1031533241*
新興国市場のファイナンス分析

経済

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 12,650円 + 税
分類◎338.2 件名◎金融 ナシ 312p
新興国に存在する、主要先進国とは異なる経済システムとはどのような仕組みであ 冊子版 978-4-502-29531-7 2019.03
永野護
（ながの・まもる）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

るのか。新興国の「国際資本取引」「銀行システム」「債券市場」「株式市場」
の実証分析を行い、新興国市場の普遍的特徴を明らかにする。

*1031137119*
人材育成と職場の人間関係 人を育てる職場や仕事のデザイン
坂本理郎
（さかもと・まさお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

企業の貴重な人的資源である若手従業員の成長に対して大きな影響力を持つ職場
の人間関係。それを運や個人に任せるのではなく、多様でインフォーマルな関係
性が形成される組織的な要因や、そのメカニズムを解明する。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.4 件名◎人事管理 サジ
229p
冊子版 978-4-502-33141-1 2020.03

*1032310349*
税務調査官の着眼力 顧問税理士や社長にも教えてあげよう

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎336.98 件名◎税務調査 ウゼ
交際費が経費で落ちる? 費途不明金と使途秘匿金の違いは? 海外リゾートマンショ 236p
ンは福利厚生施設になる? 30以上の事例を掲げて、税務調査に対する調査官の 冊子版 978-4-502-15181-1 2015.06
薄井逸走
（うすい・いっそう）
著
中央経済社

姿勢や着眼点を紹介する。

*1032352936*
758

対訳英語で学ぶコーポレートファイナンス入門

A Bilingual Introduction to Corporate Finance

第2版

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
本合暁詩
（ほんごう・あかし）
著
分類◎336.8 件名◎財務管理 ホタ
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）
298p
米国大学の講義内容を紙上で再現。コーポレートファイナンスの基本的知識を、英語・ 冊子版 978-4-502-30201-5 2019.05

日本語の2カ国語で解説する。新たに「リスクヘッジとデリバティブ」の項目を加
えた第2版。

対訳英語で学ぶ バリュエーション入門

A Bilingual Introduction to Valuation

本合暁詩
（ほんごう・あかし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

米国大学の講義内容を紙上で再現。企業価値評価（バリュエーション）の基本
的知識を、英語・日本語の2カ国語で解説する。財務分析・企業価値評価ファイ
ルのダウンロードサービス付き。

知財会計論入門

*1031873799*
経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336.83 件名◎経営分析 ホタ
269p
冊子版 978-4-502-31671-5 2019.08

*1031873800*
経済

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎336.94 件名◎無形資産 カチ
発明、考案、商標、ブランドなど、知的財産について会計学の観点から徹底的に 195p
わかりやすく解説した入門書。各章末に理解度を確認できる練習問題も収録する。 冊子版 978-4-502-33471-9 2020.03
金田堅太郎
（かねた・けんたろう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

*1032310351*
中小企業と小規模事業者の BCP 導入マニュアル
事業継続計画策定ですべきことがわかる本

阿部裕樹
（あべ・ひろき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

災害リスクから中小企業を守る! 知識ゼロから始めるBCP（事業継続計画）策定
の指南書。架空の温泉旅館をモデルとした物語仕立てで、BCP の本質を解説。
巻末の書式（テンプレート）がダウンロードできるQRコード付き。

中小企業経営入門

Introduction to Small Business Management

経済
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎336 件名◎事業継続管理 アチ
195p
冊子版 978-4-502-33881-6 2020.03

*1031873798*
経済

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎335.35 件名◎中小企業 ■チ
209p
中小企業のマネジメントが学べるテキスト。中小企業を理解するための基本的な 冊子版 978-4-502-11761-9 2014.10
井上善海
（いのうえ・ぜんかい）
編著
中央経済社

木村弘
（きむら・ひろし）
編著

知識を紹介するとともに、中小企業が存続・成長していくための環境適応と資源統
合のマネジメントについて体系的に解説する。

入門ガイダンスプロジェクトマネジメント

*1031986273*
経済

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎336 件名◎プロジェクト管理 コニ
世界標準であるPMBOK（第6版）に準拠した、プロジェクトマネジメントの入門書。 203p
プロジェクトの実行に最低限必要な知識を、体系的かつ簡潔に解説する。
冊子版 978-4-502-33461-0 2020.03
古殿幸雄
（こどの・ゆきお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

*1032310348*
入門国際経済学
大川良文
（おおかわ・よしふみ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

貿易戦争とは何 ? 誰が得するの ? 自国ファーストで世界はよくなるの ? 国際経済学
の基本的な考え方が学べる、初学者向けのテキスト。日々変化する世界経済に関
するニュースを読み解く力が身に付く。練習問題も掲載。

経済
同時アクセス1 7,975円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎333.6 件名◎国際経済 オニ
267p
冊子版 978-4-502-32341-6 2019.10

*1031533240*
759

物語
（ストーリー）
でわかるベンチャーファイナンス入門

経済

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎336.8 件名◎財務管理 ナス
社会人10年めの中堅社員が脱 サラして起業することに。彼は企業財務が専門の 214p
ゼミの教授に相談に赴き…。起業から株式公開（または売却）まで、会社のステー 冊子版 978-4-502-47840-6 2013.03
中井透
（なかい・とおる）
著
中央経済社

ジごとに必要なファイナンスの知識を、物語を通して解説する。

*1032352937*
法務 デューデリジェンスの実務 M＆Aを成功に導く 第3版

経済

同時アクセス1 12,650円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業買収 ■ホ
法務デューデリジェンスの実務を概観し、関連する実務上・法律上の問題点を検討。 475p
知的財産法や労働法関連の法改正、会社法改正法案も盛り込んだ第3版。
冊子版 978-4-502-07870-5 2014.04
長島・大野・常松法律事務所編
中央経済社

*1032352909*
連結会計の基本と実務がわかる本 図解＆設例
飯塚幸子
（いいずか・さちこ）
著
中央経済社

連結の基本から資本連結の論点、連結貸借対照表・連結損益計算書以外の開
示書類まで、わかりやすく解説。多くの設例から具体的な仕訳がわかる。平成25
年改正連結会計基準等に対応。

経済
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎336.92 件名◎連結財務諸表 イレ
326p
冊子版 978-4-502-09120-9 2014.04

*1032352934*
連結決算の業務マニュアル 図解＆設例

経済

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎336.92 件名◎決算・決算報告 イ
連結決算担当の誰もが悩む作業上の問題をスッキリ解決 ! 内部取引の消去から在 レ 285p
外子会社の連結まで、実務上の課題に関する対処方法をまとめる。管理表 サンプ 冊子版 978-4-502-15081-4 2015.08
飯塚幸子
（いいずか・さちこ）
著
中央経済社

ルも多数収録。

*1032352935*
デジタル 課税と租税回避の実務詳解
藤枝純
（ふじえだ・あつし）
著 遠藤努
（えんどう・つとむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

国際課税実務の最前線で活躍している弁護士と税理士が、GAFA 等を中心とす
る電子経済への対応策とわが国や各国の動向等を網羅的かつ平易に解説する。

財政
同時アクセス1 10,175円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎345.1 件名◎国際課税 ■デ
320p
冊子版 978-4-502-32821-3 2019.12

*1031670247*
ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか
新しい「税」の教科書

浅妻章如
（あさつま・あきゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

交通事故の加害者が金持ちである場合、損害賠償額を高くすべきか ? 保育園利
用料を低くすべきか、お金を貸すべきか ? 「税」を通して、社会のあり方や「二重
課税」について考える。

公会計テキスト Public Sector Accounting
黒木淳
（くろき・まこと）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

公会計について学習するためのテキスト。国や地方公共団体だけではなく、独立
行政法人や公営企業、公益法人、社会福祉法人、学校法人まで含めて、公的
組織における財務分析の基本的な考え方と事例を解説する。

財政
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎345 件名◎租税 アホ 250p
冊子版 978-4-502-33171-8 2020.02

*1031983407*
財政
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 7,150円 + 税
分類◎343.9 件名◎官庁会計 クコ
208p
冊子版 978-4-502-29521-8 2019.04

*1030990069*
760

実例新地方公会計統一基準と財務書類の活用

財政

同時アクセス1 12,375円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎349.3 件名◎地方財政 ■ジ
地方公共団体の効率的な運営のために、新地方公会計統一基準に基づく固定資 240p
産台帳および財務書類の分析方法、公会計情報の活用方法について実例を多く 冊子版 978-4-502-32491-8 2020.02
鈴木豊
（すずき・ゆたか）
編著 山本清
（やまもと・きよし）
編著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

示しながら解説する。

*1031814462*
消費税「増税」の政治過程
岩崎健久
（いわさき・たけひさ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

安倍政権下での5% から8% への消費税引き上げ・2度にわたる増税延期・軽減税
率導入は、いかに議論されてきたのか。2012～16年の政治過程を、政府・与党、
野党、利益集団、マス・メディアの動向をもとに分析する。

財政
同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 11,825円 + 税
分類◎345.71 件名◎消費税－歴史 イシ
377p
冊子版 978-4-502-30871-0 2019.08

*1030990071*
消費税法講義録
熊王征秀
（くまおう・まさひで）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

初学者を対象に、消費税法を基礎からわかりやすく解説。職業会計人における消
費税実務の礎となる本。消費税率引上げ・軽減税率に完全対応。『税務弘報』
連載をもとに書籍化。

財政
同時アクセス1 19,250円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎345.71 件名◎消費税法 クシ
644p
冊子版 978-4-502-32471-0 2019.12

*1031670244*
税法がわかる30話
阿部徳幸
（あべ・のりゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

身近な存在である税金を定める法制度でありながら、学ぼうとすると難しさが先に立
つ税法。その学修の入り口となるよう、30テーマを選び、エッセンスのみを解説した
入門書。事項索引、判例索引付き。

財政
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 アゼ
210p
冊子版 978-4-502-33061-2 2020.03

*1031873796*
租税条約入門 条文の読み方から適用まで

財政

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税条約 キソ
多くの租税条約のベースとされるOECD モデル租税条約（2017年版）を素材とし 214p
て、租税条約の一般的な解釈を解説。重要な条文には日本語仮訳コメントを注記し、 冊子版 978-4-502-24661-6 2017.12
木村浩之
（きむら・ひろゆき）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

複雑な事例には図表を用いる。

*1031595622*
日本・国際税務発展史

財政

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎345.1 件名◎国際課税 ヤニ
第2次世界大戦後から現代までの日本における国際税務の発展を歴史的にまとめ 272p
る。法制度と執行面の両面について、膨大な資料および著者の独自の知見をもとに、 冊子版 978-4-502-27991-1 2018.09
矢内一好
（やない・かずよし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

形成の軌跡を詳解する。

*1031137123*
日本・税務会計形成史 法人税・企業会計・商法の関連性

財政

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎345.35 件名◎法人税－歴史 ヤ
日本の税務会計に関連する事項を基準に時代を区分。各時代の「メインプレイヤー」 ニ 228p
とその考え方を膨大な資料に基づき明らかにし、現在における法人税法と企業会 冊子版 978-4-502-31731-6 2019.08
矢内一好
（やない・かずよし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

計等の関係を分析する。

*1031137122*
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入門課税要件論
木山泰嗣
（きやま・ひろつぐ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

課税要件とは何か ? なぜ税務調査対応などの実務に必要 ? 課税要件の考え方を多
くの具体例とともに解説する。税理士、公認会計士、弁護士向けのセミナー・勉
強会など、さまざまな場面で行った研修・講演内容を網羅した一冊。

財政
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎345.12 件名◎租税－法令 キニ
279p
冊子版 978-4-502-34121-2 2020.04

*1031983410*
実務・労働者派遣法概説

社会

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎366.14 件名◎労働者派遣法 ナ
働き方改革の法整備とあわせて行われた労働者派遣法改正（令和2年4月施行） ジ 273p
について、図と表を用いて解説。労働者派遣事業を運営するうえで必要となる書式 冊子版 978-4-502-32761-2 2019.12
成田孝士
（なりた・たかし）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

とその記載例も多数登載。派遣先・派遣元いずれにも有用な一冊。

*1031616143*
わかる・使える学校法人会計テキスト
杉野泰雄
（すぎの・やすお）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

「この本さえあればひとりで学校の決算・分析ができる!」をテーマにした実務書。
学校法人会計について図表をふんだんに用いて解説し、具体的な事例・仕訳を示
す。監査対策用のチェックリストも収録。

教育
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎374.5 件名◎学校会計 スワ
483p
冊子版 978-4-502-28731-2 2019.05

*1031274401*
大学生のための実践的キャリア＆就活講座

教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎377.9 件名◎学生 イダ 139p
大学や短大における「キャリア教育」のテキスト。学生時代の経験から得た価値観・ 冊子版 978-4-502-32841-1 2020.01
伊藤宏
（いとう・ひろし）
著 高橋修
（たかはし・おさむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

能力やスキル、それらを踏まえた適切な「自己理解」の観点から、「キャリア形成」
や「就職活動」について解説する。書き込みページあり。

*1031434014*
診療所の財務実態 多角化・多拠点化の財務的効果

医学

同時アクセス1 11,825円 + 税
同時アクセス3 14,190円 + 税
分類◎498.163 件名◎診療所 アシ
地域医療の主要な担い手でありながら、これまで十分にその財務実態が把握分析 307p
されてこなかった診療所を対象に、
その経営類型に着目して財務実態を明らかにする。 冊子版 978-4-502-33071-1 2020.01
荒井耕
（あらい・こう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

*1031814460*
病院管理会計の効果検証 質が高く効率的な医療の実現に向けて

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院会計 アビ
一般産業界中心で発展してきた管理会計は、非営利セクターである病院において 248p
も有効なのか ? 採算改善という財務的効果だけでなく、医療の質やその実現に至る 冊子版 978-4-502-31801-6 2019.09
荒井耕
（あらい・こう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

プロセスに関わる影響についても検証する。

*1031434010*
国際特許出願マニュアル 「特許協力条約」活用の実務 第2版
奥田百子
（おくだ・ももこ）
著
中央経済社

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

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

*1032352927*
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製造業 〈業種別人事制度 1〉

技術、工学

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

説する。

*1032352900*
環境マネジメント・コントロール 善行の内省と環境コスト・マネジメント

建設工学、土木工学

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

など先進企業の事例も収録。

*1031873797*
環境政策の変遷 環境リスクと環境マネジメント

建設工学、土木工学

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

のあるべき関係、社会的秩序の整備に関する今後のあり方を考察する。

*1031434013*
気候変動リスクへの実務対応

不確実性をインテグレートする経営改革

建設工学、土木工学

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

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

建設・不動産業 〈業種別人事制度 5〉

*1031983408*
建設工学、土木工学

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

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

*1032352904*
新しい上下水道事業 再構築と産業化

建設工学、土木工学

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

うに図っていくのかといった問いを、社会科学的な側面から考える。

*1032352933*
老舗企業の存続メカニズム 宮大工企業のビジネスシステム
曽根秀一
（そね・ひでかず）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

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

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

*1030990070*
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原子力の環境責任 サイエンスとエネルギー政策の展開
勝田悟
（かつだ・さとる）
著
中央経済社

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

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

*1032352924*
シャープ再建の軌跡

電気工学

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

戦略論の見地から分析、検討する。

*1031533239*
地方創生でリッチになろう! 成功する8つの心得

産業

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 4,675円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 コチ
地方創生は本質を理解すれば、誰もが楽しみながら成果を出せて、住民も地域もリッ 282p
チになる事業である。元商社 マンが地方創生をビジネスとしてプロデュースした 冊子版 978-4-502-29141-8 2019.03
小島慶藏
（こじま・けいぞう）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

成果を題材に、成功するための8つの心得を紹介する。

*1031137120*
ブランド・コミュニティ 同一化が結びつきを強化する

商業

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎675 件名◎ブランディング ハブ
ブランド・コミュニティにおける消費者の心理変化を、定性的手法と定量的手法で 197p
分析。消費者がブランドとの関係性を強化するうえで、いかなる要因が重要な役 冊子版 978-4-502-31241-0 2019.07
羽藤雅彦
（はとう・まさひこ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

割を果たしているかを明らかにし、実務にも示唆のある結論を示す。

*1031340509*
顧客価値を創造するコト・マーケティング ビジョンで紡ぐ共創関係

商業

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎675 件名◎マーケティング ヒコ
停滞する市場のなか、
「非常識な」活動で顧客に支持され、成功している企業のマー 220p
ケティングを解き明かした一冊。ビジョンをもとに顧客と対話し、価値を創造し続け 冊子版 978-4-502-30061-5 2019.05
東利一
（ひがし・としかず）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

るための考え方や方策を事例とともに解説する。

*1031274400*
小売・飲食業 〈業種別人事制度 2〉
森谷克也
（もりたに・かつや）
著
中央経済社

店長の評価・処遇、パート・アルバイト社員の人事制度など、具体的な事例を数
多く盛り込みながら、小売・飲食業における人事制度の構築のポイントやノウハウ
を解説する。

商業
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎673.7 件名◎小売商 モコ 189p
冊子版 978-4-502-11051-1 2014.09

*1032352901*
小売業のグローバル・イノベーション
競争的相互作用と創造的適応

白貞壬
（べっく・じょんいむ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

小売国際化に、今何が起きているのか。先進諸国の先端国際小売企業と新興国
の現地新生小売企業が、競争的相互作用プロセスのなかでそれぞれどのように進
化・発展していくのかを明らかにする。
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商業
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎673.7 件名◎小売商 ベコ 206p
冊子版 978-4-502-29861-5 2019.03

*1030990068*

流通チャネル・リンケージ論

マーケティングとロジスティクスの均衡をめざして 第2版
田村公一
（たむら・こういち）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

マーケティングとロジスティクスの均衡をめざして試行錯誤を繰り返してきたリーディ
ング・カンパニーのチャネル・リンケージ行動とマネジメント諸説を関連づけ、経
営学の視点で分析する。新章を加えるなどした第2版。

運輸・物流業 〈業種別人事制度 6〉
山口俊一
（やまぐち・しゅんいち）
著
中央経済社

ドライバー不足と燃料費高騰による収益低下圧力を克服するには ? 具体的な人事
評価基準例や給与制度例を数多く盛り込みながら、貨物運送業や倉庫業などの運
輸・物流業全般の人事制度の構築のポイントやノウハウを解説する。

商業
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎675.4 件名◎流通 タリ 205p
冊子版 978-4-502-33261-6 2020.02

*1032310347*
運輸、交通
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎685.6 件名◎トラック事業 ヤウ
187p
冊子版 978-4-502-11101-3 2014.09

*1032352905*
航空幻想 日本の空は変わったか 第2版

運輸、交通

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎687.21 件名◎航空輸送－日本 チ
LCCをめぐる苦悩、JAL への過剰介入、羽田の国際線拡大…。航空業界は、激 コ 297p
変する市場環境と、依然変わらない政策介入に耐えられるのか ? 航空政策の自由 冊子版 978-4-502-12411-2 2014.11
中条潮
（ちゅうじょう・うしお）
著
中央経済社

化改革について論じる。図表の数値を最新のものにした第2版。

*1032352925*
東アジアのケーブルテレビ

政府企業間関係から見る社会的役割の構築過程

通信事業

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎699.22 件名◎有線テレビ ヨヒ
197p
日本のケーブルテレビは、
なぜ地域メディアであり続けることができたのか。日本・韓国・ 冊子版 978-4-502-28911-8 2019.03
米谷南海
（よねたに・なみ）
著
中央経済社 中央経済グループパブリッシング
（発売）

台湾のケーブルテレビ事業史を政府企業間関係論的視座から紐解き、事業者の
社会的役割の生成・発展・変容・消滅・転換を描き出す。

*1030990067*
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中央法規出版
ケアマネ・福祉職のための精神疾患ガイド
疾患・症状の理解と支援のポイント

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
山根俊恵
（やまね・としえ）
編著
分類◎369.28 件名◎精神障害者福祉
中央法規出版
ヤケ 255p
ケアマネ・福祉職に向けて、様々な精神疾患の特徴から症状とその対応方法、服 冊子版 978-4-8058-5442-6 2016.12

薬時の注意点、多職種連携、活用できる制度など、現場で活きるノウハウをわか
りやすく解説。統合失調症、統合失調感情障害の当事者の手記も掲載。

ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例集

*1030939880*
社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケアマネジメント ■
ケアマネジメントにおける多職種連携の基礎知識や、保健・医療・福祉各専門職 ケ 183p
との連携ポイントなどを解説。さらに、法定研修で取り上げられるテーマに沿った 冊子版 978-4-8058-5755-7 2018.11
青森県介護支援専門員協会監修
中央法規出版

木村隆次
（きむら・りゅうじ）
編集

模擬事例を用い、多職種連携の視点を紹介する。

*1030939886*
ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック
実践と研究を結びつけるプロセスと方法

社会

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ■
ソ 271p
ソーシャルワーカーが初めて研究に取組む際のプロセスを基礎から解説した手引書。 冊子版 978-4-8058-5861-5 2019.04
日本ソーシャルワーク学会監修
中央法規出版

研究デザイン、研究倫理、データの集め方、分析方法、学会発表、学会論文の
まとめ方等に加え、具体的な研究方法も紹介する。

まちづくりの福祉社会学 これからの公民連携を考える
杉岡直人
（すぎおか・なおと）
著
中央法規出版

地方分権と地域共生社会を実現するうえで要となる、地域社会を支える公私協働
のステイクホルダーの役割をどう考えるのか。全国各地の事例を紹介しながら、ま
ちづくり=ローカルデザインの社会学を提示する。

*1032413667*
社会
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎369 件名◎地域福祉 スマ 216p
冊子版 978-4-8058-8107-1 2020.03

*1032413670*
一隅を照らす蠟燭に 障がい者が “ ふつうに暮らす”を叶えるために

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◎369.28 件名◎精神障害者福祉
昭和53年、知的障がい者の入所授産施設を開設。グループホームでの生活、障 タイ 237p
がい者の恋愛、罪に問われた障がい者・高齢者への支援など、福祉の常識を覆 冊子版 978-4-8058-5813-4 2018.11
田島良昭
（たじま・よしあき）
著
中央法規出版

す変革をなしとげ…。社会福祉法人南高愛隣会設立者の歩みを振り返る。

*1032413664*
市町村社会福祉行政のアドミニストレーション

三浦理論・大橋理論から新たな展開へ

社会

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎369.11 件名◎社会福祉 モシ
180p
日本のソーシャルアドミニストレーション研究の学説史を検討し、社会福祉政策から 冊子版 978-4-8058-5751-9 2018.10
森明人
（もり・あきと）
著
中央法規出版

地域福祉への政策展開のなかで、ソーシャルアドミニストレーションがどう位置づけ
られ、発展してきたか、その到達点と課題を明らかにする。

実務に直結 ! ケアプラン作成ガイドブック

*1032413660*
社会

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎369.261 件名◎高齢者福祉 ■ジ
利用者・家族のやる気を引き出すケアプラン（居宅 サービス計画書原案）の作成 221p
方法を、図表と共に解説。ケアプランの役割と機能、プランニングにおける「思考」 冊子版 978-4-8058-5862-2 2019.05
松本善則
（まつもと・よしのり）
編著
中央法規出版

福富昌城
（ふくとみ・まさき）
編著

を丁寧に説明し、情報分析方法と課題整理総括表の活かし方も紹介。

*1030939884*
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社会福祉の動向 2020
社会福祉の動向編集委員会編集
中央法規出版

社会福祉の基盤、公的扶助、地域福祉、児童家庭福祉、障害者福祉、高齢者
福祉など、社会福祉制度を構成する各分野にわたり、制度の概要と最近の動向を
わかりやすく解説。社会福祉関連施策年表などの資料も掲載する。

社会
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369 件名◎社会福祉 ■シ 285p
冊子版 978-4-8058-5977-3 2020.01

*1032413672*
社会保障入門 2020

社会

社会保障入門編集委員会編集
中央法規出版

社会保障の「いま」がわかる入門テキスト。福祉、医療、年金など、社会保障
制度の基本的な事項について、最新の統計・資料等を織り込みながら、図表を用
いて平易に解説する。

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎364 件名◎社会保障 ■シ 207p
冊子版 978-4-8058-5976-6 2020.01

*1032413671*
社協・行政協働型コミュニティソーシャルワーク

個別支援を通じた住民主体の地域づくり

社会

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ■
シ 261p
東京都豊島区のコミュニティソーシャルワーク（CSW）を施策化し配置するための 冊子版 978-4-8058-5866-0 2019.04
田中英樹
（たなか・ひでき）
編著
中央法規出版

神山裕美
（かみやま・ひろみ）
編著

取り組み、行政・社協の協働体制の構築プロセス、持続し充実を図るための教育
システム等を事例を交えて紹介する。

障がいのある人の性 支援ガイドブック

*1032413668*
社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.27 件名◎障害者 サシ 235p
障がいのある人たちの性を理解するための4つの基本原則と、実際に現場で起こっ 冊子版 978-4-8058-5592-8 2017.11
坂爪真吾
（さかつめ・しんご）
著
中央法規出版

ている事例に基づいたケーススタディを解説。障がいのある人たちの性的自立を支
援するための理論と知識、実践方法を分かりやすく学習できる。

*1031889391*
生活困窮者自立支援 支援の考え方・制度解説・支援方法

社会

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎369.2 件名◎生活困窮者自立支
生活困窮者の自立・尊厳の確保と地域づくりのためのハンドブック。生活困窮者自 援法 オセ 291p
立支援制度の仕組みや、生活困窮者自立支援の内容・手順などを解説する。「生 冊子版 978-4-8058-5815-8 2018.11
岡部卓
（おかべ・たく）
編著
中央法規出版

活困窮者自立支援 ハンドブック」の続編。平成30年改正に対応。

*1032413665*
多職種で支える終末期ケア 医療・福祉連携の実践と研究

社会

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎369.26 件名◎地域包括ケア ■
医療・福祉の現場では、様々な職種がチームとして「終末期ケア」にかかわるこ タ 275p
とが求められている。「多職種が支える終末期ケア」について、その先進的な実 冊子版 978-4-8058-5705-2 2018.05
篠田道子
（しのだ・みちこ）
編著
中央法規出版

原沢優子
（はらさわ・ゆうこ）
編著

践例と研究報告をまとめる。

*1030939882*
多様性時代のソーシャルワーク

外国人等支援の専門職教育プログラム

社会

同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ヴタ
■■ビ 260p
増加する外国人やアイヌ民族等、多様な文化をもつ人々に対応できるソーシャルワー 冊子版 978-4-8058-5743-4 2018.09

ヴィラーグ ヴィクトル 著
中央法規出版

カーを養成する教育プログラムを提言。開発したプログラムを実際に教育現場で
実践し、その有効性も検証する。

*1032413658*
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対人援助の作法

誰かの力になりたいあなたに必要なコミュニケーションスキル

竹田伸也
（たけだ・しんや）
編著
中央法規出版

言葉を用いず信頼関係を築く作法、相手の気持ちに寄り添う作法、苦手と感じず
相手とかかわる作法…。すべての援助者に向けて、信頼関係を築くためのコミュニ
ケーションスキルの高め方を解説する。

地域共生社会に向けたソーシャルワーク

社会福祉士による実践事例から

社会
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク タタ
187p
冊子版 978-4-8058-5750-2 2018.09

*1030939885*
社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
日本社会福祉士会編集
分類◎369.16 件名◎ケース・ワーク ■
中央法規出版
チ 154p
地域共生社会の創出に資するソーシャルワークとは何か。地域共生社会の理念を 冊子版 978-4-8058-5756-4 2018.10

ふまえ、ソーシャルワークの機能と求められるソーシャルワーカーの役割等を、実践
事例を用いて丁寧に解説する。

福祉現場で役立つ動機づけ面接入門

*1032413662*
社会

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎369.17 件名◎福祉従事者 スフ
社会福祉の現場で働いている援助者に向けて、「変わること」に悩んでいるクライ 150p
エントの支援に役立つ面接法、動機づけ面接を紹介。動機づけ面接の進め方や 冊子版 978-4-8058-5903-2 2019.06
須藤昌寛
（すどう・あきひろ）
著
中央法規出版

よく使われるスキルなどを、会話例をあげながら解説する。

*1032413669*
TEACCHプログラムに基づく自閉症児・者のための自立課
題アイデア集 身近な材料を活かす95例
林大輔
（はやし・だいすけ）
著
中央法規出版

諏訪利明
（すわ・としあき）
監修

TEACCHプログラムのひとつ「自立課題」。重度障がい者の支援者が実際に製作・
実践した豊富な自立課題の中から選りすぐりの95例を、日課に組み込むポイントや、
製作のヒント、難易度を高くする工夫とともに紹介する。

気になる子の保育「伝わる言葉」
「 伝わらない言葉」
保育者が身につけたい配慮とコミュニケーション

守巧
（もり・たくみ）
著 にしかわたくイラスト
中央法規出版

保育者からの、気になる子への言葉かけにはちょっとしたコツが必要です。気にな
る子に「伝わる言葉」「伝わらない言葉」と、その理由を具体的に解説。明日か
らの保育に活かせるコミュニケーションの取り方を紹介します。

教室でできる気になる子への認知行動療法

「認知の歪み」から起こる行動を変える13の技法

教育
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎378 件名◎自閉症 ハテ 149p
冊子版 978-4-8058-5837-0 2019.03

*1032413666*
教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 モキ 135p
冊子版 978-4-8058-5753-3 2018.10

*1030939879*
教育

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎371.43 件名◎スクールカウンセリ
ング マキ 158p
発達障害、非行、いじめ、自殺、摂食障害…。いわゆる不適応状態の子どもたち 冊子版 978-4-8058-5754-0 2018.10
松浦直己
（まつうら・なおみ）
著
中央法規出版

を認知行動療法を活用して理解し、具体的に支援する方法を、イラストを交えてわ
かりやすく紹介する。

子どもの育ちが見える
「要録」作成のポイント

幼稚園、保育所、認定こども園対応
神長美津子
（かみなが・みつこ）
著
中央法規出版

阿部和子
（あべ・かずこ）
著

保育を通じた「子どもの育ちの姿」を次の指導者に伝える「要録」。その基本的
性格から、作成の手順とポイント、育ちつつある姿の書き方、小学校との連携での「要
録」の活かし方までを解説する。平成30年改正対応。
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*1032413661*
教育
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎376.14 件名◎幼児教育 ■コ
119p
冊子版 978-4-8058-5757-1 2018.11

*1030939878*

赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育 第1巻
睡眠・食事・生活の基本

日本赤ちゃん学協会編集
中央法規出版

赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案する。第1巻は、
乳児の睡眠・食事・生活についての基礎知識、保育実践、プラスαの知識、発
達からみる保育のポイントを取り上げる。

赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育 第2巻 運動・遊び・音楽
日本赤ちゃん学協会編集
中央法規出版

赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案する。第2巻は、
乳児の運動・遊び・音楽についての基礎知識、保育実践、プラスαの知識、発
達からみる保育のポイントを取り上げる。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ア 137p
冊子版 978-4-8058-5418-1 2016.12

*1031889393*
教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ア 159p
冊子版 978-4-8058-5419-8 2017.07

*1031889394*
赤ちゃん学で理解する乳児の発達と保育 第3巻
言葉・非認知的な心・学ぶ力

日本赤ちゃん学協会編集
中央法規出版

赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案する。第3巻は、
言葉、
「非認知」的な心、学ぶ力についての基礎知識、保育実践、プラスαの知識、
発達からみる保育のポイントを取り上げる。

先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決 BOOK 0歳児クラス編
波多野名奈
（はたの・なな）
著
中央法規出版

横山洋子
（よこやま・ようこ）
監修

保育現場でよくある「困った!」を解決するヒントを伝授する本。0歳児クラスの困
りごとをとりあげ、経験豊富な先輩保育者たちの実体験をもとにしたアドバイスを掲
載。保育の基本として押さえておきたい内容も解説する。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.11 件名◎乳児 ■ア 141p
冊子版 978-4-8058-5420-4 2019.07

*1031889395*
教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎乳児保育 ハセ
159p
冊子版 978-4-8058-5858-5 2019.04

*1030939874*
先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決 BOOK 1歳児クラス編
波多野名奈
（はたの・なな）
著
中央法規出版

横山洋子
（よこやま・ようこ）
監修

保育現場でよくある「困った!」を解決するヒントを伝授する本。1歳児クラスの困
りごとをとりあげ、経験豊富な先輩保育者たちの実体験をもとにしたアドバイスを掲
載。保育の基本として押さえておきたい内容も解説する。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎乳児保育 ハセ
159p
冊子版 978-4-8058-5859-2 2019.04

*1030939875*
先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決 BOOK 2歳児クラス編
波多野名奈
（はたの・なな）
著
中央法規出版

横山洋子
（よこやま・ようこ）
監修

保育現場でよくある「困った!」を解決するヒントを伝授する本。2歳児クラスの困
りごとをとりあげ、経験豊富な先輩保育者たちの実体験をもとにしたアドバイスを掲
載。保育の基本として押さえておきたい内容も解説する。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.1 件名◎乳児保育 ハセ
159p
冊子版 978-4-8058-5860-8 2019.04

*1030939876*
特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営

教える保育からともに学ぶ保育へ
松井剛太
（まつい・ごうた）
著
中央法規出版

発達障害、被虐待、外国籍家庭、貧困家庭の子どもたちが生き生きと遊ぶ姿には、
保育の専門性があった! 特別な配慮を必要とする就学前の子どもたちの保育で配慮
すべき事柄や、彼らのいるクラスの運営について考える。

教育
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 マト 137p
冊子版 978-4-8058-5744-1 2018.09

*1032413659*
769

発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・手指の
使い方
笹田哲
（ささだ・さとし）
著
中央法規出版

動作のぎこちなさ、手指の不器用さ等がある高校生・大学生が、学習や生活、就
活でつまずきやすい動きを取り上げ、それらを改善するための体操、動作のポイント
を写真で紹介。教員や保護者のためのサポートのコツも盛り込む。

保育・教育施設における事故予防の実践
事故 データベースを活かした環境改善

教育
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 サハ 135p
冊子版 978-4-8058-5648-2 2018.03

*1030939881*
教育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
西田佳史
（にしだ・よしふみ）
編著 山中龍宏
（やまなか・たつひろ）
編著
分類◎376.14 件名◎保育所 ■ホ
中央法規出版
185p
乳幼児・児童の傷害・事故を防ぐ方法を、科学的にアプローチ。最新のデータに 冊子版 978-4-8058-5854-7 2019.05

基づいて、効果のない方法と効果のある方法の違いは何であるか、どのようにすれ
ば予防できるのかなどを具体的に解説する。

ナースのためのレポートの書き方
仕事で使える
「伝わる文章」の作法

第2版

水戸美津子
（みと・みつこ）
著
中央法規出版

病院に勤務するナースに向けて、文章作成の基本的な作法から、臨床ですぐに役
立つ提出書類や学会報告をする際の抄録などの書き方まで、例示を用いてわかりや
すく解説。PowerPoint の使い方を追加した第2版。

ママのための帝王切開の本

産前・産後のすべてがわかる安心ガイド

竹内正人
（たけうち・まさと）
編著
中央法規出版

細田恭子
（ほそだ・やすこ）
編著

帝王切開に関するあらゆる情報をママと家族の視点から網羅した本格的帝王切開
ガイド。帝王切開の基礎知識、手術にあたって準備すべきこと、出産・退院後の
からだとこころなどを解説し、ママから寄せられた質問にも回答します。

会話分析でわかる看護師のコミュニケーション技術
川野雅資
（かわの・まさし）
編著
中央法規出版

看護師に必要なコミュニケーションについて、会話のレベルや意図、言語的・非
言語的な技術を紹介。事例を用いた技術の活用法も解説し、コミュニケーション技
術のエビデンスを「見える化」する。演習も掲載。

*1030939877*
医学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎492.907 件名◎看護学 ミナ 90p
冊子版 978-4-8058-8102-6 2020.03

*1032413673*
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◎495.52 件名◎帝王切開術 ■マ
273p
冊子版 978-4-8058-3865-5 2013.08
DL不可 EPUB

*1031869397*
医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎492.9014 件名◎看護学 カカ
223p
冊子版 978-4-8058-5746-5 2018.09

*1030939883*
地域を変える認知症カフェ企画・運営マニュアル

おさえておきたい原則と継続のポイント
矢吹知之
（やぶき・ともゆき）
編著
中央法規出版

ベレ・ミーセン編著

認知症の人やその家族、地域の人、専門職がともに集まる「認知症カフェ」を企
画・運営するためのマニュアル。“ 継続 ” のための7つの原則や、組織づくり、再び
訪れたくなる場所にするためのコツなどを解説。Q＆Aも収録。

被災地の子どものこころケア

東日本大震災のケースからみる支援の実際

医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ■チ
192p
冊子版 978-4-8058-5739-7 2018.09

*1032413657*
医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎493.937 件名◎児童精神医学 マ
ヒ 190p
東日本大震災後、子どもたちの「こころの復興」を目指して支援活動を展開してき 冊子版 978-4-8058-5779-3 2018.11
松浦直己
（まつうら・なおみ）
編著
中央法規出版

八木淳子
（やぎ・じゅんこ）
著

た精神科医たちの実践を紹介。医療、教育、行政が連携して進める、被災地で
の子どものこころのケアについて、具体的に提示・提案する。

770

*1032413663*

中外医学社
医師・医学生のための人工知能入門
北澤茂
（きたざわ・しげる）
著
中外医学社

AIは囲碁の世界王者に勝てるのに、東大には合格できない。それはなぜか ? 1980
年代のニューロブームを体験した脳生理学者である著者が、脳と比較しながらAI
の基礎・歴史から応用や展望まで解説する。

総記
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎ 件名◎人工知能 キイ 183p
冊子版 978-4-498-04884-3 2020.05

*1031814528*
臨床心理学（コメディカルのための専門基礎分野テキスト）
名嘉 , 幸一
中外医学社

コメディカルに必要な臨床心理学の知識をわかりやすくまとめたテキスト．この分野
を目指す学生にとって必要十分な知識が身につくよう解説した。

心理学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-498-07626-6

2006

*1031593971*
マンガでわかるDr.K の株式投資戦術

忙しい医師でもできるエビデンスに基づく投資

Dr.K
（どくたー けー）
著
中外医学社

保田正和
（やすだ・まさかず）
作画

医業のかたわら株式投資もバリバリこなすスーパー勤務医「Dr.K」が、医師に向
けて日本株式への投資戦術を基礎のキソからマンガで徹底解説。自身の失敗体
験談も掲載する。

ケアとまちづくり、ときどきアート

経済
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 ドマ 243p
冊子版 978-4-498-04882-9 2020.03

*1031670336*
社会

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎ 件名◎社会福祉 ■ケ 229p
ケア従事者がまちに飛び出したり、病院や介護施設を地域に開いたりして、まちづく 冊子版 978-4-498-05730-2 2020.06
西智弘
（にし・ともひろ）
著
中外医学社

守本陽一
（もりもと・よういち）
著

りの文脈の中でケアを展開していく活動を取り上げ、その考え方や事例を紹介する。
「note」連載のマガジンを再編集し書籍化。

*1031983480*
「攻めの栄養療法」実践マニュアル
うまくいく栄養改善と生活機能改善

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎493.185 件名◎サルコペニア ■
セ 239p
医療・介護現場で「攻めの栄養療法」を実践するためのマニュアル。食事の工夫、 冊子版 978-4-498-01802-0 2019.11
若林秀隆
（わかばやし・ひでたか）
編集
中外医学社

前田圭介
（まえだ・けいすけ）
編集

経口栄養剤、間食、経管栄養、静脈栄養、栄養モニタリングについて具体的に
まとめ、糖尿病や認知症といったケース別対処法も網羅。

「大人の発達障害」
トリセツのつくりかた

一般病棟における入院患者の評価と対応に役立つ実践的知識 !

井上真一郎
（いのうえ・しんいちろう）
編著
中外医学社

大人の発達障害に関する実践的知識と介入方法を豊富な図表とともに具体的に解
説。新しい気づきや有用なアイデアが満載の、多職種によるクロストークや、大人
の発達障害への理解が深まるエキスパートのコラムも充実。

「論文にしよう!」
と指導医に言われた時にまず読む本
長澤将
（ながさわ・たすく）
著
中外医学社

指導医に「論文を書いてみよう」と言われて途方にくれている人向けに、論文の書
き方をゼロから解説。論文作成ノウハウの中でも特に「お作法」の部分を紹介す
る。『m3.com』メンバーズメディア連載を加筆修正。

*1031434085*
医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎ 件名◎発達障害 イオ 149p
冊子版 978-4-498-22920-4 2020.08

*1032310421*
医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 ナロ
117p
冊子版 978-4-498-10914-8 2020.04

*1031670343*
771

12人の医院経営ケースファイル 私たちはどうやって経営トラブ

医学

ルを乗り越えて理想のクリニックを創ることができたか

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
梅岡比俊
（うめおか・ひとし）
編著
分類◎498.163 件名◎病院経営 ウジ
中外医学社
221p
12人の男たちは、どうやって経営トラブルを乗り越えて、理想のクリニックを創るこ 冊子版 978-4-498-04874-4 2019.08

とができたのか。開業してからの失敗体験を通して何を学んで、クリニックがどのよ
うに変わってきたかを語る。

ADHDクロストーク ADHD CROSS TALK

*1030990140*
医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎注意欠陥多動性障害 ■エ
ADHD（注意欠陥・多動症）の概念、診断・評価、治療・支援…。現実とエビ 205p
デンスの狭間で悩み、迷いながらもよりよい診療を模索し続けてきた児童精神科医 冊子版 978-4-498-22918-1 2020.07
齊藤万比古
（さいとう・かずひこ）
著
中外医学社

飯田順三
（いいだ・じゅんぞう）
著

2名と小児科医1名が、ADHD 臨床を語りつくす。

*1032310415*
Annual Review 神経 2017
鈴木則宏
（すずき・のりひろ）
編集
中外医学社

荒木信夫
（あらき・のぶお）
編集

神経生理、神経病理、生化学・分子生物学などの基礎研究と、感染症、脳血管
障害、脳腫瘍、末梢神経障害などの臨床研究を取り上げ、第一人者が内外の文
献を踏まえて最新の進歩を展望する。本年の動向も収録。

医学
同時アクセス1 16,456円 + 税
同時アクセス3 32,912円 + 税
分類◎493.7 件名◎神経病学 ■ア
281p
冊子版 978-4-498-22876-4 2017.01

*1031593941*
Annual Review 神経 2020
鈴木則宏
（すずき・のりひろ）
編集
中外医学社

荒木信夫
（あらき・のぶお）
編集

神経生理、神経病理、生化学（分子生物学）などの基礎研究と、感染・炎症疾
患、脳血管障害、脳腫瘍、末梢神経障害などの臨床研究を取り上げ、第一人者
が内外の文献を踏まえて最新の進歩を展望する。本年の動向も収録。

医学
同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 58,080円 + 税
分類◎493.7 件名◎神経病学 ■ア
367p
冊子版 978-4-498-32848-8 2020.04

*1031670347*
AST 虎の巻 日常の疑問に答える!
竹末芳生
（たけすえ・よしお）
編著
中外医学社

抗菌薬選択と投与設計・院内 マニュアル作成・バンドルマネジメントを、Q＆A
形式の具体的ケースで学べる書。外来、術後管理、ICU、薬剤部等の現場で役
立つ。薬剤一覧表、索引も掲載。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎感染症 タエ 224p
冊子版 978-4-498-02130-3 2020.05

*1031873838*
CKD 教育入院テキスト
冨永直人
（とみなが・なおと）
監修
中外医学社

今野雄介
（こんの・ゆうすけ）
監修

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士など各職種に必要な、CKD（慢
性腎臓病）に関する知識をまとめたマニュアル。わかりやすい言葉とレイアウトで、
患者への説明時にも役立つ。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 ■シ
86p
冊子版 978-4-498-22454-4 2020.03

*1031616233*
ER・ICU 100の don'ts 明日からやめる医療ケア
志馬伸朗
（しめ・のぶあき）
総編集
中外医学社

小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
編集

救急外来や ICU、一般病棟の現場で、効果や根拠が明確でないにもかかわらず、
ルーチンになっている診療手技や医療ケアはありませんか ? ER 診断から薬剤関連
まで、見直すべき100の「don'ts」を解説します。

医学
同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 18,392円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■イ
264p
冊子版 978-4-498-06686-1 2016.12

*1031593942*
772

ER・ICU 診療を深める 2 リアル 血液浄化 Ver.2
小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
著
中外医学社

持続的腎代替療法（CRRT）の仕組みや効率について解説するほか、臨床に役
立つ「CRRT 回路の実際の構造」「CRRT の圧の解釈」も盛り込み、ER・ICU
の診療をわかりやすく説明する。血漿交換など重要テーマを加筆。

医学
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 55,000円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 コイ
522p
冊子版 978-4-498-06685-4 2020.01

*1031533331*
ER・ICU 診療を深める 1 救急・集中治療医の頭の中 Ver.2

医学

同時アクセス1 24,200円 + 税
同時アクセス3 48,400円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 コイ
救急・集中治療の現場では、いかに素早く的確な対応ができるかがポイントとなる。 418p
症例をもとに、臨床の達人の思考過程を追いながら、ER・ICU の診療をわかりやす 冊子版 978-4-498-06669-4 2016.11
小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
著
中外医学社

く解説する。ネーザルハイフローなど最新トピックスを加筆。

*1031593943*
General Mindで攻める総合内科で診る内分泌疾患

医学

同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 38,280円 + 税
分類◎ 件名◎内分泌疾患 オジ 369p
専門医とジェネラリストの視点から、内分泌疾患をわかりやすく、かつ深く解説する。 冊子版 978-4-498-02084-9 2020.04
大塚文男
（おおつか・ふみお）
編著
中外医学社

高頻度の疾患や稀な病態などを網羅し、内科・外科のみならず脳神経外科などの
他科と連携するプロセスまで学ぶことができる。

*1031814523*
ICU/CCU の薬の考え方 , 使い方 ver.2

医学

同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 140,800円 + 税
分類◎492 件名◎集中治療室 オア
鎮静薬や鎮痛薬など ICU/CCU で頻用される薬剤の使い方を中心に、著者が日々 865p
の臨床で培ったクリティカルケアの技術、経験をまとめる。新章の書き下ろし等を 冊子版 978-4-498-06663-2 2016.01
大野博司
（おおの・ひろし）
著
中外医学社

追加し大幅改訂。取り外せる「薬物ファイル」付き。

*1031593944*
IgA 腎症の病態と治療

医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 ■ア
わが国に高頻度に認められる指定難病であるIgA 腎症。その基礎と臨床から疫学・ 317p
症候・検査、病態生理、病理、鑑別診断、治療・生活管理までを、第一線で活 冊子版 978-4-498-22446-9 2019.11
富野康日己
（とみの・やすひこ）
監修
中外医学社

川村哲也
（かわむら・てつや）
編集

躍するエキスパートたちが解説する。

*1031340577*
IgA 腎症を診る 改訂2版
富野康日己
（とみの・やすひこ）
著
中外医学社

IgA 腎症の定義や疫学から、病理組織学的分類、処方例、寛解基準まで、IgA
腎症のエキスパートが、病態の解明をふまえた診療の考えかた、進めかたを解説
する。IgA 腎症を取り巻く状況の変化を踏まえて刷新した改訂2版。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎腎臓－疾患 トア 129p
冊子版 978-4-498-22417-9 2020.08

*1032310419*
Kunimatsu's Lists 國松の鑑別リスト

医学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 クク 429p
鬼才臨床医・國松淳和による鑑別リスト。誰しもが思いつく鑑別とはまったく異なる 冊子版 978-4-498-01024-6 2020.04
國松淳和
（くにまつ・じゅんわ）
著
中外医学社

國松流が体感できる。症候・病名・検査異常・薬剤性の4章に分け、文章や解説
ではなく「名詞の箇条書き」で構成された一冊。

*1031670348*
773

PICS のすべてQ＆A40

医学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎492 件名◎集中治療室 イピ
ICU からの生還者に肉体的・精神的ダメージを与え、社会復帰を困難にするPICS 199p
（集中治療後症候群）
。その背景因子から予防と治療、看護ケア、栄養管理、外来・ 冊子版 978-4-498-16620-2 2020.03
井上茂亮
（いのうえ・しげあき）
編著
中外医学社

西田修
（にしだ・おさむ）
監修

フォローアップまで、Q＆A 形式で詳細に解説した入門書。

*1031670337*
SPAM 浦添 ER 診療ガイドブック
山内素直
（やまうち・すなお）
監修
中外医学社

浦添総合病院 SPAM 本制作グループ著

沖縄県の浦添総合病院の初期研修医が総力を挙げて作った、研修医向けの救急
外来での初期評価・初期対応コース「SPAM」を書籍化。バイタルサインの解
釈を始めとした問診と診察の基本を記述する。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■ス
336p
冊子版 978-4-498-16618-9 2019.12

*1031340572*
イラスト解剖学 第9版

医学

同時アクセス1 83,600円 + 税
同時アクセス3 167,200円 + 税
分類◎491.1 件名◎解剖学 マイ 800p
ユニークで楽しいイラストによる解剖学テキストブック。器官系ごとにまとめた1ペー 冊子版 978-4-498-00043-8 2017.01
松村讓兒
（まつむら・じょうじ）
著
中外医学社

ジごとの読み切りスタイルで、どこからでも読めるよう構成。フルカラーになった第9版。

*1031593945*
イラスト顎顔面解剖学

医学

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎497.1 件名◎口腔 ■イ 270p
ユニークで楽しいイラストによる解剖学テキストブック。要領よく顎顔面の解剖学を 冊子版 978-4-498-00040-7 2012.10
松村讓兒
（まつむら・じょうじ）
編著
中外医学社

島田和幸
（しまだ・かずゆき）
編著

学べるよう、特に歯科臨床への解剖学的知識に重点を置いて、1ページごとの読み
切りスタイルで解説する。

*1031593946*
うんこのつまらない話

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.46 件名◎便秘 ミウ 80p
慢性便秘症の診療ガイド。「慢性便秘症診療ガイドライン」の作成委員でもある 冊子版 978-4-498-14050-9 2020.01

三原弘
（みはら・ひろし）
著
中外医学社

著者が、便秘の定義から診断基準、新しく登場した治療薬の使い方、食事療法
の注意点まで、わかりやすく解説する。便秘チェックリスト付き。

*1031434089*
エキスパートによる生殖領域の外科的手法
生殖内視鏡と不妊治療のコツ

柴原浩章
（しばはら・ひろあき）
編著
中外医学社

身体的のみならず精神的な苦痛も大きい、生殖領域における内視鏡下手術や侵襲
的検査。患者満足度とQOLをアップする、経験豊富なエキスパートの手技とコツ
を満載したバイブル書。

カテーテルアブレーションの真髄
奥山裕司
（おくやま・ゆうじ）
編著
中外医学社

小室一成
（こむろ・いっせい）
監修

電気生理検査・カテーテルアブレーションに必要な基礎知識から、具体的な頻脈
性不整脈のアブレーション治療まで、“ 真髄 ”といえる必須事項をコンパクトにまとめる。

医学
同時アクセス1 41,250円 + 税
同時アクセス3 82,500円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 シエ 335p
冊子版 978-4-498-16002-6 2020.04

*1031814524*
医学
同時アクセス1 20,328円 + 税
同時アクセス3 40,656円 + 税
分類◎493.23 件名◎不整脈 オカ 277p
冊子版 978-4-498-13616-8 2010.06

*1031593947*
774

カニでもわかる水・電解質

医学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎493.12 件名◎物質代謝異常 ナ
医師の基本中の基本である水・電解質がすいすいわかる! 臨床に出る前の学生や、 カ 186p
初期研修医、水・電解質が苦手な若手に向けて、難しい理論は後回しにし、必ず 冊子版 978-4-498-12388-5 2020.04
長澤将
（ながさわ・たすく）
著
中外医学社

知らなくてはいけない知識と診療上のアプローチを解説する。

*1031670342*
がん患者の運動器疾患の診かた 新たなアプローチ「がんロコモ」

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.6 件名◎ロコモティブシンドロー
がん患者の側に立ち、就労や治療、QOLを維持するために、がん患者の運動器 ム ■ガ 258p
という観点からがん診療に取り組もうとする「がんロコモ」の概念と対策を詳細に 冊子版 978-4-498-05482-0 2019.11
森岡秀夫
（もりおか・ひでお）
編著
中外医学社

河野博隆
（かわの・ひろたか）
編著

解説。がんロコモへの対応の具体例がセルフチェックできる問題付き。

*1031274465*
きらめきのクリニック女子 ! 接遇・教育・心構え・お悩み解決まで

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎498.163 件名◎医療事務 ゴキ
クリニックを明るく照らす医療事務スタッフを目指そう。世界で一番ハッピーなクリニッ 136p
ク、柊クリニックグループの教育マネージャーが自らの知識や経験、ノウハウを語り、 冊子版 978-4-498-04876-8 2019.11
後藤のり子
（ごとう・のりこ）
著
中外医学社

永延梨沙
（ながのぶ・りさ）
著

輝く医療事務スタッフのワークスタイルを伝授する。

*1031340571*
クリニック経営に成功する院長の8つの習慣
根本和馬
（ねもと・かずま）
著
中外医学社

「増患増収」「離職率の低下」「優れた人材の採用」を実現しているクリニックの
院長たちが実践する、シンプルかつ有用な「8つの習慣」を紹介。ホワイト企業
大賞受賞医院の坂井耳鼻咽喉科・坂井邦充のインタビューも掲載。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ネク
151p
冊子版 978-4-498-04880-5 2020.03

*1031670340*
こういうことだったのか !!ECMO・PCPS
Eureka!The Essence of ECMO・PCPS

小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
著
中外医学社

医療者に「管理が大変」「難しい」と思われがちなECMO（体外式模型人工肺）。
どのような場面で、なぜ必要なのか、現場でどう扱えばいいのかを体系立てて解説
する。ECMO の要点を摑んで使いこなすのに最適な書。

こうすればうまくいく在宅緩和ケアハンドブック 第3版

医学
同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
分類◎ 件名◎人工呼吸器 ココ 161p
冊子版 978-4-498-16622-6 2020.07

*1031983483*
医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■コ 420p
自分らしく生きるためのサポートをどう行うか ? 在宅緩和ケアに関する制度や流れを 冊子版 978-4-498-05728-9 2019.09
粕田晴之
（かすだ・はるゆき）
編著
中外医学社

高橋昭彦
（たかはし・あきひこ）
編著

まとめた上で、高いレベルの実践的な対応を具体的に解説する。ホスピス文化、
地域包括ケアシステムなどのポイントについて加筆。

*1031274459*
ここが知りたい ! 腎臓病診療 ハンドブック

医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 シコ
各事項のエキスパートが、主に腎臓病診療を専門としない医師や研修医に向けて、 379p
症例を踏まえ、主要な疾患・病態の基本から、最新のガイドラインを踏まえた臨床 冊子版 978-4-498-22456-8 2020.04
清水英樹
（しみず・ひでき）
編著
中外医学社

ノウハウまでわかりやすく解説。次世代の腎臓病診療も取り上げる。

*1031670349*
775

ここが知りたい急性心不全の救急・集中治療管理

医学

同時アクセス1 15,972円 + 税
同時アクセス3 31,944円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 サコ
急性心不全はチームで診る! 時代に即して進化し、形態を変えていく心不全の領 423p
域を、救急・集中治療の視点から捉えたバイブル。急性心不全の疫学・病態から、 冊子版 978-4-498-13638-0 2016.03
佐藤幸人
（さとう・ゆきひと）
編著
中外医学社

検査、治療、機器管理、多職種管理まで、図表を交えて解説する。

*1031593949*
ここが知りたい重症心不全の患者さんが来ました
北風政史
（きたかぜ・まさふみ）
編著
中外医学社

重症心不全の患者が ERに運びこまれた。そのファーストタッチから病態をどう考え、
診断と根本的治療を行えばいいのか ? 治療の変更と継続は? 退院へ向けての方策
は? 重症心不全の症例の診断と治療の流れを解説する。

医学
同時アクセス1 19,844円 + 税
同時アクセス3 39,688円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 キコ
564p
冊子版 978-4-498-13644-1 2016.09

*1031593950*
ここが知りたい理屈がわかる抗凝固・抗血小板療法
後藤信哉
（ごとう・しんや）
著
中外医学社

循環器内科医として知っておきたい血小板、凝固系、線溶系の基本と、抗血小板
薬や抗凝固薬の使い方を、研修医・専修医と指導医の対話形式で解説する。

医学
同時アクセス1 6,776円 + 税
同時アクセス3 13,552円 + 税
分類◎493.24 件名◎血栓症 ゴコ 134p
冊子版 978-4-498-13428-7 2016.09

*1031593948*
これだけで十分内科医のための処方集 改訂6版
北村諭
（きたむら・さとし）
編著
中外医学社

池口邦彦
（いけぐち・くにひこ）
共著

呼吸器、循環器、消化器、血液といった内科疾患・症候のほか、内科医が外来
で遭遇する機会の多い精神科、整形外科、皮膚科、中毒など、さまざまな疾患別
症候に対する処方例を解説。最新の治療薬などを追加収録した改訂6版。

医学
同時アクセス1 5,566円 + 税
同時アクセス3 11,132円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 キコ
207p
冊子版 978-4-498-01781-8 2017.01

*1031593951*
ジェネラリストのための神経疾患の診かた

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.72 件名◎神経病学 イジ
外来でよく見かける神経関連の5つの主訴（物忘れ、頭痛、
けいれん、震え、
しびれ感） 260p
について、診療のポイント、診療の流れを示した後、主な原因疾患について最新 冊子版 978-4-498-32852-5 2020.04
井口正寛
（いぐち・まさひろ）
著
中外医学社

の知見を交えて概説し、診察や検査を解説する。

*1031670351*
しびれが診える エキスパートのアプローチ
鈴木則宏
（すずき・のりひろ）
編
中外医学社

「しびれ感」という訴えの正確な理解から、部位別の鑑別診断の整理、適切な対
処までを網羅したハンドブック。しびれ感の意味と意義や原因と病態、診断へのア
プローチの仕方、発症の病態生理、しびれ感の評価法などを解説する。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎493.73 件名◎しびれ ■シ 250p
冊子版 978-4-498-32850-1 2020.04

*1031670345*
しみじみわかる血栓止血 Vol.2 血栓症・抗血栓療法編
朝倉英策
（あさくら・ひでさく）
著
中外医学社

血栓止血関連領域の情報をわかりやすく解説するブログ『金沢大学血液内科・呼
吸器内科 / 血液・呼吸器内科のお役立ち情報』を書籍化。Vol.2は、血栓症・抗
血栓療法を取り上げる。

医学
同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎493.17 件名◎血液凝固 アシ
188p
冊子版 978-4-498-12592-6 2015.05

*1031593952*
776

セカンドオピニオンから学ぶ乳がん診療
岩田広治
（いわた・ひろじ）
著
中外医学社

延べ1000人以上のセカンドオピニオンを引き受けた乳がん専門医は、どのように答
えてきたのか。診断から手術方針、術前・術後薬物療法の考え方、再発治療まで、
実際に受け取った紹介状と回答の例をポイントとともに示す。

医学
同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 イセ 137p
冊子版 978-4-498-06082-1 2015.07

*1031593953*
そのまま使える災害対策アクションカード+はじめての病院
BCP Ver.2
小尾口邦彦
（こおぐち・くにひこ）
編著
中外医学社

吉田修
（よしだ・おさむ）
著

災害対策アクションカードの作り方を説明。BCP（事業継続計画）についての項
目を追加し、各施設の実状に合わせてカスタマイズできるアクションカードのテンプ
レートと付属資料のアクセスキーを封入する。

チームで取り組む免疫チェックポイント阻害薬治療
各務博
（かがむ・ひろし）
監修
中外医学社

山口央
（やまぐち・おう）
編著

診療科・職種の垣根を越えて免疫関連有害事象（irAE）に対処すべく、医師、
看護師、薬剤師、すべての医療スタッフに向けて、irAE 対策のコツを伝授。腫
瘍免疫の仕組みや、治療に関する最新の話題も取り上げる。

医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院管理 コソ
218p
冊子版 978-4-498-06691-5 2020.02

*1031533333*
医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■チ 262p
冊子版 978-4-498-10610-9 2019.10

*1031274464*
ナースの外科学 改訂7版
磯野可一
（いその・かいち）
編著
中外医学社

今日のナースに必要とされる外科学の基本知識を簡明かつ平易に解説。外科看護
上必須事項をまとめた総論と、各部位・臓器の解剖・生理から疾患までを扱う各論
で構成。とくに重要な点は赤字で記載する。

医学
同時アクセス1 22,110円 + 税
同時アクセス3 44,220円 + 税
分類◎494 件名◎外科学 イナ 566p
冊子版 978-4-498-07598-6 2017.09

*1031593954*
ナースの産科学

医学

同時アクセス1 22,440円 + 税
同時アクセス3 44,880円 + 税
分類◎492.923 件名◎周産期看護 スナ
ナースやコメディカルに必要な産科学の知識をコンパクトにまとめたテキスト。ガイ 498p
ドラインに準拠した基本的な産科診療・ケアに関する知識・技術に、臨床の実際 冊子版 978-4-498-07594-8 2013.03
杉本充弘
（すぎもと・みつひろ）
編著
中外医学社

を加味し、簡潔かつ平易に解説する。

*1031593955*
ナースの心臓血管外科学 改訂2版

医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎492.926 件名◎看護学 アナ
心臓血管疾患をこれから勉強する人や看護スタッフに向けて、外科治療を要する 207p
心臓血管疾患をわかりやすく解説し、その手術と患者管理のポイントについて説明 冊子版 978-4-498-07559-7 2014.05
安達秀雄
（あだち・ひでお）
編著
中外医学社

する。最新の知識を盛り込んだ改訂2版。

*1031593956*
ナースの精神医学 改訂5版

医学

同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 34,320円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ■ナ
ナースやコメディカルに必要な精神医学の知識をコンパクトにまとめたテキスト。 402p
精神障害の病因と分類、診断と検査、主要疾患の概念・原因・症状・治療などを 冊子版 978-4-498-17502-0 2019.01
上島国利
（かみじま・くにとし）
編著
中外医学社

渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
編著

解説。薬物療法や法律などについて最新の情報を反映した改訂5版。

*1031593957*
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ナースの内科学 改訂10版
奈良信雄
（なら・のぶお）
編著
中外医学社

ナースやコメディカルに必要な内科学の知識をコンパクトにまとめたテキスト。内
科看護上必須事項をまとめた総論と、各臓器の病態・疾患を扱う各論で構成。とく
に重要な点は赤字で記載する。復習問題も収録。

医学
同時アクセス1 27,720円 + 税
同時アクセス3 55,440円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ナナ 735p
冊子版 978-4-498-07591-7 2017.04

*1031593958*
パーキンソン病200年 James Parkinson の夢

医学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ヤ
James Parkinson の「An Essay on the Shaking Palsy」刊行から約200年の パ 424p
節目におくる、パーキンソン病ハンドブック。歴史から病理・病態、診断、臨床症状、 冊子版 978-4-498-32846-4 2020.01
山本光利
（やまもと・みつとし）
編著
中外医学社

治療まで解説する。

*1031533330*
はじめてのカーボカウント 3版
坂根直樹
（さかね・なおき）
編著
中外医学社

佐野喜子
（さの・よしこ）
編著

1日にどのくらいカーボをとればいいの? 食品交換表との違いは? 糖尿病の食事療法
「カーボカウント」にまつわる患者の疑問、医療従事者の疑問にQ＆A 形式でわ
かりやすく答える。すぐに使える巻末資料も充実。

医学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ ハ
137p
冊子版 978-4-498-12364-9 2016.02

*1031593959*
はじめての精神科作業療法

医学

同時アクセス1 16,170円 + 税
同時アクセス3 32,340円 + 税
分類◎493.72 件名◎作業療法 ■ ハ
精神科領域でのリハビリテーションを実施するにあたり、基礎から臨床実践までを 295p
網羅したテキスト。精神科医療の基礎、各種理論、評価学、治療学、そして地 冊子版 978-4-498-07648-8 2011.04
山口芳文
（やまぐち・よしふみ）
編著
中外医学社

渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
編著

域での援助学を順序立てて系統的に解説する。

*1031593960*
ひと味違うSGLT2阻害薬の使い方

医学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ヒ
エビデンスから心腎不全治療薬の印象があるが、本来は糖尿病治療薬である 190p
SGLT2阻害薬。他の糖尿病治療薬とどのように併用するのが効果的なのか、合 冊子版 978-4-498-12390-8 2020.04
野出孝一
（ので・こういち）
監修
中外医学社

豊田茂
（とよだ・しげる）
編著

併症に対してどう使うのか、臨床と最新のデータを基に使い方を解説する。

*1031670350*
ブラッシュアップ敗血症

医学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎493.83 件名◎敗血症 コブ 197p
敗血症について広く深く概観できる一冊。米国で敗血症をはじめとする救急医学に 冊子版 978-4-498-16614-1 2019.10
近藤豊
（こんどう・ゆたか）
著
中外医学社

研鑽を積んだ著者が、敗血症の概念から実際の敗血症治療や診療のポイント、
流れまでをわかりやすく解説する。

*1031137185*
プロフェッショナル 腎臓病学

Nephrology：Text for Professional

南学正臣
（なんがく・まさおみ）
編著
中外医学社

近年急速に変化する腎臓病学の体系的理解が深まる一冊。腎臓の構造、生理、
検査から、電解質の基礎、疾患ごとの診療、最新の動向まで網羅し、COVID-19
の腎障害についても解説する。
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医学
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 92,400円 + 税
分類◎ 件名◎腎臓－疾患 ナプ 619p
冊子版 978-4-498-22462-9 2020.09

*1032310420*

ベッドサイドで使える腫瘍循環器入門

循環器医と腫瘍専門医が知っておくべき20の基本知識
田村雄一
（たむら・ゆういち）
著
中外医学社

VEGF 阻害薬による高血圧症のフォロー方法は ? 放射線治療関連の冠動脈疾患
で意識すべきことは ? 臨床現場での困りごとの解決法からエビデンス・メカニズム
まで、腫瘍循環器学で知っておくべきことをQ＆A 形式で解説。

マンガで学ぶ漢方薬

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 タベ
166p
冊子版 978-4-498-13438-6 2019.11

*1031274463*
医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 イマ
漢方薬を正しく使いこなすために、
「証」
「五臓理論」
「四診」
「気・血・津液」といっ 167p
た独自の用語と理論を、予備知識がゼロでも無理なく学べるようにマンガで解説する。 冊子版 978-4-498-06912-1 2014.12
板倉英俊
（いたくら・ひでとし）
著
中外医学社

石野人衣
（いしの・とい）
作画

*1031593961*
みるミルできるポケットエコー 2 経鼻胃管・誤嚥性肺炎

医学

〈Pocket Echo Life Support 教育シリーズ〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
ヘルスケア人材育成協会監修
分類◎492.1 件名◎超音波
（医学）■ミ
中外医学社
109p
ポケッ
トエコーの使い方や見方を記載したテキスト。2は、
「経鼻胃管」
と
「誤嚥性肺炎」 冊子版 978-4-498-01376-6 2019.10

をテーマに、シミュレータ作成の背景や症例、患者さんに実施する時の注意点等
を解説する。動画が閲覧できるシリアルコード付き。

もう困らない外来・病棟での腎臓のみかた
杉本俊郎
（すぎもと・としろう）
著
中外医学社

浮腫をきたした症例への対応、高齢者 CKD 症例への安全な薬剤投与、入院症例
における尿量異常など、臨床現場で遭遇する腎臓の問題点をQ＆A 形式で解説。
腎生理の知識が役立つ臨床の事例なども紹介する。

*1031274460*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎腎臓－疾患 スモ 225p
冊子版 978-4-498-22458-2 2020.05

*1031814529*
もし大学病院の外科医がビジネス書を読んだら
仕事や人生が楽しくなる“ 深いい話 ”

海道利実
（かいどう・としみ）
著
中外医学社

大学病院での超多忙な毎日の合間を縫って、幅広く活字を愛読する外科医が、自
身の読書体験・人生体験を通じて思ったこと、考えたことを綴る。仕事や人生を楽
しくするヒントが満載。ランチョンセミナーでの講演をもとに書籍化。

医学概論 改訂7版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉

医学
同時アクセス1 4,356円 + 税
同時アクセス3 8,712円 + 税
分類◎494.04 件名◎外科学 カモ 140p
冊子版 978-4-498-04816-4 2013.11

*1031593962*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎490 件名◎医学 キイ 196p
医学の定義とその使命、医学の歴史、臨床医学総論・各論、医療関係の職種と 冊子版 978-4-498-07918-2 2020.04
北村諭
（きたむら・さとし）
著
中外医学社

現状など、コメディカルに必要とされるメディカルコモンセンスをわかりやすく解説。
近年話題の疾患とその治療法などを記載した改訂7版。

*1031670339*
医学論文を読んで活用するための10講義

視野を広げるエビデンスの読み方
青島周一
（あおしま・しゅういち）
著
中外医学社

医学論文の実践的かつ効率的な読み方、論文結果を多面的に考察するために必
要な視点について講義形式でまとめる。EBMに関する研修会の内容を再構成し書
籍化。

医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎ 件名◎医学論文 アイ 299p
冊子版 978-4-498-10916-2 2020.05

*1031873837*
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一般社団法人日本排尿機能学会標準用語集
日本排尿機能学会用語委員会編集
中外医学社

下部尿路機能およびその障害に関する標準用語集。症状、徴候、検査、診断、
治療、小児の領域に分けて、下部尿路機能障害の診療、研究に携わる専門家の
ために共通言語を提供する。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎ 件名◎排尿障害－辞典 ■イ 47p
冊子版 978-4-498-06434-8 2020.05

*1031814527*
遠位橈骨動脈アプローチ dRA2020
吉町文暢
（よしまち・ふみのぶ）
編著
中外医学社

経皮的冠動脈形成術や末梢血管治療の「遠位橈骨動脈アプローチ（dRa）」の
Tipsを整理した解説書。CT/ エコーによる近位・遠位橈骨動脈の観察、止血プ
ロトコール、さまざまな手技、dRa 症例と実際などを収録。

医学
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎ 件名◎血管外科 ヨエ 237p
冊子版 978-4-498-13662-5 2020.07

*1031983485*
怪談に学ぶ脳神経内科

医学

同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 35,200円 + 税
分類◎493.72 件名◎神経病学 コカ
突然の報い
〈脳卒中〉
、
かなしばり
〈睡眠麻痺〉…。奈良～大正時代に「時間留学」
し、 175p
当時の人々にとっての「怪異」を脳神経内科医の眼で検討。疾患についての現 冊子版 978-4-498-32854-9 2020.04
駒ケ嶺朋子
（こまがみね・ともこ）
著
中外医学社

代的知識を整理し、病歴を深く読み取ることの大切さを伝える。

*1031670341*
緩和ケアの壁にぶつかったら読む本
西智弘
（にし・ともひろ）
著
中外医学社

緩和ケアの実践現場で日夜奮闘する若き医師が、患者や家族、チームメートの悩
みの声に耳を傾け、自らの中の「壁」にも気づき、それを乗り越える秘策を丁寧に
公開する。

医学
同時アクセス1 6,292円 + 税
同時アクセス3 12,584円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ニカ 212p
冊子版 978-4-498-05716-6 2016.02

*1031593963*
関フェデ流臨床推論カンファレンスLive 鑑別診断 +αを知る!
関西若手医師フェデレーション編著
中外医学社

若手医師のアカデミックな交流と卒後医学教育文化の共有・活性化を目指す「関
西若手医師フェデレーション」のノウハウを集成。よりぬきケースカンファレンスほか、
参加型ワークショップ 作成ガイド、チェックシートなどを収録。

医学
同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■カ 273p
冊子版 978-4-498-01016-1 2016.12

*1031593964*
救急外来ただいま診断中 !
坂本壮
（さかもと・そう）
著
中外医学社

意識障害に出会ったら? 胸痛患者に出会ったら? 順天堂大学練馬病院での勉強
会の内容をもとに、“よく出会う疾患・症候 ”を中心とした臨床推論のポイントや診断
のノウハウを、研修医向けにわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 15,488円 + 税
同時アクセス3 30,976円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 サキ
478p
冊子版 978-4-498-06682-3 2015.12

*1031593965*
血液疾患における多職種の関わり

5つの症例から考えるチーム医療の実際
前田裕弘
（まえだ・やすひろ）
編著
中外医学社

急性リンパ 性白血病（ALL）、成人 T 細胞性白血病（ATL）、ゴーシェ病など5
つの血液疾患を取り上げ、チーム医療に携わるさまざまな職種のスタッフと患者のリ
アルな視点から、血液疾患へのアプローチを読み解く。
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医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.17 件名◎血液病 マケ 229p
冊子版 978-4-498-22520-6 2020.04

*1031670346*

血糖管理のための糖尿病治療薬活用マニュアル
寺内康夫
（てらうち・やすお）
編著
中外医学社

白川純
（しらかわ・じゅん）
編著

一般内科医などの非糖尿病専門医を対象に、糖尿病治療薬の特徴や使い方、病
態ごとのコントロール法など、安全な血糖管理を行うための治療薬の活用法を解説
する。

医学
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ケ
315p
冊子版 978-4-498-12386-1 2020.03

*1031670335*
研修医24人が選ぶ小児科 ベストクエスチョン

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.9 件名◎小児科学 オケ
研修医へのアンケートなどによって厳選された小児科診療に関する38のクエスチョ 272p
ンを、実地臨床に適応しやすい形で分かりやすく解説。注射の痛みを軽減するコツ、 冊子版 978-4-498-14566-5 2020.04
岡本光宏
（おかもと・みつひろ）
著
中外医学社

授乳中の服薬など、研修医の「本当に知りたい疑問」に応える。

*1031670352*
見てわかる皮膚疾患 診察室におきたいアトラス
川田暁
（かわだ・あきら）
著
中外医学社

佐藤貴浩
（さとう・たかひろ）
著

重要で頻度の高い疾患から稀な疾患まで、現場で見る皮膚疾患を網羅。典型的
で質の良い臨床写真を提示し、病因と症状をわかりやすく解説する。鑑別診断・
最新の治療方法・注意点も紹介。

医学
同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 ■ミ 301p
冊子版 978-4-498-06370-9 2019.12

*1031434087*
現場の疑問に答えるもの忘れ診療 Q＆A

医学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎認知症 ハゲ 205p
研修医、薬剤師、医療スタッフ…。診療科に関係なく誰もが認知症患者に関わる 冊子版 978-4-498-32856-3 2020.07
羽生春夫
（はにゅう・はるお）
編著
中外医学社

時代。高齢者のもの忘れ・認知症を診療するうえでのさまざまな疑問点、注意点を、
図表を交え、Q＆A 形式で実践的に解説する。

*1032310416*
呼吸器の薬の考え方 , 使い方 ver.2

医学

同時アクセス1 12,584円 + 税
同時アクセス3 25,168円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 クコ
吸入薬、禁煙補助薬、去痰薬、鎮咳薬、分子標的薬など、呼吸器科で用いる様々 453p
な薬の薬剤情報、薬理と臨床試験、処方に際しての注意点など医療従事者が知っ 冊子版 978-4-498-13015-9 2016.04
倉原優
（くらはら・ゆう）
著
中外医学社

林清二
（はやし・せいじ）
監修

ておきたい薬の必要知識 +αをまとめる。新規薬剤を加えたver.2。

*1031593967*
呼吸器感染症の診かた, 考えかた ver.2
青島正大
（あおしま・まさひろ）
著
中外医学社

臨床医なら必ず押さえておきたい呼吸器感染症の診かた、考え方を、呼吸器内科
の専門医・青島先生が Q＆A 形式でわかりやすく解説。呼吸器感染症診療はもと
より、呼吸器疾患全般を把握する力がつく一冊。

医学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎ 件名◎呼吸器病 アコ 312p
冊子版 978-4-498-13001-2 2020.06

*1031873839*
呼吸器診療 ANDS BOOK

医学

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 サコ
杏林大学呼吸器内科の診療 エッセンス＆パールズ。呼吸器診療の診断政略、見 515p
逃してはならない疾患を掬い上げるポイント、重要な身体所見・バイタルのとりかた、 冊子版 978-4-498-13044-9 2019.09
皿谷健
（さらや・たけし）
編著
中外医学社

滝澤始
（たきざわ・はじめ）
監修

診療に役立つ検査所見の知識などを収録する。

*1031137183*
781

呼吸器内科ただいま診断中 !
長尾大志
（ながお・たいし）
著
中外医学社

研修医や非専門医が、呼吸器領域の「病歴聴取～身体診察～検査～診断」の
流れを追体験できるよう簡潔に解説。エキスパートの目の付けどころや思考プロセ
スがわかる。

医学
同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 20,328円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 ナコ
293p
冊子版 978-4-498-13020-3 2015.10

*1031593966*
公衆衛生学 3版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
柳川洋
（やながわ・ひろし）
編集
中外医学社

萱場一則
（かやば・かずのり）
編集

コメディカルの専門職を目指す学生に向けて、公衆衛生学の様々な課題を理解す
るために必要な基礎的な事項を解説したテキスト。地域保健と医療制度、国際保
健、疫学概論、生活習慣病対策などを取り上げる。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎498 件名◎公衆衛生 ■コ 301p
冊子版 978-4-498-07672-3 2014.04

*1031593968*
骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 総論・上肢

医学

同時アクセス1 13,552円 + 税
同時アクセス3 27,104円 + 税
分類◎494.74 件名◎骨折 マコ 158p
1例1例が全て異なる骨折は、整形外科医と共通認識をもち、個別に治療プログラ 冊子版 978-4-498-06720-2 2015.10
松本正知
（まつもと・まさとも）
著
中外医学社

青木隆明
（あおき・たかあき）
監修

ムを立案することが大切。上肢の骨折を部位別に取り上げ、疫学、整形外科的な
治療の考え方、評価と運動療法についてまとめる。総論も解説する。

*1031593972*
骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 体幹・下肢

医学

同時アクセス1 15,488円 + 税
同時アクセス3 30,976円 + 税
分類◎494.74 件名◎骨折 マコ 199p
1例1例が全て異なる骨折は、整形外科医と共通認識をもち、個別に治療プログラ 冊子版 978-4-498-06722-6 2015.10
松本正知
（まつもと・まさとも）
著
中外医学社

青木隆明
（あおき・たかあき）
監修

ムを立案することが大切。体幹と下肢の骨折を部位別に取り上げ、疫学、整形外
科的な治療の考え方、評価と運動療法についてまとめる。

*1031593973*
骨折 ハンター レントゲン×非整形外科医

医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎494.74 件名◎骨折 マコ 378p
非整形外科医による非整形外科医のための、「診断 + 初期対応」だけにフォーカ 冊子版 978-4-498-16616-5 2019.10
増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
中外医学社

スした骨折本。複数の症例を疑似体験することで骨折線をイメージできるように構成
し、診断後のマネジメントも記載する。

*1031137186*
産科グリーンノート

医学

長谷川潤一
（はせがわ・じゅんいち）
編著
中外医学社

鈴木直
（すずき・なお）
編著

産科領域に特化し、健診で確認するべき事項や検査、母児に起こりうる異常、入
院での管理や分娩時の外科手術など、周産期の医療に携わる医師やスタッフに必
須の知識をコンパクトにまとめる。図表も豊富に掲載。

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 ■サ
464p
冊子版 978-4-498-06096-8 2019.11

*1031340576*
産科麻酔の疑問 Q＆A60

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 ■サ
麻酔科医のための産科麻酔入門書。妊婦の麻酔前評価、帝王切開術、無痛分娩、 227p
妊娠中の手術、産褥期の管理、産科救急など、知っておくべき産科麻酔に関する 冊子版 978-4-498-06098-2 2019.11
大嶽浩司
（おおたけ・ひろし）
監修
中外医学社

上嶋浩順
（うえしま・ひろのぶ）
編集

知識とノウハウをQ＆A 形式で紹介する。

*1031340573*
782

時間がなくても、お金がなくても、英語が苦手でも、論文を
書く技法 臨床医による臨床医のための3Step 論文作成術

医学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
木下晃吉
（きのした・あきよし）
著
分類◎490.7 件名◎医学論文 キジ
中外医学社
146p
研究テーマを見つけるためのビジネス思考、論文の「型」の習得、クラウドの活用…。 冊子版 978-4-498-04838-6 2016.04

臨床医が、限られた時間のなかで効率的に英語の医学論文を書く技法を紹介する。

湿潤療法の考え方 , 使い方

*1031593974*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎創傷 イシ 81p
湿潤療法の歴史から治療、予防まで幅広くまとめた一冊。皮膚の構造と治癒過程、 冊子版 978-4-498-06374-7 2020.06
入江康仁
（いりえ・やすひと）
著
中外医学社

創傷被覆材の種類、軟膏剤、消毒剤、ドレナージの概念の重要性、処置後に処
方したい薬などについて解説し、症例も多数呈示する。

*1031983479*
実践高次脳機能障害のみかた

医学

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
分類◎493.73 件名◎高次脳機能障害
神経心理学や高次脳機能障害学の領域について、さまざまな症候のイメージをつ コジ 264p
かみ、その本質を理解できるように解説したテキスト。背景にある歴史的・理論的 冊子版 978-4-498-32844-0 2019.12
小林俊輔
（こばやし・しゅんすけ）
編著
中外医学社

な枠組みも説明。動画・音声資料が視聴できるシリアルコード付き。

*1031434086*
実践多職種連携教育

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学教育 コジ
他職種と医療現場の課題を知り、多職種連携教育を進めよう!「他職種の業務とは」 286p
「どのような連携が必要か」「どのような連携教育があるのか」などをわかりやすく 冊子版 978-4-498-10912-4 2020.02
駒澤伸泰
（こまざわ・のぶやす）
編著
中外医学社

寺崎文生
（てらさき・ふみお）
監修

解説する。学ぶ側にも教える側にも資するテキスト。

*1031616229*
周産期遺伝カウンセリングマニュアル 改訂3版

医学

同時アクセス1 24,420円 + 税
同時アクセス3 48,840円 + 税
分類◎ 件名◎出生前診断 ■シ 216p
周産期医療の現場で遭遇することのある疾患について、実際の遺伝カウンセリン 冊子版 978-4-498-16006-4 2020.05
関沢明彦
（せきざわ・あきひこ）
編著
中外医学社

佐村修
（さむら・おさむ）
編著

グの場を想定して解説。高年妊娠の遺伝カウンセリング、染色体異常スクリーニ
ング法なども収録。取り外せる遺伝カウンセリング資料付き。

*1031814525*
小児心電図 ハンドブック Handbook of Pediatric ECG

医学

同時アクセス1 13,552円 + 税
同時アクセス3 27,104円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 タシ
小児心電図について、
その特徴、正しいとり方といった基本や、異常波形の見分け方、 189p
不整脈解説などの項目に分けて、豊富な心電図とともにわかりやすく説明。ペースメー 冊子版 978-4-498-14528-3 2013.09
高木純一
（たかぎ・じゅんいち）
編著
中外医学社

カー心電図についても触れる。

*1031593975*
消化器内科グリーンノート
木下芳一
（きのした・よしかず）
編著
中外医学社

消化器内科の若手医師にとって必要な情報を集約したコンパクトマニュアル。診
断や治療に用いられる手技や薬剤などの解説のほか、救急外来の消化器疾患へ
の基本的な対応、各消化器疾患の診療方法を掲載する。

医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 23,232円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 キシ
481p
冊子版 978-4-498-14044-8 2016.11

*1031593976*
783

触れてわかる腰痛診療 画像でわからない痛みをみつけて治療する
井須豊彦
（いす・とよひこ）
編著
中外医学社

金景成
（きん・きょんそん）
編著

手で身体に触れることで、患者の痛みの本質が見える腰痛診療のノウハウを、専
門医でなくてもわかるように、豊富なイラストでわかりやすく解説。腰痛を和らげる理
学療法の実際も、豊富な写真で紹介する。

医学
同時アクセス1 6,776円 + 税
同時アクセス3 13,552円 + 税
分類◎493.6 件名◎腰痛 ■フ 95p
冊子版 978-4-498-05472-1 2015.07

*1031593977*
寝ころんで読む傷寒論・温熱論

医学

入江祥史
（いりえ・よしふみ）
著
中外医学社

漢方処方の基本を学ぶための最良のテキスト「傷寒論」と、初期に悪寒を伴わ
ない温病のテキスト「温熱論」の原文を意訳して平易に解説する。『漢方研究』
連載を書籍化。

同時アクセス1 6,292円 + 税
同時アクセス3 12,584円 + 税
分類◎490.9 件名◎傷寒論 イネ 224p
冊子版 978-4-498-06918-3 2017.01

*1031593978*
心臓カテーテル 室スタッフマニュアル 改訂第2版

医学

同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎492.12 件名◎心臓カテーテル ■
カテーテル検査室で働く医師、コメディカルのスタッフに必要な知識をまとめる。心 シ 209p
臓カテーテル検査の準備から、必要な手技、カテーテルの種類、各検査、合併 冊子版 978-4-498-13621-2 2013.03
平山篤志
（ひらやま・あつし）
編集
中外医学社

症とその予防、各治療法、併存症の術前・術後管理までを解説。

*1031593979*
心臓リハビリテーションmini

医学

安達仁
（あだち・ひとし）
編著
中外医学社

心疾患の総合的なマネージメント法である心臓リハビリテーションの要点を、「患
者への説明」「入院中の心臓リハビリテーション」「良く使われる処方薬と副作用」
などに分けて簡潔に解説。

同時アクセス1 7,744円 + 税
同時アクセス3 15,488円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 アシ
204p
冊子版 978-4-498-06706-6 2009.09

*1031593980*
心電図のはじめかた

医学

杉山裕章
（すぎやま・ひろあき）
著
中外医学社

大のニガテから「心電図の壁」を乗り越えた新進気鋭の著者による、優しさあふ
れる“ 次につながる” 入門書。難しく構えがちな心電図のイロハについて、語りかけ
るレクチャー・スタイルで丁寧に解説する。

同時アクセス1 6,292円 + 税
同時アクセス3 12,584円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 スシ
199p
冊子版 978-4-498-03792-2 2017.02

*1031593981*
心電図の読み “ 型 ” 教えます!

Mastering ECG with“Sugiyama's Library”

Season2

杉山裕章
（すぎやま・ひろあき）
著
中外医学社

心電図・不整脈界の若き“ 匠 ”・Dr.ヒロが心電図の読みと所見の考え方を、症例
を挙げながら明快に解説。Season2は『ケアネット』連載の第14～29回を単行本化。
心電図画像をダウンロードできるコード付き。

心電図 ハンター 心電図×非循環器医 1 胸痛 / 虚血編

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 30,800円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 スシ
156p
冊子版 978-4-498-13702-8 2020.03

*1031616231*
医学

同時アクセス1 20,900円 + 税
同時アクセス3 41,800円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 マシ
循環器専門医から「もっと早く呼びなさい」「これは緊急じゃない」と言われたこと 221p
のある非循環器医に向けて、判断に迷う心電図の読み方とその後の対応を解説。 冊子版 978-4-498-03790-8 2016.09
増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
中外医学社

1では、胸痛 / 虚血を取り上げる。

*1031593982*
784

心電図教えてノート チームでモニター事故を予防する! 改訂2版
冨田晴樹
（とみた・はるき）
著
中外医学社

富永あや子
（とみなが・あやこ）
著

心電図の波形の読み方をシンプルかつ分かりやすく解説。また、安全な心電図モ
ニター管理を院内で統一するために有効なアプローチを紹介する。CLINICAL
QUESTIONなどを加えた改訂2版。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎492.123 件名◎心電図 トシ
114p
冊子版 978-4-498-07681-5 2020.03

*1031616232*
心不全治療薬の考え方 , 使い方
大石醒悟
（おおいし・しょうご）
編集
中外医学社

北井豪
（きたい・たけし）
編集

心不全の治療薬のエビデンスを整理するとともに、病態に合わせた考え方・使い
方を臨床の場で使いやすいようまとめる。併存症、ポリファーマシーもとりあげ、海
外留学に関するコラムなども収録。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 ■シ
295p
冊子版 978-4-498-13658-8 2019.10

*1031274461*
新型コロナウイルスCOVID-19特講
Dr. 岡の感染症 ディスカバリーレクチャー

医学

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 28,600円 + 税
分類◎ 件名◎新型コロナウイルス感染症
オシ 153p
感染症専門医であるDr. 岡による新型コロナウイルス対策の羅針盤。疫学・病態 冊子版 978-4-498-02132-7 2020.07
岡秀昭
（おか・ひであき）
編著
中外医学社

に関する知見、診断・治療・マネジメントのノウハウなどを解説し、専門医同士
の症例検討も収載する。「CareNeTV」の番組を元に単行本化。

新心臓血管外科テキスト

TEXTBOOK OF CARDIOVASCULAR SURGERY

安達秀雄
（あだち・ひでお）
編集
中外医学社

小野稔
（おの・みのる）
編集

来たるべき、新・専門医制度時代の羅針盤。専門医をめざす医師のために、心
臓血管外科の標準的な最新知識を多くのエキスパートたちが解説する。心臓血管
外科領域で活躍するスタッフらにも役立つ。

人間発達学 改訂5版

〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
福田恵美子
（ふくだ・えみこ）
編集
中外医学社

人間発達の概念およびライフステージにおける生活活動の発達過程、姿勢調整等
の機能別発達過程について、身体的・精神的発達に視点を置いて解説。人間発
達学の基本枠をコンパクトに示したテキスト。巻末に「発達里程標」付き。

人工心肺 ハンドブック 改訂3版
山口敦司
（やまぐち・あつし）
著
中外医学社

百瀬直樹
（ももせ・なおき）
著

人工心肺は、文字通り人工的に心臓と肺の機能を代行する装置であり、究極の生
命維持装置といえる。人工心肺運転のエキスパートが、体外循環の理論と現場
でのノウハウを豊富なビジュアルで解説。

*1031983482*
医学
同時アクセス1 53,240円 + 税
同時アクセス3 106,480円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓外科 ■シ
822p
冊子版 978-4-498-03914-8 2016.10

*1031593997*
医学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎491.35 件名◎人体 ■ニ 290p
冊子版 978-4-498-07692-1 2019.03

*1031593969*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎ 件名◎人工心肺 ヤジ 259p
冊子版 978-4-498-03918-6 2020.08

*1032310418*
水浸法による無痛大腸内視鏡挿入マニュアル

医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎492.14 件名◎腸－検査法 ゴス
きわめて苦痛の少ない大腸内視鏡挿入法「水浸法」に最適化した挿入技術「ワ 190p
ンパターンメソッド」を紹介する。水浸法、ワンパターンメソッドを成功しやすくする 冊子版 978-4-498-04180-6 2016.04
後藤利夫
（ごとう・としお）
著
中外医学社

テクニックも公開。動画が見られるURL 付き。

*1031593983*
785

世界一やさしい ! 尿路結石の本
Evan R.Goldfischer 著
中外医学社

柴垣有吾
（しばがき・ゆうご）
監修

腎尿路結石の診療に携わってきた経験豊かな著者が、自ら尿路結石を患った経験
を元に医師と患者の両目線で書いた、尿路結石の攻略本。診療から治療・ケア,
予防方法までを網羅し、明快にわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎ 件名◎尿結石 ゴセ 182p
冊子版 978-4-498-22452-0 2020.06

*1031983481*
生理学 3版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
黒澤美枝子
（くろさわ・みえこ）
編集
中外医学社

長谷川薫
（はせがわ・かおる）
編集

コメディカル医療を目指す人のための生理学テキスト。神経、筋、運動、感覚か
ら、内分泌、血液、循環、呼吸、消化・吸収、体温、排泄機能まで、人体の生
理機能の基礎を図を多用してわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 12,870円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎491.3 件名◎生理学 ■セ 325p
冊子版 978-4-498-07656-3 2012.03

*1031593970*
精神科外来処方 navi

医学

同時アクセス1 4,356円 + 税
同時アクセス3 8,712円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 オセ
研修医、若手精神科医師、一般医師、看護師、薬剤師などが診療現場でさっと 79p
参照できるよう、精神科外来でよくみられる疾患について、処方のポイントやエビデ 冊子版 978-4-498-12982-5 2016.06
大森哲郎
（おおもり・てつろう）
編著
中外医学社

ンス、ピットフォールを平易かつコンパクトにまとめる。

*1031593984*
絶対成功する腎不全・PD 診療 TRC

治療を通じて人生を形作る医療とは 第2版
石橋由孝
（いしばし・よしたか）
監修・編著
中外医学社

上條由佳
（かみじょう・ゆか）
編著

慢性腎不全患者の長期生存が現実となったいま、医療者はいかにして患者の QOL
を高めるための支援を行うべきか。人文知や精神医学・神経科学の知見を導入し、
腎不全患者の精神心理・社会生活面を含めた診療の視点を記述する。

大人の発達障害診療マニュアル

7つのステップでわかる大人の ASD・ADHD

姜昌勲
（きょう・まさのり）
著
中外医学社

正しく知る、情報を集める、診断する、見逃さない・間違わない…。ASDを含んだ「大
人の発達障害」を診るために必要な「正しい知識」と「少しのコツ」を7つのステッ
プにまとめる。

誰も教えてくれなかった癌臨床試験の正しい解釈
里見清一
（さとみ・せいいち）
著
中外医学社

吉村健一
（よしむら・けんいち）
監修

非劣性試験とは何か ? 予後因子と予測因子が意味するものとは? 癌臨床試験を計
画立案し、実施し、結果を解釈し、実臨床に活かすという各プロセスにおいて重
要な統計的考え方のエッセンスをまとめる。

医学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.93 件名◎腹膜透析 ■ゼ
217p
冊子版 978-4-498-22429-2 2019.11

*1031274466*
医学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎493.76 件名◎発達障害 キオ
123p
冊子版 978-4-498-12970-2 2014.07

*1031593985*
医学
同時アクセス1 10,648円 + 税
同時アクセス3 21,296円 + 税
分類◎494.53 件名◎癌 サダ 242p
冊子版 978-4-498-02250-8 2011.10

*1031593986*
糖尿病療養指導グリーンノート

医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■ト
糖尿病の療養指導を行ううえで欠かすことのできない基礎知識、病態把握、他科と 447p
の連携、患者ケアなどのポイントを簡明に解説する。臨床現場で役立つ実践的な 冊子版 978-4-498-12384-7 2019.09
寺内康夫
（てらうち・やすお）
編集
中外医学社

白川純
（しらかわ・じゅん）
編集

内容を含んだポケットサイズのマニュアル。

*1031137184*
786

頭が毒入りリンゴになったわかものと王国の話
土井由紀子
（どい・ゆきこ）
絵
中外医学社

岩田健太郎
（いわた・けんたろう）
作

毒入りリンゴのせいで、たくさんの人の頭がリンゴになった。ある国の王様は大臣
やセンモンカたちを呼んでカイギを開き、対策を考えるが…。感染症という現象の
奇妙さや面白さ、それに対峙する人間の様子を描いた絵本。

医学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎ E 件名◎感染症 ドア 31p
冊子版 978-4-498-04800-3 2010.12

*1031629232*
頭痛 Headaches 〈神経内科 Clinical Questions ＆ Pearls〉
清水利彦
（しみず・としひこ）
編集
中外医学社

神経内科のエキスパートを目指す医師の指針となるテキスト。頭痛の分類や頭痛
診療の手順などをまとめた頭痛診療総論を掲載し、頭痛診療に関係する多くの問題
について、第一線で活躍している医師らがわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 13,552円 + 税
同時アクセス3 27,104円 + 税
分類◎493.74 件名◎頭痛 ■ズ 326p
冊子版 978-4-498-22862-7 2016.05

*1031593987*
動画で学ぶ ! 婦人科腹腔鏡手術トレーニング
手術経験数より大事なトレーニング法を知る

磯部真倫
（いそべ・まさのり）
編著
中外医学社

ボックストレーニング、SNSを使った遠隔トレーニングなど、婦人科腹腔鏡手術手
技をスキルアップするためのメソッドをWeb 動画付きでわかりやすく伝授。環境整備、
解剖など術前の準備や指導のポイントも解説する。

内科学 改訂7版 〈コメディカルのための専門基礎分野テキスト〉
北村諭
（きたむら・さとし）
編集
中外医学社

坂東政司
（ばんどう・まさし）
編集

コメディカルのための内科学のテキスト。各疾患の診断や治療のポイントなど、必
要にして充分な内科学の知識を箇条書きにしてコンパクトにまとめる。新たなガイド
ラインや治療薬、最新の知見や診断・治療法を加えた改訂7版。

医学
同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 58,080円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 イド 236p
冊子版 978-4-498-16004-0 2020.05

*1031814526*
医学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ■ナ 427p
冊子版 978-4-498-07696-9 2020.04

*1031670338*
内科初診外来ただいま診断中 !

医学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 シナ 194p
内科初診外来における症候や症状で診断が想起できない場合、どのようなアプロー 冊子版 978-4-498-02086-3 2020.04
鋪野紀好
（しきの・きよし）
著
中外医学社

チを行うべきか、具体的な診断戦略を挙げながら、分析的かつわかりやすく解説。
研修医だけでなく専攻医～指導医レベルの医師にも役立つ一冊。

*1031670353*
難治性皮膚疾患の治療テクニック
河合修三
（かわい・しゅうぞう）
著
中外医学社

アトピー性皮膚炎、痒疹、足白癬など123の難治性皮膚疾患を取り上げ、達人の
治療法を伝授。発症機序・治療方針の図版、症例経過画像のデジタルデータの
アクセスキー付き。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 カナ 197p
冊子版 978-4-498-06372-3 2019.11

*1031434088*
認知症 Dementia 〈神経内科 Clinical Questions ＆ Pearls〉
高尾昌樹
（たかお・まさき）
編集
中外医学社

神経内科のエキスパートを目指す医師の指針となるテキスト。認知症診療や基礎
研究の第一人者として活躍する医師らが、認知症の診断、治療、日常診療におけ
るポイントや BPSDを中心とする対応などをわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 15,488円 + 税
同時アクセス3 30,976円 + 税
分類◎493.75 件名◎認知症 ■ニ
435p
冊子版 978-4-498-12986-3 2016.12

*1031593988*
787

認知症に伴う生活習慣病・身体合併症

実臨床から考える治療と対応
川畑信也
（かわばた・のぶや）
著
中外医学社

高血圧、糖尿病、透析、排尿障害、骨粗鬆症、肺炎・誤嚥性肺炎…。認知症
に伴う生活習慣病・身体合併症の治療の考え方、治療薬選択について会話形式
で解説。認知症診療における法律問題などにも触れる。

脳血流量は語る かくれた謎をひも解く
菅野巖
（かんの・いわお）
著
中外医学社

脳血流量は、わたしたちの “ 無意識 ” の感情までつぶやく、雄弁な表現者。脳を支
える脳血流量の役割を理解できるよう、平易に説明する。脳血流量の測定法と調
節機序のエッセンスも解説。

医学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 カニ
215p
冊子版 978-4-498-22916-7 2019.11

*1031340574*
医学
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎脳 カノ 198p
冊子版 978-4-498-32840-2 2020.07

*1032310414*
脳卒中診療 こんなときどうするQ＆A 第2版
棚橋紀夫
（たなはし・のりお）
編集
中外医学社

北川泰久
（きたがわ・やすひさ）
編集

脳血管障害の分類・疫学、診断・検査、重症度、救急処置、脳梗塞の慢性期
治療など、脳卒中診療に関わる問題を題材として取り上げ、それぞれの課題につい
て問答形式で解説する。脳卒中治療ガイドラインの改訂に対応した第2版。

医学
同時アクセス1 20,328円 + 税
同時アクセス3 40,656円 + 税
分類◎493.73 件名◎脳卒中 ■ノ 388p
冊子版 978-4-498-12841-5 2012.03

*1031593989*
肺炎の診かた, 考えかた

医学

同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 18,392円 + 税
分類◎493.38 件名◎肺炎 イハ 242p
安易に考えず、結論に至る道筋を大事にすることで、どんな変化球にも対応できる 冊子版 978-4-498-13026-5 2016.04
伊藤功朗
（いとう・いさお）
著
中外医学社

－。若手の医師を主な対象として、「新しい時代の肺炎診療の基本的な在りかた」
について順序立てて解説する。

*1031593990*
肺癌の画像診断と病理 第2版
櫛橋民生
（くしはし・たみお）
編著
中外医学社

野口雅之
（のぐち・まさゆき）
編著

肺癌診断に不可欠な画像診断の種々の特徴を「典型的な肺癌」「転移性肺癌」
などの項目に分けて、ポイントを絞ったテーマごとに解説。さらに、画像診断上必
須の病理組織学的な知識も紹介する。

医学
同時アクセス1 20,328円 + 税
同時アクセス3 40,656円 + 税
分類◎493.385 件名◎肺癌 ■ ハ 207p
冊子版 978-4-498-03177-7 2012.04

*1031593991*
肺癌診療マニュアル

医学

江口 , 研二
中外医学社

今日における肺癌の最新の診断と治療の実際を中心に、わが国の第一人者が解説
した臨床書の決定版。

同時アクセス1 30,360円 + 税
同時アクセス3 60,720円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-498-03162-3

2006

*1031593992*
肺癌薬物療法レジメン がん研有明病院のプラクティス

医学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎ 件名◎肺癌 ■ ハ 103p
肺癌薬物療法について、見開き2ページで解説。巻末に具体的な投与例も収載する。 冊子版 978-4-498-13102-6 2020.07
柳谷典子
（やなぎたに・のりこ）
編集
中外医学社

長谷川司
（はせがわ・つかさ）
編集

がん研呼吸器内科で使っているレジメン、支持療法、減量法、投与中止基準など
をまとめたマニュアルを書籍化。

*1032310417*
788

肺高血圧症診療 ハンドブック

医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎493.38 件名◎肺高血圧症 ハハ
肺高血圧症診療のすべてをまとめたハンドブック。肺高血圧診療の歴史、WHO 199p
グループ 別の診断・治療指針、将来展望などを解説し、ガイドラインにも書かれて 冊子版 978-4-498-13660-1 2020.02
波多野将
（はたの・まさる）
編著
中外医学社

いないような最新のトピックスやエキスパートオピニオンも盛り込む。

*1031533332*
不妊症・不育症診療 その伝承とエビデンス

医学

同時アクセス1 39,600円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎495.48 件名◎不妊症 シフ 780p
熟練の専門家のみが知っている、経験に裏付けられた知識や技術とは。不妊症・ 冊子版 978-4-498-16000-2 2019.11
柴原浩章
（しばはら・ひろあき）
編著
中外医学社

不育症診療のエキスパートが、ぜひ伝えたいと思うテーマを執筆。最新の EBMも
踏まえた、診療や治療・ケアの技術の英知が満載。

*1031340575*
本当にあった医学論文 The Incredible Medical Paper

医学

同時アクセス1 5,566円 + 税
同時アクセス3 11,132円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 クホ
「70年も心臓の中に残っていた弾丸」
「床に落ちた食べ物は安全か ?」
「ハリー・ポッ 150p
ターの頭痛を真面目に診断してみた」「ゴキブリの抽出物ががんに効く!?」など、 冊子版 978-4-498-04820-1 2014.11
倉原優
（くらはら・ゆう）
著
中外医学社

実在する世界のトンデモ医学論文を紹介する。

*1031593993*
本当にあった医学論文 The Incredible Medical Paper 3

医学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 9,680円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学論文 クホ
「生きた魚が丸ごとのどに詰まった男性」「遊園地で遊ぶと腰痛がやわらぐ?」「おな 137p
かの手術をしたらガムを嚙もう」…。実在するふしぎな医学論文を紹介する第3弾。 冊子版 978-4-498-04834-8 2016.04
倉原優
（くらはら・ゆう）
著
中外医学社

*1031593994*
未来型血液治療学
小松則夫
（こまつ・のりお）
編集
中外医学社

血液領域の治療は日進月歩の進歩を遂げている。鉄欠乏性貧血、急性骨髄性白
血病、急性リンパ性白血病、特発性血小板減少性紫斑病などの最新の治療法を
解説し、近未来の治療薬や治療法も紹介する。

医学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎493.17 件名◎血液病 ■ミ 285p
冊子版 978-4-498-22518-3 2019.10

*1031274462*
明日のアクションが変わるICU 輸液力の法則

医学

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 35,640円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸液 カア 328p
集中治療医を志す若手医師だけでなく、急性期の輸液・循環管理に携わるすべて 冊子版 978-4-498-16612-7 2019.09
川上大裕
（かわかみ・だいすけ）
著
中外医学社

の医師に向けた、「輸液力」を高めるためのテキスト。輸液と循環管理の基本、
輸液管理の実際とプロトコールを、図を交えて解説する。

*1031137182*
目からウロコ! 外科医のための感染症のみかた, 考えかた
岩田健太郎
（いわた・けんたろう）
著
中外医学社

感染症が理解できれば、オペもはかどる! 感染症診療の大原則や各科でよく診る感
染症のピットフォールについて、わかりやすい語り口で解説。外科医・窪田忠夫との
対談「外科と感染症のはざまで」も収録。

医学
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 37,400円 + 税
分類◎494 件名◎外科学 イメ 219p
冊子版 978-4-498-05044-0 2015.03

*1031593995*
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立体模型でよくわかる腋窩郭清ビジュアルテキスト
萬谷京子
（よろずや・きょうこ）
著
中外医学社

著者自身が長年の臨床の現場で乳腺外科専門医の立場で抱いた20の疑問を挙
げ、腋窩立体模型・術中写真を活用しながら解剖と手術操作を解説した、乳癌手
術のバイブル。血管・神経の見つけ方、温存法のコツなどにも言及する。

医学
同時アクセス1 11,132円 + 税
同時アクセス3 22,264円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 ヨリ 105p
冊子版 978-4-498-02258-4 2015.07

*1031593996*
臨床研究アウトプット術
前田圭介
（まえだ・けいすけ）
編著
中外医学社

室谷健太
（むろたに・けんた）
編著

臨床を研究に活かし、研究を臨床に活かすための知恵を伝授。志、デザイン、生
物統計、書き方、時間管理など、臨床研究にまつわるすべてを、臨床医・研究者
の両方向から解説する。分析に必要な技術も具体的に学べる。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎490.7 件名◎医学研究 ■リ
385p
冊子版 978-4-498-04878-2 2020.02

*1031616230*
喘息治療薬の考え方 , 使い方 ver.2
滝澤始
（たきざわ・はじめ）
著
中外医学社

一筋縄ではいかない喘息治療の極意をこの上なくわかりやすく、しかも実践的に解
説。患者個々の病態に応じた治療薬の使用法・ケアの方法を学べる。新規配合薬、
抗コリン薬、分子標的薬など、薬剤情報を追加。

医学
同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 36,960円 + 税
分類◎493.36 件名◎喘息 タゼ 399p
冊子版 978-4-498-13005-0 2020.03

*1031670344*
女性スポーツ診療 ハンドブック
平池修
（ひらいけ・おさむ）
編著
中外医学社

能瀬さやか
（のせ・さやか）
編著

女性がスポーツを快適かつ安全に行うための診療ガイド。ライフステージごとにみ
られる女性特有の問題とその対策法を示し、女性アスリート特有の健康問題、競
技特性別の傾向について、アンチ・ドーピングの概念も考慮して解説。

スポーツ、体育
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎ 件名◎スポーツ医学 ■ジ 196p
冊子版 978-4-498-16008-8 2020.07

*1031983484*
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築地書館
人生100年時代の医療・介護サバイバル
親と自分のお金・介護・認知症の不安が消える

中澤まゆみ
（なかざわ・まゆみ）
著
築地書館

自分自身と親が「長生きしても幸せ」な人生を送るためにはどうしたらいいのか。介
護保険などの制度を利用してケアのお金を賢く減らす方法、地域のケア資源の見
つけ方、介護離職を避ける方法などを紹介する。

月の科学と人間の歴史

ラスコー洞窟、知的生命体の発見騒動から火星行きの基地化まで

デイビッド・ホワイトハウス著
築地書館

西田美緒子
（にしだ・みおこ）
訳

古代エジプト、
イスラム、ルネサンスから近現代の科学者まで、無数の人びとを魅了し、
科学研究を動機付けてきた月。天文学への造詣の深い著者が、先史時代から現
代までの、神話から科学研究までの、人間と月との関係を描く。

海岸と人間の歴史 生態系・護岸・感染症

社会
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎364.4 件名◎介護保険 ナジ
254p
冊子版 978-4-8067-1587-0 2019.09

*1031272458*
天文学、宇宙科学
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎446 件名◎月 ホツ 402p
冊子版 978-4-8067-1597-9 2020.03

*1031843698*
地球科学、地学

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎ 件名◎海岸 ピカ 322p
砂採掘、海岸防護構造物、漂着ごみ、細菌汚染…。海岸地質学者である著者ら 冊子版 978-4-8067-1602-0 2020.06

オーリン・H.ピルキー著
築地書館

J. アンドリュー・G.クーパー著

が、世界の砂浜に見られる様々な環境問題を、背景や原因を含めてわかりやすく説
明。このまま何もしなければ必ず訪れる厳しい浜の未来に警鐘を鳴らす。

*1032279958*
人の暮らしを変えた植物の化学戦略 香り・味・色・薬効
黒柳正典
（くろやなぎ・まさのり）
著
築地書館

植物が自身の生存のために作り出した二次代謝による化学物資。香り、味、色、
そして薬効など、人の暮らしにさまざまな恩恵を与えてきた植物を、化学の視点で解
き明かす。

植物学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎471.4 件名◎植物化学 クヒ
293p
冊子版 978-4-8067-1596-2 2020.03

*1031843697*
オオカマキリと同伴出勤 昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走

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◎ 件名◎昆虫 モオ 192p
小さくて刺激的な昆虫の世界をファインダー越しに捉えたい! 昆虫少年だった著者が、 冊子版 978-4-8067-1604-4 2020.08
森上信夫
（もりうえ・のぶお）
著
築地書館

昆虫写真家とサラリーマンとの二足のわらじで生き物相手に大奮闘する姿を綴る。
写真も多数掲載。

*1032279960*
海の極小 ! いきもの図鑑 誰も知らない共生・寄生の不思議

動物学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎海洋動物 ホウ 173p
東京の海で見つけた、コケムシやゴカイ、カラフルなウミウシにホヤ、イノチヅナ 冊子版 978-4-8067-1599-3 2020.06
星野修
（ほしの・おさむ）
著
築地書館

アミヤドリ、そして新種のヨコエビ類…。捕食、子育て、共生・寄生など、海中
の小さないきものたちの驚くべき生態を紹介する。

*1032279955*
魚の自然誌 光で交信する魚、狩りと体色変化、フグ毒とゾンビ伝説

動物学

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎487.51 件名◎魚類 スサ 364p
魚の進化・分類の歴史、紫外線ライトで見る不思議な海の世界、群れ、音、色、狩り、 図版8枚
毒、魚の知性…。世界の海を潜り、さまざまな魚に出会ってきた海洋生物学者が、 冊子版 978-4-8067-1594-8 2020.01
ヘレン・スケールズ 著
築地書館

林裕美子
（はやし・ゆみこ）
訳

自らの体験を交えつつ、魚にまつわるさまざまな疑問に答える。

*1031843696*
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先生、大蛇が図書館をうろついています!

〈鳥取環境大学の森の人間動物行動学〉

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
小林朋道
（こばやし・ともみち）
著
分類◎481.78 件名◎動物－習性 コセ
築地書館
180p
コウモリは洞窟の中で寝る位置で争い、ヤギ 部のヤギ・クルミがリーダーシップを 冊子版 978-4-8067-1598-6 2020.04

発揮し、森のアカハライモリは台風で行方不明に! 自然豊かな大学を舞台に起こ
る動物と人間をめぐる事件の数々を人間動物行動学の視点で描く。

おひとりさまでも最期まで在宅

平穏に生きて死ぬための医療と在宅ケア

第3版

中澤まゆみ
（なかざわ・まゆみ）
著
築地書館

最期まで自分らしく生き、自分らしく旅立つための在宅医療と在宅ケア。その上手な
利用の仕方を、徹底した取材と豊富な事例をもとに、本人と介護家族のニーズに
合わせてガイドする。ACPについて大幅に加筆した第3版。

大豆と人間の歴史

満州帝国・マーガリン・熱帯雨林破壊から遺伝子組み換えまで

*1031843699*
医学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎在宅医療 ナオ 239,31p
冊子版 978-4-8067-1600-6 2020.06

*1032279956*
農業

同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎619.6 件名◎だいず
（大豆）
－歴史
デダ 376p
人類が初めて手にした戦略作物、大豆。肥料・飼料、食品・産業素材などとして 冊子版 978-4-8067-1589-4 2019.10

クリスティン・デュボワ著
築地書館

和田佐規子
（わだ・さきこ）
訳

広く使われ、世界中で膨大な量が栽培・取引されている。大豆が人間社会に投げ
かける光と影、グローバル・ビジネスと社会環境被害の実態を描き出す。

半農半林で暮らしを立てる 資金ゼロからの Iターン田舎暮らし入門
市井晴也
（いちい・はるや）
著
築地書館

米作りで分かったこと分からないこと、森林組合の仕事、にわか大工の奮闘…。新
潟の森林組合に飛び込んで、炭焼きを始めて25年。米作りと魚沼杉の育成・生産
で山村生活を送る著者が、4月から3月までの月ごとの生活を綴る。

*1031272460*
農業
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎611.98 件名◎農村 イハ 203p
冊子版 978-4-8067-1595-5 2020.03

*1032279954*
オーガニック植木屋の剪定術 鳥・虫・草木と楽しむ

園芸

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎627.7 件名◎庭木 ■オ 189p
無農薬・無化学肥料。除草剤なし! 生き物のにぎわいのある庭をつくろう－。庭木と 冊子版 978-4-8067-1588-7 2019.09

ひきちガーデンサービス著
築地書館

して人気の高い92種の樹木を取り上げ、それぞれの特徴をいかしつつ、病害虫に
かかりにくい手入れ法を写真とともに解説する。

*1031272459*
樹に聴く 香る落葉・操る菌類・変幻自在な樹形

林業

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎653.7 件名◎広葉樹 セキ 283p
森をつくる樹木は、どのようにして生き延び、種の多様性を生み出しているのか。日 冊子版 978-4-8067-1590-0 2019.10
清和研二
（せいわ・けんじ）
著
築地書館

本の森で見られる12種の植物を生育場所で分類し、種子発芽のシグナルから、
人の暮らしとの関わりまで、緻密なイラストとともに紹介する。

*1031272461*
植栽による択伐林で日本の森林改善 樹冠の働きと量から考える
梶原幹弘
（かじはら・みきひろ）
著
築地書館

日本の森林の変化を調査・研究してきた著者が、皆伐林から択伐林への転換の道
筋を示す。天然更新によらず、植栽による択伐林づくりへの新たな理解を深め、木
材生産と環境保全機能を両立させる森林のあり方を解説する。

林業
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎森林施業 カシ 165p
冊子版 978-4-8067-1601-3 2020.06

*1032279957*
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地域林業のすすめ

林業先進国オーストリアに学ぶ地域資源活用のしくみ

青木健太郎
（あおき・けんたろう）
編著
築地書館

植木達人
（うえき・たつひと）
編著

林業先進国オーストリアにおける小規模林業と地域に根差す林産業の実態、森林
資源活用の仕組みを紹介。日本の農山村が、地域の自然資源を活かして経済的
に自立するための実践哲学を示す。

林業
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ 件名◎林業－オーストリア ■チ
207p
冊子版 978-4-8067-1603-7 2020.07

*1032279959*

793

ＤＢジャパン
テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2014
DBジャパン編集
DBジャパン

2014年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1725冊を採録
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせやお話会、学校の授業など、用途
に沿った絵本選びに最適。

図書、書誌学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ R028.09 件名◎絵本－書誌 ■
テ 391,30,25p
冊子版 978-4-86140-067-4 2020.01

*1031458214*
テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2017
DBジャパン編集
DBジャパン

2017年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1714冊を採録
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせ会やお話会、学校の授業など、用
途に沿った絵本選びに最適。

図書、書誌学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎絵本－書誌 ■テ
401,33,19p
冊子版 978-4-86140-100-8 2020.06

*1032019507*
いぬの絵本いっぱい ! キッパー、ころわん、ダック、富士号…

文学

同時アクセス1 3,795円 + 税
同時アクセス3 5,692円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－索引 ■イ
1953年～2015年の63年間に日本国内で刊行された絵本全般の中から物語形式に 100,32p
なっている絵本1019冊に主要キャラクターとして登場するいぬ1184匹を収録。採 冊子版 978-4-86140-084-1 2020.05
DBジャパン編集
DBジャパン

録作品名一覧付き。

*1032019509*
テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2013

文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－書誌 ■テ
2013年に国内で刊行された児童文学の中から1295冊を採録して、テーマ・ジャン 347,104,9p
ル別に分類。テーマ展示や読書感想文など、用途に合わせた児童文学選びに最適。 冊子版 978-4-86140-098-8 2020.06
DBジャパン編集
DBジャパン

*1032019496*
テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2014

文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－書誌 ■テ
2014年に国内で刊行された児童文学の中から1320冊を採録して、テーマ・ジャン 351,105,17p
ル別に分類。テーマ展示や読書感想文など、用途に合わせた児童文学選びに最適。 冊子版 978-4-86140-086-5 2020.04
DBジャパン編集
DBジャパン

*1032019497*
テーマ・ジャンルからさがす児童文学 2018

文学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎児童文学－書誌 ■テ
2018年に国内で刊行された児童文学の中から1201冊を採録して、テーマ・ジャン 315,97,12p
ル別に分類。テーマ展示や読書感想文など、用途に合わせた児童文学選びに最適。 冊子版 978-4-86140-092-6 2020.05
DBジャパン編集
DBジャパン

*1032019498*
テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2016

文学

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎ R028.09 件名◎絵本－書誌 ■
2016年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1671冊を採録 テ 392,52p
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせや季節の行事など、用途に沿った 冊子版 978-4-86140-061-2 2019.09
DBジャパン編集
DBジャパン

絵本選びに最適。

*1031004493*
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テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2015
DBジャパン編集
DBジャパン

2015年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1524冊を採録
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせやお話会、学校の授業など、用途
に沿った絵本選びに最適。

文学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎ R028.09 件名◎絵本－書誌 ■
テ 354,30,19p
冊子版 978-4-86140-063-6 2019.10

*1031164247*
文学で「学ぶ / 身につく/ 力がつく」創作メソッド

〈ES BOOKS〉

榎本秋
（えのもと・あき）
著
DBジャパン

粟江都萌子
（あわえ・ともこ）
著

時代を越える文豪の技を学び、創作に生かす ! 長く人々に愛され、評価されてきた
日本文学（短編）を、作品を読み解くポイントや、エンタメに役立つポイントなど
とともに紹介。外国人作家の作品も取り上げる。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.7-2016.12-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2016年7～12月に日本国内で刊行されたライトノベル・ライト文芸計1385点を採録した、
テーマ・ジャンルから探せる索引。1は、乗り物、自然、場所、スポーツ、暮らしな
どがストーリー展開に関わっている作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.7-2016.12-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2016年7～12月に日本国内で刊行されたライトノベル・ライト文芸計1385点を採録した、
テーマ・ジャンルから探せる索引。2は、職業、人間関係、アイテム・能力などがストー
リー展開に関わっている作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.7-2015.12-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2015年7月～12月に日本で刊行された1451冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。1は、「ストーリー」「乗り物」な
ど8つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.7-2015.12-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2015年7月～12月に日本で刊行された1451冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。2は、「キャラクター・立場」「職
業」など5つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.1-2016.6-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2016年1月～6月に日本で刊行された1262冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。1には、
「ストーリー」「乗り物」「自然・
環境」など、8項目を収録する。

文学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎ 件名◎小説－作法 ■ブ 255p
冊子版 978-4-86140-106-0 2020.08

*1032326657*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ R910.31 件名◎ライトノベル－書
誌 ■テ 340,9p
冊子版 978-4-86140-071-1 2020.02

*1031629266*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ R910.31 件名◎ライトノベル－書
誌 ■テ 306,143,13p
冊子版 978-4-86140-072-8 2020.02

*1031629267*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
333,11p
冊子版 978-4-86140-102-2 2020.07

*1032019499*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
276,144,14p
冊子版 978-4-86140-103-9 2020.07

*1032019500*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
286,10p
冊子版 978-4-86140-080-3 2020.04

*1032019501*
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テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2016.1-2016.6-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2016年1月～6月に日本で刊行された1262冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。2には、
「キャラクター・立場」「職業」
「人間関係」など、5項目を収録する。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.1-2018.6-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2018年1月～6月に日本で刊行された1595冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。1には、
「ストーリー」「乗り物」「自然・
環境」など、8項目を収録する。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.1-2018.6-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2018年1月～6月に日本で刊行された1595冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。2には、
「キャラクター・立場」「職業」
「人間関係」など、5項目を収録する。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.7-2018.12-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2018年7月～12月に日本で刊行された1710冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。1は、「ストーリー」「乗り物」な
ど8つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2018.7-2018.12-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

2018年7月～12月に日本で刊行された1710冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・
ジャンル別に分類した図書館レファレンスツール。2は、「キャラクター・立場」「職
業」など5つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.1-2015.6-1 ストーリー/ 乗り物 /自然・環境 / 場所・建物・施設
/ 学校・学園・学生 / 文化・芸能・スポーツ/ 暮らし・生活 /ご当地もの

DBジャパン編集
DBジャパン

2015年1月～6月に日本で刊行された1332冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。1は、「ストーリー」「乗り物」など8
つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

テーマ・ジャンルからさがすライトノベル・ライト文芸

2015.1-2015.6-2
キャラクター・立場 / 職業 / 人間関係 / アイテム・能力 / 作品情報
DBジャパン編集
DBジャパン

796

2015年1月～6月に日本で刊行された1332冊のライトノベル・ライト文芸をテーマ・ジャ
ンル別に分類した図書館レファレンスツール。2は、「キャラクター・立場」「職業」
など5つのテーマ・ジャンルの作品を収録。

日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
280,127,13p
冊子版 978-4-86140-081-0 2020.04

*1032019502*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
342,10p
冊子版 978-4-86140-088-9 2020.05

*1032019503*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
154,13p
冊子版 978-4-86140-089-6 2020.05

*1032019504*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
303,11p
冊子版 978-4-86140-094-0 2020.06

*1032019505*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
253,167,15p
冊子版 978-4-86140-095-7 2020.06

*1032019506*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
315,11p
冊子版 978-4-86140-112-1 2020.08

*1032326655*
日本文学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎ライトノベル－書誌 ■テ
260,133,14p
冊子版 978-4-86140-113-8 2020.08

*1032326656*

東京書籍
コンピュータ、どうやってつくったんですか ?
はじめて学ぶコンピュータの歴史としくみ

総記

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
分類◎007.6 件名◎コンピュータ カコ
東京書籍
175p
どうしてコンピュータは0と1だけで複雑な計算ができるの ? そもそも数と数字の違いっ 冊子版 978-4-487-81189-2 2018.09

てなに? 理系男子とヘンテコな妖精の対話形式で、コンピュータの歴史としくみを
わかりやすく解説する。

哲学で自分をつくる ―19人の哲学者の方法―
滝本 往人
東京書籍

19人の哲学者たちの思想のエッセンスを、挑発的で身に迫る問いに置き換える。
核心を突いたリアルな問いが心に突き刺さる!「哲学力」をきたえ、心をみがく!「自
分探し」ではなく、自分の中から「自分をつくる」ための全く新しい哲学入門。ビジュ
アルで哲学の流れ、哲学者の相関関係、それぞれの特徴がよくわかる図表を多数
収録。

古事記の法則 風水が解き明かす日本神話の謎
目崎茂和
（めざき・しげかず）
著
東京書籍

古事記に収められた神話の背後には、巧妙な仕掛けが隠されていた－。風水の基
本となる陰陽五行や八卦説を駆使して、古代の人々が古事記に隠蔽した暗号を解
き明かす。

*1032267590*
西洋哲学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-487-80357-6

2009

*1032267594*
宗教
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎164.1 件名◎神話－日本 メコ
373p
冊子版 978-4-487-80173-2 2010.09
DL不可 EPUB

*1032267599*
移民の世界史

歴史

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎世界史 コイ 235p
現生人類の誕生から今日に至るまでの人の移動の歴史を、世界のさまざまな地域に 冊子版 978-4-487-81254-7 2020.05

ロビン・コーエン著
東京書籍

小巻靖子
（こまき・やすこ）
訳

目を向けながらたどる。巡礼者、労働者、難民、亡命者、留学生…。時代がわ
かる写真や地図、グラフを多数掲載し、移民の歴史とこれからに迫る。

*1032267596*
k.m.p. の、香港・マカオぐるぐる。

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎292.239 件名◎香港－紀行・案
2階建てバスあれこれ、飲茶3つのスタイル、重慶マンション探索、マカオのカジノ…。 内記 ケケ 142p
はじめての香港・マカオの旅を、イラストと写真で紹介する。データ：2019年2～3 冊子版 978-4-487-81246-2 2020.04
k.m.p. 著ブックデザイン
東京書籍

月現在。

*1032267595*
英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史

JAPANESE CULTURE AND HISTORY
ロックリー トーマス著
東京書籍

日本の文化と歴史の雑学を知り、それを英語で紹介できるようにするための本。高
校生でも読める英語と対訳で、外国人との会話が広がる。書き込み欄あり。英語
音声をダウンロード＆ストリーミングできるQRコード付き。

日本の宿題 令和時代に解決すべき17のテーマ
竹中平蔵
（たけなか・へいぞう）
著
東京書籍

原英史
（はら・えいじ）
著

政官分離、道州制、東京独立、ベーシック・インカム、シェアリング・エコノミー、
デジタル・ガバメント、外国人労働法、脱原発…。令和の時代に避けて通れない
重要な政策問題17を議論する。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎291 件名◎日本 ロエ 303p
冊子版 978-4-487-81288-2 2019.08

*1031629259*
社会科学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ タニ 278p
冊子版 978-4-487-81374-2 2020.04
DL不可 EPUB

*1032267609*
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あの時、ぼくらは13歳だった 誰も知らない日韓友好史

政治

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎319.1021 件名◎日本－対外関係
日本の植民地時代、ふたりの少年はともに朝鮮の公立中学に通い、学んだ－。ひと －韓国－歴史 サア 239p
りはテレビ制作者の寒河江正、もうひとりは天文学者の羅逸星。41年ぶりに再会し 冊子版 978-4-487-80604-1 2011.09
寒河江正
（さかえ・ただし）
著
東京書籍

羅逸星
（な・いるそん）
著

た彼らが、当時経験した近代日韓関係を語る。

DL不可 EPUB

*1032267598*
おもしろ理科授業の極意

未知への探究で好奇心をかき立てる感動の理科授業

左巻健男
（さまき・たけお）
著
東京書籍

子どもと一緒に自然科学をガイドに自然の秘密を解き明かし、自然をゆたかにとらえ
られるようにする理科授業をつくる方法や、心構えを伝える。「物の重さと密度」「電
流の働き」などをテーマにした実践も紹介する。

ライフデザイン力 未来を切り開く力の育み方

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◎375.42 件名◎理科 サオ 300p
冊子版 978-4-487-81054-3 2019.05

*1032267592*
教育

同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎370.4 件名◎教育 イラ 207p
ベースとなる価値観や哲学 =「志」を自らつくり上げながら、未来を設計・構想し 冊子版 978-4-487-81230-1 2019.03
池田弘
（いけだ・ひろむ）
著
東京書籍

実現していく力 =「ライフデ ザイン力」をいかにして育むか。著者が代表を務める
NSGグループが教育関連事業の中で培ってきた成果を紹介する。

DL不可 EPUB

*1032267600*
学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす

教育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育社会学 ナガ
コミュニケーション能力や思いやり・共感性、忍耐力・自制心、意欲・向上心など、 255p
テストでは数値化が難しい非認知能力は、どう身に付くのか。理論と実際を交えて 冊子版 978-4-487-81154-0 2018.11
中山芳一
（なかやま・よしかず）
著
東京書籍

わかりやすく解説し、産官学民で始まっている挑戦も紹介する。

*1032267591*
自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ
家庭、学校、職場で生かせる!

中山芳一
（なかやま・よしかず）
著
東京書籍

「正解」ではなく「納得解」を見出す力で先の見えない時代を生き抜く! 子どもも大
人も、いつものくらしの中で非認知能力が伸びる・伸ばせる心がけと具体例を、イラ
ストを交えてわかりやすく紹介する。

小・中学校で英語を教えるための必携テキスト

コア・カリキュラム対応

中村典生
（なかむら・のりお）
監修
東京書籍

鈴木渉
（すずき・わたる）
著

小・中学校英語教育の実践と理論をカバーした一冊。小・中学校における外国語
の指導法と、英語科に関する専門的事項を解説する。各章末にある問題の解答
例を確認するための QRコードも掲載。コア・カリキュラム対応。

小学校英語の文字指導 リタラシー指導の理論と実践

教育
同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎ 件名◎教育社会学 ナジ 223p
冊子版 978-4-487-81402-2 2020.07

*1032267597*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎375.893 件名◎英語教育 ■シ
303p
冊子版 978-4-487-81146-5 2019.03

*1031629258*
教育

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎375.893 件名◎英語教育 アシ
児童英語教育の実践者として試みた公立小学校での活動を紹介。
「聞く」
「読む」 207p
「話す」「書く」を系統的に育てる、音を大切にした50種類の楽しい活動を、ワー 冊子版 978-4-487-81206-6 2019.03
アレン玉井光江著
東京書籍

クシート例とともに収録する。

*1031629257*
798

大阪芸大 破壊者は西からやってくる

教育

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎377.28 件名◎大阪芸術大学 ム
沼なのか、大学なのか ? ナニワのサブカル・エリート養成所。それが大阪芸術大学。 オ 301p
脚本家・向井康介が自身の運命的4年間を振り返る。漫画家・魔夜峰央、女優・ 冊子版 978-4-487-81138-0 2019.08
向井康介
（むかい・こうすけ）
著
東京書籍

藤吉久美子、俳優・古田新太らの証言も収録。

DL不可 EPUB

*1032267606*
数の女王
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京書籍

一人ひとりに「運命の数」が与えられている世界。王妃の娘ナジャは、最愛の姉
が王妃によって殺されたという話を耳にする。ナジャは、禁じられた計算を行う妖精
たちと出会い…。数論とアルゴリズムをテーマにしたファンタジー。

数学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎412 件名◎整数論 カカ 333p
冊子版 978-4-487-81253-0 2019.07
DL不可 EPUB

*1032267604*
身近な
「くすり」歳時記
鈴木昶
（すずき・あきら）
著
東京書籍

屠蘇と七草、桜と月桂樹、紫蘇と薄荷、生姜と茗荷、柚子と南瓜…。古来から使
われてきた身近な「くすり」である生薬・漢方薬を、12カ月の月別にあげ、行事や気候、
文化・風習とともに歳時記として語る。

医学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎499.8 件名◎生薬学 スミ 373p
冊子版 978-4-487-81330-8 2019.12
DL不可 EPUB

*1032267607*
プラスチックの現実と未来へのアイデア みんなで考えたい
高田秀重
（たかだ・ひでしげ）
監修
東京書籍

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

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

*1032267593*
トキワ荘最後の住人の記録 若きマンガ家たちの青春物語

絵画

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎726.101 件名◎漫画家 ヤト
石ノ森章太郎のアシスタントをしていた著者による、トキワ荘青春物語。手塚治虫、 247p
石ノ森章太郎、赤塚不二夫、回覧誌『墨汁一滴』、新漫画党などの、今まで書 冊子版 978-4-487-80563-1 2011.06
山内ジョージ
（やまうち・じょーじ）
著
東京書籍

かれなかったエピソードが満載。

DL不可 EPUB

*1032267601*
オリンピックの輝き ここにしかない物語

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎780.69 件名◎オリンピック－歴史
フジヤマのトビウオ、裸足のマラソン、抗議の拳…。1912年のストックホルムで サオ 287p 図版16p
活躍した選手から、2020年東京大会注目の選手まで、
さまざまな人生が紡いだ物語。 冊子版 978-4-487-81256-1 2019.06
佐藤次郎
（さとう・じろう）
著
東京書籍

『東京新聞』『中日新聞』サンデー版連載を加筆し書籍化。

DL不可 EPUB

*1032267602*
1日で読める徒然草
吉野敬介
（よしの・けいすけ）
著
東京書籍

徒然草全243段を原文に忠実にわかりやすく訳して解説し、奈良絵本など貴重な図
版50点を収録。疑問点や人生論を取り上げたコラム、過去20年間の大学入試問
題での出題頻度も掲載する。

日本文学
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎914.45 件名◎徒然草 ヨイヨ
205p 図版16p
冊子版 978-4-487-80708-6 2012.10
DL不可 EPUB

*1032267611*
799

ALSを生きる いつでも夢を追いかけていた

日本文学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎916 件名◎筋萎縮性側索硬化症
大学を退職後、地名作家として順風に第2の人生を送っていた著者は、思いもかけ －闘病記 タエ 253p
ず病に襲われる。難病の ALS（筋萎縮性側索硬化症）を宣告されるまでの経緯、 冊子版 978-4-487-81375-9 2020.03
谷川彰英
（たにかわ・あきひで）
著
東京書籍

これまでの人生、そして「これからどう生きるか」を綴る。

DL不可 EPUB

*1032267608*
ことばのこころ

日本文学

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎914.6 ナコ 271p
春夏秋冬のことば、古典のことば、茶のことば…。日本語を慈しみ続けてきた著者が、 冊子版 978-4-487-80978-3 2016.09
中西進
（なかにし・すすむ）
著
東京書籍

そこにこめられた日本人の心について綴る。ことばの美しさと楽しさに出会える本。
「日
本人の愛したことば」の姉妹編。

DL不可 EPUB

*1032267603*
日本人の愛したことば
中西進
（なかにし・すすむ）
著
東京書籍

日本人は何を愛し、どう伝えてきたか ? ありがとう、悼む、いのち、感じる、かおる、
自然…。現代を代表する国文学者が、ことばを手がかりとして日本人の魂に自由に
迫る。

日本文学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎914.6 ナニ 263p
冊子版 978-4-487-80565-5 2011.09
DL不可 EPUB

*1032267605*

800

東京大学出版会
自動人形
（オートマトン）
の城 人工知能の意図理解をめぐる物語
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京大学出版会

勉強ぎらいでわがままな11歳の王子。彼の浅はかな言動がきっかけで、邪悪な魔
術師により城中の人間が人形に置き換えられてしまった。その絶望的な状況に王子
は…。「人工知能」と「人間の言葉」をめぐる新たなストーリー。

総記
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 カオ
294p
冊子版 978-4-13-063368-0 2017.12
DL不可 EPUB

*1031553457*
精霊の箱 チューリングマシンをめぐる冒険 上

〈ARCHIMAGE GARRET'S APPRENTICESHIP 2〉
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京大学出版会

新米魔術師になって数か月、ガレットの前にはさらなる波乱万丈の運命が待ち受け
ていた－。「チューリングマシン」をテーマに、言語理論に基づく壮大な世界観を
冒険物語の形式で描ききった、「白と黒のとびら」の続編。

精霊の箱 チューリングマシンをめぐる冒険 下

〈ARCHIMAGE GARRET'S APPRENTICESHIP 2〉

総記
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎007.1 件名◎オートマトン カセ
304p
冊子版 978-4-13-063363-5 2016.10
DL不可 EPUB

*1031553455*
総記

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎007.1 件名◎オートマトン カセ
298p
錬金術、偽呪文、土人形の討伐、巨大織機の破壊…。新米魔術師ガレットに次々 冊子版 978-4-13-063364-2 2016.10
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京大学出版会

と襲いくる苦難と試練。「計算」と「コンピュータ」の基礎を冒険物語の形式で解
き明かす、「白と黒のとびら」の続編。

白と黒のとびら オートマトンと形式言語をめぐる冒険

DL不可 EPUB

*1031553456*
総記

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎007.1 件名◎オートマトン カシ
魔法使いに弟子入りした少年が、奇妙な「遺跡」と奇妙な「言語」に出会う。そ 316p
れらに隠された秘密に迫っていくと…。情報科学・数学・認知科学における重要な 冊子版 978-4-13-063357-4 2013.04
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京大学出版会

理論の基本的な概念を、冒険物語の形式で解き明かす。

DL不可 EPUB

*1031553454*
神の亡霊 近代という物語
小坂井敏晶
（こざかい・としあき）
著
東京大学出版会

神の死によって成立した近代。その袋小路を俯瞰し、死にまつわる誤解、善悪の
根拠、規範論の正体、集団責任のからくりなどを考察する。『UP』連載に詳しい
註を付して書籍化。

哲学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 12,936円 + 税
分類◎104 コカ 405,25p
冊子版 978-4-13-013151-3 2018.07

*1031224170*
和辻哲郎の解釈学的倫理学

Hermoneutic Ethics of Tetsuro Watsuji

飯嶋裕治
（いいじま・ゆうじ）
著
東京大学出版会

近代日本を代表する哲学者・倫理学者であり、文化史・思想史研究者としても著
名な和辻哲郎。彼の思想をひとつの普遍的な哲学・倫理学理論として読解するこ
とに主眼を置き、彼が展開した倫理学理論の全体像を解明する。

ベーシック発達心理学

Introduction to Developmental Psychology

東洋思想
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 45,375円 + 税
分類◎121.65 件名◎和辻哲郎 イワワ
533,22p
冊子版 978-4-13-016040-7 2019.11

*1031274405*
心理学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 11,088円 + 税
分類◎143 件名◎発達心理学 ■ベ
313p
生涯をとおして心と体はどのように変化していくのか。気になる子や親の育ちをどのよ 冊子版 978-4-13-012113-2 2018.01
開一夫
（ひらき・かずお）
編
東京大学出版会

齋藤慈子
（さいとう・あつこ）
編

うに支えるか。子育て・保育・教育にかかわる人が知っておくべき発達心理学の基
本を解説。心理学への理解や関心が深まるコラムも多数収録。

*1031224168*
801

近代天皇制と東京 儀礼空間からみた都市・建築史

日本史

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 28,875円 + 税
分類◎〈213.61〉 件名◎東京都－歴史
東京奠都以降の国家と天皇にかかわる儀礼空間を、式場建築・敷地・行幸啓経 ハキ 379,8p
路を一体としてとらえ、その全体像を明らかにする。近代天皇制による「土地の記憶」 冊子版 978-4-13-066861-3 2020.06
長谷川香
（はせがわ・かおり）
著
東京大学出版会

を読み解く東京論。

*1031814468*
近世フィレンツェの都市と祝祭

City and Festivals in the early modern Florence

赤松加寿江
（あかまつ・かずえ）
著
東京大学出版会

近世フィレンツェの「祝祭」において、都市や建築はどのように設えられたのか。
祝祭が作り出した空間や景観的な変化に映し出された理想の都市像を見出すこと
で、都市における祝祭の役割と意義、その可能性を示す。

東大塾現代アメリカ講義 トランプのアメリカを読む

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 10,725円 + 税
同時アクセス3 26,812円 + 税
分類◎ 件名◎フィレンツェ－歴史 アキ
284,9p
冊子版 978-4-13-066859-0 2020.08

*1031983419*
社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 14,784円 + 税
分類◎ 件名◎アメリカ合衆国 ■ト 249p
「トランプの時代のアメリカ」とは。今日のアメリカを宗教、メディア、政治、人種、 冊子版 978-4-13-033076-3 2020.08
矢口祐人
（やぐち・ゆうじん）
編
東京大学出版会

スポーツといった観点から学際的に概観し、今後のアメリカと世界の姿を考察する。
2018年東京大学で開催の講演会をもとに書籍化。

*1031983415*
アメリカ政治入門

政治

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 12,936円 + 税
分類◎312.53 件名◎アメリカ合衆国－
アメリカ政治の読み解き方の入門書。建国から混迷の21世紀まで、アメリカ政治 政治・行政 ニア 241p
の特徴を制度、思想、文化など多様な側面に着目し、日本やヨーロッパとの比較を 冊子版 978-4-13-032227-0 2018.04
西山隆行
（にしやま・たかゆき）
著
東京大学出版会

念頭に置きつつわかりやすく解説する。

*1031224174*
ハロルド・ラスキの政治学

公共的知識人の政治参加とリベラリズムの再定義

政治

同時アクセス1 12,375円 + 税
同時アクセス3 30,937円 + 税
分類◎311.233 件名◎ラスキ, ハロルド・
ジョーゼフ オハ 292,7p
学問と同時代評論の双方にわたり多産な著作を残した20世紀イギリスの政治学者 冊子版 978-4-13-036273-3 2019.03
大井赤亥
（おおい・あかい）
著
東京大学出版会

ラスキ。その思想内容の変遷を、アカデミズム批判、民衆への接触、
「代表 = 表象」
機能、労働者の政治的知性の涵養という視点から考察する。

丸山眞男講義録 別冊1 日本政治思想史 1956/59

*1031224179*
政治

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 17,556円 + 税
分類◎311.21 件名◎政治思想－日本 マ
1950年代後半の丸山眞男の講義を復元。古代へと視野を広げて、記紀神話、仏 マ 261,4p
教、武士道を論じ、近代日本の国体思想の源流を求めて壮大な通史を描く。国民 冊子版 978-4-13-034208-7 2017.10
丸山眞男
（まるやま・まさお）
著
東京大学出版会

精神のトータルな変革をめざした、丸山思想史学の新たな出発。

*1031224175*
近代日本の統治と空間 私邸・別荘・庁舎

政治

同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 37,950円 + 税
分類◎ 件名◎日本－政治・行政－歴史 サ
統治の中心はいかに形成されたのか。東京という新たな統治の中心が創成されてい キ 546,25p
く中で、統治 エリートらが実際に活動した空間に着目。近代におけるその全体像と 冊子版 978-4-13-036279-5 2020.07
佐藤信
（さとう・しん）
著
東京大学出版会

変容を壮大に描く。

*1031873746*
802

公務員制 〈行政学叢書 11〉

政治

同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎317.3 件名◎公務員 ニコ
政府職員の地位・能力・役割・行動・処遇・規律などを枠づける公式・非公式の 232,8p
政治行政システムである公務員制。その特徴と傾向、天下りや民主的統制といっ 冊子版 978-4-13-034241-4 2018.04
西尾隆
（にしお・たかし）
著
東京大学出版会

た課題、および改革のゆくえを、近現代日本の行政史の中で考える。

*1031224176*
国境を越える危機・外交と制度による対応

アジア太平洋と中東 〈危機対応学〉
東大社研編 保城広至
（ほしろ・ひろゆき）
編
東京大学出版会

国際危機はなぜ起こり、どのような社会的帰結をもたらすのか。そして、それはどう
したら予防できるのか。アジア太平洋と中東を主な対象とし、国境を越える政治的
危機と経済危機について、3つの視点から分析する。

中国司法の政治史 1928-1949

政治
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎ 件名◎国際政治 ■コ 326,7p
冊子版 978-4-13-030218-0 2020.06

*1031814470*
政治

同時アクセス1 8,745円 + 税
同時アクセス3 21,862円 + 税
分類◎ 件名◎中国－政治・行政－歴史
1928年から1949年まで中国を統治した中国国民党政権を、一党独裁という側面か ヨチ 211,18p
らではなく、立憲主義や民主主義といった憲政という視角から再考。司法制度をめ 冊子版 978-4-13-026166-1 2020.06
吉見崇
（よしみ・たかし）
著
東京大学出版会

ぐる政治情勢を新史料から克明に描き出す。

*1031814467*
番号を創る権力 日本における番号制度の成立と展開

政治

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 18,975円 + 税
分類◎317.6 件名◎行政－データ処理
日本において国民番号制度が挫折を繰り返してきたのはなぜか。日本の国民番号 ナバ 225p
制度を、韓国やアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンなど他国と比較し、その 冊子版 978-4-13-036271-9 2019.03
羅芝賢
（な・じひょん）
著
東京大学出版会

発展過程を考察する。

*1031224177*
忘却する戦後ヨーロッパ 内戦と独裁の過去を前に
飯田芳弘
（いいだ・よしひろ）
著
東京大学出版会

内戦と独裁をめぐる忌まわしい過去…。何が記憶を封じ、何が忘却を促すのか。
恩赦、戦犯の解放、「神話」の創造など、民主化過程に現れた「忘却の政治」
の具体的内容を明らかにする。

政治
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 18,975円 + 税
分類◎312.3 件名◎ヨーロッパ－政治・
行政－歴史 イボ 320p
冊子版 978-4-13-030165-7 2018.04

*1031224172*
国際機構論入門

法律

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 12,012円 + 税
分類◎329.3 件名◎国際組織 ヤコ
20世紀以降、数多く設立されてきた国際機構は、激変する国際情勢により存在意 238p
義が問われつつある。その現在の姿を根本から問い直し、歴史、思想から実態と 冊子版 978-4-13-032224-9 2018.08
山田哲也
（やまだ・てつや）
著
東京大学出版会

展望まで、初歩的な用語解説と応用的な理論分析をまじえ論じる。

*1031224173*
中国の近代的刑事裁判 刑事司法改革からみる中国近代法史
久保茉莉子
（くぼ・まりこ）
著
東京大学出版会

20世紀前半、とりわけ1920～30年代の中国における刑法・刑事訴訟法の立法過
程と運用実態の具体的様相を考察。当該時期に中国の近代的刑事司法制度の基
盤が形成されたことを実証し、その歴史的意味を検討する。

法律
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎ 件名◎刑事裁判－歴史 クチ
305,19p
冊子版 978-4-13-026165-4 2020.06

*1031814466*
803

テクノロジー・スタートアップが未来を創る テック起業家をめざせ

経済

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎335 件名◎ ベンチャー ビジネス カ
東京大学の人気講座・アントレプレナー道場の講師であり、エンジェル投資家でも テ 252p
ある著者が、豊富な経験をもとに、大学発イノベーションの創出、スタートアップ 流 冊子版 978-4-13-043040-1 2017.12
鎌田富久
（かまだ・とみひさ）
著
東京大学出版会

モノづくり、起業家への道などを指南する。

DL不可 EPUB

*1031553458*
経営学習論 人材育成を科学する

経済

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 ナケ
「経営学習論」という学際的研究領域を扱う学術書。グローバル化の進展や労働 267p
市場の流動化に対処する、日本企業の新たな人材育成のあり方を模索し、海外で 冊子版 978-4-13-040257-6 2012.08
中原淳
（なかはら・じゅん）
著
東京大学出版会

も活躍できる日本人マネジャーの適応と革新を展望する。

DL不可 EPUB

*1031553453*
三菱財閥形成史

経済

同時アクセス1 14,025円 + 税
同時アクセス3 35,062円 + 税
分類◎ 件名◎三菱 タミ 517,5p
岩崎家の奥帳場の存在、海運業、そしてその後の造船業、銀行業の経営発展…。 冊子版 978-4-13-040293-4 2020.08
武田晴人
（たけだ・はるひと）
著
東京大学出版会

関口かをり
（せきぐち・かおり）
著

明治初期から第一次世界大戦期を対象に、三大財閥のひとつ三菱の事業発展に
ついて、新たな史料に基づき明らかにする。

*1031873743*
職場学習論 仕事の学びを科学する
中原淳
（なかはら・じゅん）
著
東京大学出版会

人は職場で「他者」とどのようにかかわり、学び、成長するのか ? 人材育成に有
効な職場の原動力を、ビジネスパーソンに必要な3つのキーワード「業務支援」「内
省支援」「精神支援」から解き明かす。

経済
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎336.47 件名◎企業内教育 ナシ
188p
冊子版 978-4-13-040250-7 2010.11
DL不可 EPUB

*1031553451*
人材開発研究大全 The Complete Handbook of Research

経済

on Human Resource Development

同時アクセス1 20,240円 + 税
同時アクセス3 30,360円 + 税
中原淳
（なかはら・じゅん）
編
分類◎336.4 件名◎人事管理 ■ジ
東京大学出版会
870p
組織社会化、面接、OJT、メンタリング、プロアクティブ 行動…。多岐にわたる 冊子版 978-4-13-040280-4 2017.04

分野で活躍する研究者たちの人材開発（= 人的資源開発）に関連する研究論文
や論考を集成。最新の知見をまとめた人材開発研究大全。

生命保険数学の基礎 アクチュアリー数学入門 第3版

DL不可 EPUB

*1031553452*
経済

同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 18,018円 + 税
分類◎ 件名◎生命保険 ヤセ 509p
アクチュアリーのみならず生命保険を学ぼうとする人が身につけるべき基礎を網羅し 冊子版 978-4-13-062924-9 2020.06
山内恒人
（やまうち・つねと）
著
東京大学出版会

た入門書。生命保険商品・生命保険契約の基本的事項から、実際の現場で役
立つ計算練習まで丁寧に解説。生命表に係わる数表等を改訂した第3版。

*1031983412*
中国・新興国ネクサス 新たな世界経済循環
末廣昭
（すえひろ・あきら）
編
東京大学出版会

田島俊雄
（たじま・としお）
編

今後の世界経済の発展のフロンティアは中国と新興国にあり、両者の安定的な発
展が世界経済にとって重要な意味を持つようになる。中国と新興国の経済関係の現
状を現場に近い視点から明らかにするとともに、今後の課題も示す。

経済
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 20,625円 + 税
分類◎332.22 件名◎中国－経済関係
■チ 369p
冊子版 978-4-13-046126-9 2018.12

*1031224183*
804

統計と日本社会 データサイエンス時代の展開
国友直人
（くにとも・なおと）
編
東京大学出版会

山本拓
（やまもと・たく）
編

ビッグデータの時代を迎えた現代において、日本社会における統計科学の展開、
統計教育の進化、公的統計の改革はどうあるべきか。統計学の有識者18人が論
考する。

統計
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 15,675円 + 税
分類◎350.1 件名◎統計学 ■ト 293p
冊子版 978-4-13-043401-0 2019.02

*1031224182*
〈社会的なもの〉の歴史 社会学の興亡1848-2000
厚東洋輔
（こうとう・ようすけ）
著
東京大学出版会

「社会問題」「社会主義」とともに、〈社会的なもの〉が発見され、誕生した社会
学。激動の近現代史のなか、階級や労働や福祉、教育や文化を通して、社会的
なものの思想を紡ぎ、現実に挑戦した150年の歴史を振り返る。

社会
同時アクセス1 12,375円 + 税
同時アクセス3 30,937円 + 税
分類◎ 件名◎社会学－歴史 コシ
680,32p
冊子版 978-4-13-050197-2 2020.09

*1031873744*
社会心理学研究入門 補訂新版

社会

同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎361.4 件名◎社会心理学－研究
社会心理学の実証研究の方法を具体的にガイド。問題の設定から実験・観察・ 法 ■シ 254p
調査、論文作成や事後の留意点まで、実際の研究の流れに沿って解説する。デー 冊子版 978-4-13-012112-5 2017.11
安藤清志
（あんどう・きよし）
編
東京大学出版会

村田光二
（むらた・こうじ）
編

タベースの利用法やウェブ調査について加筆・修正した補訂新版。

*1031458201*
日本を解き放つ

社会

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 14,784円 + 税
分類◎361.5 件名◎日本 コニ 406p
日本文化を世界に開くとしたら、どう語るか。世界の哲学者と対話を重ねてきたふた 冊子版 978-4-13-013097-4 2019.01
小林康夫
（こばやし・やすお）
著
東京大学出版会

中島隆博
（なかじま・たかひろ）
著

りが、〈ことば〉〈からだ〉〈こころ〉の重要テクストを読み解きながら、〈日本〉につ
いて縦横無尽に語り合う。

*1031224169*
学習環境のイノベーション
山内祐平
（やまうち・ゆうへい）
著
東京大学出版会

学習思想の進化は技術の進化とあいまって、いま学びのかたちを決定的に変えてい
る。そのかたちはどんな内容を学習者にもたらしうるのか。第一人者が自らデザイン
した事例も交え、理論と実践の双方から解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎学習指導 ヤガ 275p
冊子版 978-4-13-051354-8 2020.08

*1031873745*
東大という思想 群像としての近代知

教育

同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 14,437円 + 税
分類◎ 件名◎東京大学 ■ト 332p
権威の中心、官僚養成、学歴のシンボル…。東大に貼られてきた数々のレッテル 冊子版 978-4-13-020159-9 2020.08
吉見俊哉
（よしみ・しゅんや）
編
東京大学出版会

森本祥子
（もりもと・さちこ）
編

を超える知の営みは、どこに存在したのか。日本の学知の中心を担い続けた特異
な場の、知られざる思想史的ルーツを探索する。

*1031873749*
日本近代大学史
寺崎昌男
（てらさき・まさお）
著
東京大学出版会

激変する時代・社会にあわせ、日本の高等教育、研究、そして大学の自治を模索
した試みは、それゆえに複雑な力学を内在させ、21世紀の今日なお、動揺は続く。
第一人者が一貫した視点で日本の近代大学史を活写する。

教育
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎ 件名◎大学－日本 テニ 493,22p
冊子版 978-4-13-051349-4 2020.06

*1031983413*
805

科学技術社会論の挑戦 2 科学技術と社会
藤垣裕子
（ふじがき・ゆうこ）
責任編集
東京大学出版会

原発事故、気候工学、ゲノム編集…。現代に生じるさまざまな課題にどう取り組
むかを考える科学技術社会論（STS）の研究と実践をわかりやすく伝える。2は、
STS 研究を個別具体的な課題ごとに解説し、その広がりを示す。

自然科学
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 14,437円 + 税
分類◎ 件名◎科学技術 ■カ 248p
冊子版 978-4-13-064312-2 2020.07

*1031873741*
日本気象行政史の研究 天気予報における官僚制と社会
若林悠
（わかばやし・ゆう）
著
東京大学出版会

気象庁の組織内対応に着目しつつ、天気予報をめぐる行政と社会の関係を歴史的
に解き明かし、日本の「気象行政」の構造を明らかにする。また、気象庁という組
織全体を貫く行動様式の歴史的な変容も示す。

地球科学、地学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 31,350円 + 税
分類◎451.2 件名◎気象観測－歴史 ワ
ニ 366p
冊子版 978-4-13-036272-6 2019.03

*1031224178*
コウモリ学 適応と進化
船越公威
（ふなこし・きみたけ）
著
東京大学出版会

「空飛ぶ哺乳類」コウモリ。その分類、形態、生態、進化、保全などについて詳
細にまとめたコウモリのモノグラフ。飛翔、エコーロケーション、冬眠、渡りほか
興味深いテーマについて解説する。

動物学
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎こうもり フコ 299p
冊子版 978-4-13-060240-2 2020.08

*1031983418*
日本の鰭脚類 海に生きるアシカとアザラシ
服部薫
（はっとり・かおる）
編
東京大学出版会

アシカやアザラシなどは海に生きる食肉類、つまりクマやネコの仲間である。かれ
らはどんな動物なのか、ヒトとはどのような関係なのか。鰭脚類の進化、生態、生理、
猟業や獣害問題などについて、第一線の研究者たちが詳述する。

動物学
同時アクセス1 11,385円 + 税
同時アクセス3 28,462円 + 税
分類◎ 件名◎鰭脚類 ■ニ 269p
冊子版 978-4-13-060239-6 2020.07

*1031873738*
ホスピスで死にゆくということ 日韓比較からみる医療化現象
株本千鶴
（かぶもと・ちずる）
著
東京大学出版会

ホスピスは「医療化」によってどのように変化したのか。日本と韓国の医療者への
インタビュー調査を通じて、これからのホスピスのあり方や、当事者や家族の終末
期ケアの意思決定と、社会の理解の必要性を提示する。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎498.16 件名◎ホスピス カホ
298,27p
冊子版 978-4-13-066409-7 2017.03

*1031272452*
医師の不足と過剰 医療格差を医師の数から考える
桐野高明
（きりの・たかあき）
著
東京大学出版会

「医師不足」は本当か ? 医師の養成の歴史に触れるとともに、確かなデータに基
づいて医師数とその分布を分析。誰もが質の高い医療を受けられる、あるべき未来
を展望する。

医学
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎498.14 件名◎医師 キイ 220p
冊子版 978-4-13-053028-6 2018.09

*1031224184*
発達障害を職場でささえる

全員の本領発揮を目指すプレゼンティーズムという視点
宮木幸一
（みやき・こういち）
著
東京大学出版会

「大人の発達障害」の正しい捉え方から、最新の研究成果、さらに支援現場の実
態を紹介し、共生と生産性が合致する職場づくりのヒントを明らかにする。

医学
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 13,398円 + 税
分類◎498.8 件名◎労働衛生 ミハ
159p
冊子版 978-4-13-063407-6 2018.10

*1031224185*
806

日本の道路政策 経済学と政治学からの分析

建設工学、土木工学

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

迫り、制度の詳細と今後の展望を提示する。

*1031814463*
社会システム・デザイン組み立て思考のアプローチ

「原発システム」の検証から考える

電気工学

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

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

日本の地域別生産性と格差 R-JIP データベースによる産業別分析

*1031224181*
産業

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎602.1 件名◎日本－産業 ■ニ
R-JIP（都道府県別産業生産性）データベースに関する研究をまとめた書。データ 263p
ベースの構築方法と改良の取組みを扱うデータ構築編と、それを使った応用分析と 冊子版 978-4-13-040285-9 2018.08
徳井丞次
（とくい・じょうじ）
編
東京大学出版会

関連研究を紹介するデータ分析編の2部構成。

*1031224180*
歩行者事故はなぜ起きるのか

運輸、交通

同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 12,474円 + 税
分類◎ 件名◎交通事故 マホ 293,33p
日本で多発する歩行者事故。事故にあいやすいのは、いつ? 誰 ? どんな場所 ? デー 冊子版 978-4-13-013315-9 2020.07
松浦常夫
（まつうら・つねお）
著
東京大学出版会

タと人間特性に基づいた原因と対策を解説する。『交通安全教育』連載「歩行
者の交通安全」に加筆修正し単行本化。

*1031873742*
日本のテレビ・ドキュメンタリー

Japanese Television Documentaries

通信事業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎放送番組－歴史 ニニ
257,10p
ドキュメンタリー番組の制作者たちはどのように時代と格闘し、戦後日本を記録して 冊子版 978-4-13-050201-6 2020.06
丹羽美之
（にわ・よしゆき）
著
東京大学出版会

きたか。テレビ史に残る数々の番組と、それを作り出してきた制作者たちの言葉を
通して、日本のテレビ・ドキュメンタリーの大きな流れをたどる。

筋力強化の教科書

STRENGTH TRAINING BASIS AND FRONTIERS

石井直方
（いしい・なおかた）
著
東京大学出版会

柏口新二
（かしわぐち・しんじ）
著

トレーニング理論と筋肥大のメカニズム、筋トレ“ビッグ3” 解説、筋トレの効果を高
めるウォームアップ・ストレッチ・休養・栄養…。研究者、臨床医、トレーナーがそ
れぞれの立場から「筋トレの基本」の重要性と有用性を語る。

世界文学と日本近代文学
野網摩利子
（のあみ・まりこ）
編
東京大学出版会

密接な関わりのある世界文学を見出して行う、日本近代文学の精緻な分析。世界
文学と日本近代文学との具体的な関係性、ならびに、個別の世界文学作品との関
わりが炙り出された日本近代文学生成の様相を明示する。

*1031814465*
スポーツ、体育
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 10,164円 + 税
分類◎ 件名◎筋力トレーニング ■キ
208p
冊子版 978-4-13-053704-9 2020.07

*1031873740*
日本文学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎910.26 件名◎日本文学－歴史－
近代 ■セ 296,6p
冊子版 978-4-13-086058-1 2019.11

*1031274406*
807

韓国近代小説史 1890-1945
金栄敏
（きむ・よんみん）
著
東京大学出版会

三ツ井崇
（みつい・たかし）
訳

1890年代以降の朝鮮において、ストーリー性を持つ文学作品はいかに生まれて定
着したか。近代朝鮮における小説の形成を、西洋的小説の誕生を基準に論じるの
ではなく、メディアに着目し朝鮮社会の文脈のなかで問い直す。

中国文学
同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 36,300円 + 税
分類◎ 件名◎小説
（朝鮮）
－歴史 キカ
418,6p
冊子版 978-4-13-086060-4 2020.07

*1031873748*
ジョルジュ・バタイユ 行動の論理と文学

フランス文学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎950.278 件名◎バタイユ ,ジョル
ジョルジュ・バタイユの生涯にわたる思索の歩みを、「行動」と「文学」というふ ジュ イジバ 236,100p
たつの主題の相関に着目しながら検討。戦争に抗い、社会と自己の変革をめざして 冊子版 978-4-13-016036-0 2018.03
石川学
（いしかわ・まなぶ）
著
東京大学出版会

紡ぎ出された精緻な行動の論理を解明する。

*1031224171*
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東京電機大学出版局
IT サービスマネージャ試験午前厳選問題集

総記

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■ア 329p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55730-0 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割は IT サービスマネージャ試験の午前試験をクリアするためのサポート
です。

ITストラテジスト試験午前厳選問題集

*1032326673*
総記

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■ア 333p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55700-3 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割はITストラテジスト試験の午前試験をクリアするためのサポートです。

システムアーキテクト試験午前厳選問題集

*1032326670*
総記

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■シ 343p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55710-2 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割はシステムアーキテクト試験の午前試験をクリアするためのサポートです。

たのしくできる深層学習＆深層強化学習による電子工作
Chainer 編

牧野浩二
（まきの・こうじ）
著
東京電機大学出版局

西崎博光
（にしざき・ひろみつ）
著

「電子工作×深層学習」をテーマに、深層学習を電子工作で利用するための方法
を紹介。電子回路と深層学習の双方を説明し、深層学習だけではなく深層強化学
習までをカバーする。プログラムをダウンロードできるURL 付き。

ネットワークスペシャリスト試験午前厳選問題集

*1032326671*
総記
同時アクセス1 6,138円 + 税
同時アクセス3 9,207円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 マタ
187p
冊子版 978-4-501-33380-5 2020.03

*1032326668*
総記

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■ネ 325p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55720-1 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割はネットワークスペシャリスト試験の午前試験をクリアするためのサポー
トです。

デザインマネジメント原論

デザイン経営のための実践ハンドブック 〈デザインマネジメントシリーズ〉

*1032326672*
経済

同時アクセス1 9,462円 + 税
同時アクセス3 14,193円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営管理 ハデ
223p
デ ザインの理論と実践という、2つの専門領域の狭間を前進し続けてきたデ ザイン 冊子版 978-4-501-63180-2 2019.05
デイビッド・ハンズ 著 篠原稔和
（しのはら・としかず）
監訳
東京電機大学出版局

マネジメントを学べるテキスト。主要な概念を明確なケーススタディで肉付けし、
世界各地の事例も多数紹介する。

実践デザインマネジメント 創造的な組織デザインのためのツール・

*1032326663*
経済

プロセス・プラクティス 〈デザインマネジメントシリーズ〉

同時アクセス1 9,462円 + 税
同時アクセス3 14,193円 + 税
イゴール・ハリシキヴィッチ著 篠原稔和
（しのはら・としかず）
監訳
分類◎336.3 件名◎経営組織 ハジ
東京電機大学出版局
222p
チームのブレーンストーミングを通じたアイデアからのスムーズな移行について解説。 冊子版 978-4-501-63200-7 2019.10

また、新しいビジネスモデルをデザインするための体系的な方法と、それをサポー
トするテクノロジーの選択方法も取り上げる。演習も収録。

*1032326664*
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詳説 デザインマネジメント 組織論とマーケティング論からの探求

経済

〈デザインマネジメントシリーズ〉

同時アクセス1 13,810円 + 税
同時アクセス3 20,716円 + 税
ソティリス・ララウニス著 篠原稔和
（しのはら・としかず）
監訳
分類◎336.1 件名◎経営管理 ラシ
東京電機大学出版局
375p
各分野の発展に役立つデザインの戦略・プロセス・実装について、人間と社会を 冊子版 978-4-501-63220-5 2020.03

中心にしてマネジメントすることの重要性を探求。デ ザインマネジメントの最新情
報を豊富に盛り込み、分かりやすく解説する。

大学生活を始めるときに読む本

東京電機大学新入生ガイドブック 2020

*1032326665*
教育

同時アクセス1 5,881円 + 税
同時アクセス3 8,823円 + 税
東京電機大学編
分類◎377.28 件名◎東京電機大学 ■
東京電機大学出版局
ダ 118p
東京電機大学の新入生に向けたガイドブック。東京電機大学で成長するために重 冊子版 978-4-501-63240-3 2020.03

要なことをはじめ、カリキュラムと履修登録、計画的な単位取得と自分磨き、活用し
たい大学のさまざまなサポート、大学の歴史などを紹介します。

登校拒否・ひきこもりからの “ 出発
（たびだち）
”

「よい子」の苦悩と自己形成
前島康男
（まえじま・やすお）
著
東京電機大学出版局

社会問題となっている「登校拒否」と「ひきこもり」。長年、登校拒否・ひきこもり
の研究を行ってきた著者が、その原因を掘り下げるとともに、当事者の意見に学び、
2つの現象の関係をつかみ、問題解決の道筋を提起する。

詳解物理学の基礎 第3版
丹羽雅昭
（にわ・まさあき）
著
東京電機大学出版局

理工系大学生のための独習用物理学テキスト。1質点の力学から特殊相対性理
論までを収録。法則・公式から導かれていく計算過程や式の意味を丁寧に記述す
る。2019年に改定されたSI 単位系に対応した第3版。

*1032326680*
教育
同時アクセス1 5,626円 + 税
同時アクセス3 8,440円 + 税
分類◎371.42 件名◎不登校 マト 185p
冊子版 978-4-501-63260-1 2020.03

*1032326681*
物理学
同時アクセス1 14,065円 + 税
同時アクセス3 21,099円 + 税
分類◎420 件名◎物理学 ニシ 581p
冊子版 978-4-501-63210-6 2020.01

*1032326678*
多点表面筋電図 〈バイオメカニズム・ライブラリー〉
増田正
（ますだ・ただし）
共著
東京電機大学出版局

佐渡山亜兵
（さどやま・つぐたけ）
共著

電極を通して筋繊維の活動電位を計測・記録する筋電図。医療における診断や治
療に活かされつつある多点表面筋電図の方法論や応用例をわかりやすく解説し、多
くの研究論文を参照しながら、これまでの成果を取りまとめる。

医学
同時アクセス1 7,672円 + 税
同時アクセス3 11,509円 + 税
分類◎492.16 件名◎筋電図 マタ 188p
冊子版 978-4-501-33350-8 2019.09

*1032326677*
つなげてつくる工学入門 理工学への扉を開くワークブック
東京電機大学編
東京電機大学出版局

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

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

*1032326679*
世界を変えた60人の偉人たち 新しい時代を拓いたテクノロジー

技術、工学

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

などをイラスト入りで紹介する。

*1032326669*
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昇降機工学 Elevator and Escalator Engineering

建築学

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

釜池宏
（かまいけ・ひろし）
著

諸問題の解決や新たな開発に役立つ。

*1032326662*
はじめての振動工学
藤田聡
（ふじた・さとし）
著
東京電機大学出版局

古屋治
（ふるや・おさむ）
著

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

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

*1032326661*
詳解同期モータの ベクトル 制御技術

Advanced Vector Control of Synchronous Motors

新中新二
（しんなか・しんじ）
著
東京電機大学出版局

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

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

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

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

*1032326667*
電気工学
同時アクセス1 7,672円 + 税
同時アクセス3 11,509円 + 税
分類◎548.3 件名◎シーケンス制御 オズ
238p
冊子版 978-4-501-11840-2 2020.03

*1032326666*
第一級陸上無線技術士試験問題集 合格精選360題 第4集

電気工学

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

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

電気法規と電気施設管理 令和2年度版

*1032326676*
電気工学

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

は、法令の改正された点について要点をまとめる。

*1032326675*
電波法規 第3版 〈1・2陸技受験教室 4〉

電気工学

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

試験対策の充実を図った。

*1032326674*
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東洋館出版社
one and only 自分史上最高になる
沼田晶弘
（ぬまた・あきひろ）
著
東洋館出版社

超人気小学校教師が若きビジネスパーソンへ贈る、「自己 ベスト」を出し続けるた
めの成功体験の教科書。承認欲求、自己認識、ストレス、目標設定などについて
解説し、成長するための具体的戦略を紹介する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 ヌワ 273p
冊子版 978-4-491-03752-3 2019.10
DL不可 EPUB

*1032353032*
「Which 型課題」の国語授業 「めあて」と「まとめ」の授業が変わる

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 カウ 126p
「○○として適切なのは A?B?」 のように、子どもが選択・判断する場面をつくる 冊子版 978-4-491-03586-4 2018.10
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

N5国語授業力研究会著

「Which 型課題」の国語授業を提案。学年別の授業展開を紹介し、
「広げる」
「深
める」ゆさぶり発問についても解説する。

*1030988301*
「アクティブ・ラーニング」
を考える

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ア
子供たちが未来の創り手となるために求められる資質・能力を育む「主体的・対話 268p
的で深い学び」の実現へ。文部科学省職員、中教審委員、研究者、教員など様々 冊子版 978-4-491-03185-9 2016.08
教育課程研究会編著
東洋館出版社

な執筆者が、アクティブ・ラーニングの全容を徹底解説する。

DL不可 EPUB

*1032353014*
「いじめ」
をなくす! 「BE A HERO」プロジェクトの挑戦
IWA JAPAN 著
東洋館出版社

科学でいじめのない世界を創る!「いじめ問題」を活動テーマに、2017年11月に発
足した「BE A HERO」プロジェクトの取組の様子と、実際に行っているプログラ
ムの内容を紹介。いじめの基礎知識も解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎371.42 件名◎いじめ ■イ 107p
冊子版 978-4-491-03754-7 2019.09

*1032352982*
「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり

教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 アカ
学校で、さまざまな経験や手立てを通して〈コミュニケーション力〉〈学習〉〈基本 188p
的な生活習慣〉を付けてあげることで、子どもの総合的な人間力を養う。その際に 冊子版 978-4-491-03541-3 2019.06
青山由紀
（あおやま・ゆき）
著
東洋館出版社

助けとなる「かかわり言葉」を紹介する。

DL不可 EPUB

*1030988317*
「くちばし」
「じどう車くらべ」
「どうぶつの赤ちゃん」全時間・
全板書 青山由紀の授業

教育

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
青山由紀
（あおやま・ゆき）
著
分類◎375.852 件名◎国語科 アク
東洋館出版社
209p
「思考」と「読み方」の系統指導をはかる入門期の説明文指導の決定版。「くち 冊子版 978-4-491-03529-1 2018.06

ばし」「じどう車くらべ」「どうぶつの赤ちゃん」の板書、単元構想、全時間の授業
を公開する。単元同士のつながりも提案する。

「みんな」の学級経営 伸びるつながる 1年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

稲垣孝章
（いながき・たかふみ）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校1年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

*1032352980*
教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03495-9 2018.03

*1032352974*
812

「みんな」の学級経営 伸びるつながる 2年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

稲垣孝章
（いながき・たかふみ）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校2年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03496-6 2018.03

*1032352975*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 3年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

石川隆一
（いしかわ・りゅういち）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校3年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03497-3 2018.03

*1032352976*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 4年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

石川隆一
（いしかわ・りゅういち）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校4年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03498-0 2018.03

*1032352977*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 5年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

橋谷由紀
（はしたに・ゆき）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校5年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03499-7 2018.03

*1032352978*
「みんな」の学級経営 伸びるつながる 6年生
安部恭子
（あべ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

橋谷由紀
（はしたに・ゆき）
編著

「学校が楽しい」と子供たち全員が思えるように、学級経営を学ぼう! 小学校6年生
の教室環境づくりから、学級づくりのコツ、教科別授業のコツ、学級遊びまでを、
イラストを交えて分かりやすく解説する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ■ミ
134p
冊子版 978-4-491-03500-0 2018.03

*1032352979*
「学びに向かう力」
を鍛える学級づくり
松村英治
（まつむら・えいじ）
著
東洋館出版社

相馬亨
（そうま・とおる）
著

新しい学習指導要領が求める「学級経営の姿」とは。子どもたちの「学びに向か
う力」を育てる授業の在り方、その結果育まれる学級文化、授業力を磨く同僚との
関係性の在り方について、実践に基づいた考え方や方法をまとめる。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 ママ
207p
冊子版 978-4-491-03321-1 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988330*
「脚のつけ根軸」でコントロール ! みんなができる! 器械運動
の指導
中村賢
（なかむら・けん）
著
東洋館出版社

小学校体育を念頭に、「脚のつけ根軸を使う」という新しい指導理論をテーマに、
器械運動の指導法を紹介。脚のつけ根軸の働きをアイコンで示すほか、指導の
仕方や失敗例を写真で掲載する。動画解説が視聴できるQRコード付き。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.492 件名◎保健体育科 ナア
95p
冊子版 978-4-491-04052-3 2020.03

*1032352989*
813

「見方・考え方」
を鍛える小学校国語科の「思考スキル」

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 イミ 186p
小学校国語科で「主体的・対話的で深い学び」の実現を図るための「見方・考え方」 冊子版 978-4-491-03443-0 2018.02
伊崎一夫
（いさき・かずお）
編著
東洋館出版社

を働かせた学習活動とは。「比較」「要約」「類別」「課題解決」など9つの「思
考スキル」を鍵として、教科書教材をもとに具体的に提案する。

*1032352945*
「見方・考え方」
を働かせる算数授業

領域を貫く10の数学的な見方・考え方の提案

教育

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
瀧ケ平悠史
（たきがひら・ゆうし）
編著 本創研著
分類◎375.412 件名◎算数科 タミ
東洋館出版社
175p
学習指導要領で求められている「数学的な見方・考え方」とは何か、授業改善に 冊子版 978-4-491-03550-5 2018.07

向けて何をしなければならないのか等を述べ、「子どもが数学的な見方・考え方を
働かせ、主体的に学ぶ算数授業づくり」を具体的な実践をもとに説明。

「公民的資質」
とは何か 社会科の過去・現在・未来を探る

*1032352962*
教育

同時アクセス1 9,075円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎375.31 件名◎社会科 カコ 166p
公民的資質の観点から社会科の「過去」「現在」「未来」を探る。
「公民的資質」 冊子版 978-4-491-03283-2 2016.11
唐木清志
（からき・きよし）
編著
東洋館出版社

とは何かを定義した上で、具体的な学習指導案等を示し、理想とすべき社会科授
業の在り方を明らかにした論考などを収録。

DL不可 EPUB

*1032353004*
「時間」
を生み出す教師の習慣 効率が10倍アップする!
栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

貴重な時間をコントロールしよう。多忙な教師に向けて、効率的・効果的な仕事の
やり方、子どもたちや保護者との時間の使い方、上手に時間を活用するための環
境づくりなどを紹介する。

教育
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員 クジ 196p
冊子版 978-4-491-02989-4 2014.02
DL不可 EPUB

*1032353022*
「追い込む」指導 主体的な子どもを育てる方法

教育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 クオ
無駄を省いて学習効果を上げる! 適度な緊張感をもたせる! 子どもたちが素早く物事 167p
に取りかかり、集中して行うようになるための「追い込む」 指導のコツを伝える。そ 冊子版 978-4-491-03338-9 2017.03
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

れらを実行する上で気を付けたいことも紹介。

DL不可 EPUB

*1032353012*
「特別の教科道徳」で大切なこと
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
著
東洋館出版社

「道徳の特別の教科化」の背景と経緯、具体的な道徳授業の在り方についてわか
りやすく解説。道徳科の特質を生かした授業の創造や道徳科の多様な展開、評
価の在り方などを示す。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アト
221p
冊子版 978-4-491-03427-0 2017.11
DL不可 EPUB

*1030988338*
「発問」する技術

発問の基本 ルール ASK の法則で、子どもの反応が驚くほど変わる!

栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

「発問」には、子どもを成長させる力がある。Accept（受け入れる）、Seek（見
つけ出す）、Know（知る）の法則をもとに、アクティブ・ラーニングに活かせる発
問テクニックを多数紹介する。

814

教育
同時アクセス1 5,775円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 クハ
185p
冊子版 978-4-491-03328-0 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988328*

「分けて比べる」道徳科授業

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 サワ
目標と内容、教材・発問・学習過程、多様な指導方法…。「分けて比べる」こと 209p
で深まる道徳科授業のユニバーサルデ ザインを、「道徳授業のユニバーサルデ 冊子版 978-4-491-03432-4 2018.01
坂本哲彦
（さかもと・てつひこ）
著
東洋館出版社

ザイン」の著者・坂本哲彦が紹介する。6つの授業例も収録。

DL不可 EPUB

*1032353013*
『データの活用』の授業

小中高の体系的指導で育てる統計的問題解決力

お茶の水女子大学附属学校園連携研究算数・数学部会編著
東洋館出版社

子どもの “これまで”と“これから” の学びをつなぐ、全学校種の教員のための統計指
導の解説書。小・中・高の全学年の統計の授業例を、教育課程全般にわたること、
校種間の接続への注意も含めて収録する。

3つの “ 感 ”でつくる算数授業 安心感 期待感 納得感

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.41 件名◎数学科 ■デ
159p
冊子版 978-4-491-03458-4 2018.02
DL不可 EPUB

*1032353011*
教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 モミ
小学校教諭である著者が、「安心感」「期待感」「納得感」の3つの “ 感 ” でつく 200p
る算数授業を紹介。3つの“ 感 ”を巡る子どもたちとのやりとりを具体的に綴るとともに、 冊子版 978-4-491-03702-8 2019.12
森寛暁
（もり・ひろあき）
著
東洋館出版社

3つの “ 感 ”を支える教師の見方・考え方を述べる。

DL不可 EPUB

*1032353033*
3年間を見通せる中学校学級経営コンプリート

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎374.13 件名◎学級経営 ■サ
中学校における行事ごとに、これだけは押さえたい1～3年生の指導のポイントとア 191p
イデアを解説。ほか、保護者対応、いじめ、不登校についても詳説。「前年度か 冊子版 978-4-491-04047-9 2020.03
冨山哲也
（とみやま・てつや）
編著
東洋館出版社

杉本直美
（すぎもと・なおみ）
編著

らの申し送り」「ふりかえり」などを書き込む欄あり。

*1032352988*
Round Study 教師の学びをアクティブにする授業研究

授業力を磨く! アクティブ・ラーニング研修法
石井英真
（いしい・てるまさ）
編著
東洋館出版社

原田三朗
（はらだ・さぶろう）
編著

教師同士の自由闊達な対話を生み出すアクティブ・ラーニング 研修法「Round
Study」。その方法をガイドし、9つの小・中学校で取り組んだRound Studyの模様や、
研修効果と今後の可能性などを紹介する。

アクティブ・ラーニングによるキャリア教育入門

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ラ 89p
冊子版 978-4-491-03294-8 2017.01

*1030988299*
教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.6 件名◎産業教育 ニア
激変する社会を生き抜く大人にするために、教師は子どもたちに何を教えるのか。子 156p
どもたちの将来を考える教育・授業を提案する。いますぐ実践できる20の課題も紹介。 冊子版 978-4-491-03188-0 2016.02
西川純
（にしかわ・じゅん）
著
東洋館出版社

DL不可 EPUB

*1032352996*
イラスト図解ですっきりわかる理科
鳴川哲也
（なるかわ・てつや）
著
東洋館出版社

山中謙司
（やまなか・けんじ）
著

新学習指導要領の理科が目指しているもの、授業づくりの基礎・基本、授業改善
の視点を、イラストでわかりやすく解説。授業づくりの Q＆Aも収録する。平成29
年小学校学習指導要領理科も掲載。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 ■イ 149p
冊子版 978-4-491-03637-3 2019.02

*1030988314*
815

カリキュラム・マネジメント入門

「深い学び」の授業 デザイン。学びをつなぐ7つのミッション。
田村学
（たむら・まなぶ）
編著
東洋館出版社

どのような点に配慮してカリキュラムをマネジメントすれば「資質・能力」が育成さ
れるのか。新学習指導要領の要となる「深い学び」を実現する7つのミッションを、
具体的な実践事例とともに解説する。

スクールリーダーが知っておきたい60の心得
田中博史
（たなか・ひろし）
著
東洋館出版社

土居英一
（どい・えいいち）
著

若手もベテランも活躍できるようにするには、どうすればいいのか。働き方改革をど
う考えるか。日々の学級づくりの工夫は…。最強の4人の教師が若きスクールリーダー
に向け、学校を元気にする秘策を語る。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375 件名◎教育課程 タカ 252p
冊子版 978-4-491-03320-4 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988331*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎374 件名◎学校経営 ■ス 181p
冊子版 978-4-491-03575-8 2018.08
DL不可 EPUB

*1030988341*
すべての子どもを算数好きにする
「しかけ」
と
「しこみ」

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ヤス
「しかけ」で子どもの考えや発言を引き出し、「しこみ」で数学的な見方・考え方を 117p
育てる! すべての子どもを算数好きにする「しかけ」と「しこみ」の具体例として1 冊子版 978-4-491-03380-8 2017.08
山本良和
（やまもと・よしかず）
編著
東洋館出版社

子どもの心に「こだま」する算数授業研究会著

年生から6年生までの25本の実践事例を紹介する。

*1032352948*
すべての子どもを算数好きにする
「データの活用」の「しかけ」
と
「しこみ」

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
山本良和
（やまもと・よしかず）
編著 子どもの心に「こだま」する算数授業研究会著
分類◎375.412 件名◎算数科 ヤス
東洋館出版社
129p
「しかけ」で子どもの考えや発言を引き出し、「しこみ」で数学的な見方・考え方を 冊子版 978-4-491-03552-9 2018.07

育てる! データを多面的に把握し、事象を批判的に考察する力の育成を目指す算
数授業の具体例として、1年生から6年生までの実践事例を紹介。

できる教師の PDCA 思考

クラスをまとめる
「黄金のサイクル」
を身に付ける
栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

教室環境、学級活動、保護者対応、グループづくり…。PDCAを自在に操れば、
すべてが上手くいく! 教育効果や仕事の効率を上げる「栗田流 PDCA」の具体的
な手法を紹介。使える「PDCAシート」活用術も伝授する。

ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと
東洋館出版社編
東洋館出版社

赤坂真二
（あかさか・しんじ）
ほか著

教育格差、オンライン授業、感染症対策など、「ポスト・コロナショックの学校」
で生じる課題と対応策について論じる。研究者、管理職、教諭、NPO 法人、専
門職など、教育に携わる多種多様な分野の有識者25人の提言を収録。

*1032352949*
教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員 クデ 244p
冊子版 978-4-491-03480-5 2018.02
DL不可 EPUB

*1032353028*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎ 件名◎教育 ■ポ 172,3p
冊子版 978-4-491-04153-7 2020.06
DL不可 EPUB

*1032353047*
マインドセット学級経営 子供の成長を力づける1年にする

教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 ブマ
学びに限界なんてない! 成長志向の学級づくりに関心がある教師の手引きとなるよう、 345,9p
毎月のマントラ（標語）や目標、レッスンプラン、アクティビティなど、具体的方略 冊子版 978-4-491-03665-6 2019.04

アニー・ブロック著
東洋館出版社

ヘザー・ハンドレー著

を紹介する。書き込み欄あり。

DL不可 EPUB

*1030988323*
816

わかる
「板書」伝わる
「話し方」

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員 クワ 173p
著者が独自に編み出した板書の基本スキル「CHALK」の法則や、子ども向けお 冊子版 978-4-491-02947-4 2013.07
栗田正行
（くりた・まさゆき）
著
東洋館出版社

話会や大人向けセミナー講師から学ぶ、伝わる
「話し方」など、授業づくりのプロが「板
書」「話し方」の極意を伝授する。

DL不可 EPUB

*1030988339*
わかる算数科指導法

MATHEMATICS METHOD OF INSTRUCTION

赤井利行
（あかい・としゆき）
編著
東洋館出版社

改訂版

新木伸次
（あらき・しんじ）
ほか執筆

小学校における算数科教育の進む方向を示し、どのように指導していくかという実践
の観点から、算数科指導内容の基礎・基本を紹介。教材研究の進め方や基本的
な算数の用語についての解説も収録する。

わくわく図工レシピ集
岡田京子
（おかだ・きょうこ）
編
東洋館出版社

全国様々な地域で実践された、低学年の図画工作科の題材を紹介。短時間で取
り組めるものを中心に、造形遊び、絵、立体、工作、鑑賞の計39題材を収録し、
それぞれ材料・用具、指導と評価のポイントなどを写真とともに示す。

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 アワ
211p
冊子版 978-4-491-03504-8 2018.03
DL不可 EPUB

*1032353031*
教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 ■ワ
85p
冊子版 978-4-491-03122-4 2015.05

*1032352950*
加藤宣行の道徳授業実況中継 この一冊でぜんぶわかる!

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 カカ
導入から、発問、問い返し、ノート、評価まで、道徳授業の基礎基本のポイントを 96p
徹底解説。第1学年の「きいろいベンチ」、第5学年の「手品師」など定番授業 冊子版 978-4-491-03483-6 2018.02
加藤宣行
（かとう・のぶゆき）
著
東洋館出版社

10本の実況中継も写真やノートとともに収録する。

*1030988316*
絵でわかる発達障害のある子どもたちが楽しめる自立活動
篠原弥生
（しのはら・やよい）
著
東洋館出版社

発達障害等のある児童生徒の課題に応じて、多くの学校にある教材を使いながら楽
しく取り組める自立活動の指導実践例をイラストとともに紹介。予想されるつまずきと
支援のヒント、ステップアップの方法も掲載。

教育
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎378 件名◎発達障害 シエ 109p
冊子版 978-4-491-03156-9 2015.10

*1032352951*
学びに向かって突き進む!1年生を育てる
GOING FOR THE FUTURE!

松村英治
（まつむら・えいじ）
著
東洋館出版社

小学校に入学したての1年生には、思いがけない「資質・能力」の原石がある。
1年生の学びに焦点を当て、著者が挑戦してきたインタラクティブな授業づくり、学
級づくりを紹介する。

学びの資質・能力 ラーニング・トゥ・ラーン
北川達夫
（きたがわ・たつお）
著
東洋館出版社

新井健一
（あらい・けんいち）
著

「ラーニング・トゥ・ラーン」とは「学ぶことそのものをどのようにして学ぶか」という、
生涯学習のためのキー・コンピテンシーのひとつ。フィンランドでの取り組みから、
新学習指導要領における「資質・能力」を考察する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ママ
230p
冊子版 978-4-491-03457-7 2018.02
DL不可 EPUB

*1032353023*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■マ 98p
冊子版 978-4-491-03513-0 2018.05
DL不可 EPUB

*1032353026*
817

学びの哲学 「学び合い」が実現する究極の授業

教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 シマ
時代を超えて変わらない、誰もが認める「いい授業」がある! 小学校教員、教科 263p
調査官、大学教授など、様々な立場から学びの現場に関わってきた著者が、数々 冊子版 978-4-491-03433-1 2018.01
嶋野道弘
（しまの・みちひろ）
著
東洋館出版社

の授業や子供の姿を通して見えてくる「いま」と「これから」を綴る。

DL不可 EPUB

*1032353015*
学び合い高め合う
「造形遊び」 子どもスイッチ ON!!
岡田京子
（おかだ・きょうこ）
編著
東洋館出版社

小学校で「造形遊び」に取り組む際のヒントとなるよう、全国各地の実践を、材料
の特徴ごとに分類・収録。各実践の、教師の事前の準備、学習活動の流れ、材
料や用具、場所、活動の実際を、写真とともに紹介する。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 オマ
16,109p
冊子版 978-4-491-03133-0 2015.06

*1032352941*
学級づくりこれだけ! 面倒なことは一切なし!

教育

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 クガ
学級づくりは、はじめが肝心。始業式前、始業式当日、2日目、3日目～1週間目、 181p
4月末までの ToDoリストを示し、学級づくりで大切なことを紹介する。5月以降のリ 冊子版 978-4-491-03659-5 2019.03
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

カバリー術も掲載。チェック欄あり。

DL不可 EPUB

*1030988322*
学級経営の教科書 Creative Classroom Management
白松賢
（しらまつ・さとし）
著
東洋館出版社

指導の手順は「見える化」する。
「みんな仲良しの学級」でなくていい。全員で「や
り抜く力」を育む…。イメージや経験ではなく、理論的に学ぶ学級経営の教科書。
小・中・高を貫く「学級経営の充実」の視点を示す。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 シガ
237p
冊子版 978-4-491-03341-9 2017.03
DL不可 EPUB

*1030988336*
学級経営は
「問い」
が9割 Empowerment for Children
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

子供の思考をアクティブにする問いの指導とは ? 教師と子供の関係づくりの基本姿
勢、学級経営の基本姿勢、集団の学力を高める学級づくり、子供の心に届く指導
などについて伝える。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 サガ
214p
冊子版 978-4-491-03204-7 2016.03
DL不可 EPUB

*1030988340*
学校でできる! 性の問題行動へのケア

子どものワーク＆支援者のためのツール
宮口幸治
（みやぐち・こうじ）
編著
東洋館出版社

國分聡子
（こくぶ・さとこ）
著

伝えにくいけれど、伝えなければならない「性」の問題。性のことを「どうやって教
えればいいかわからない」という先生や保護者に向け、コピーして使える子ども用の
ワークシートと、支援者用の性教育ツール・Q＆Aを収録する。

学校における安全教育・危機管理ガイド

あらゆる危険から子供たちを守るために

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.49 件名◎性教育 ミガ 127p
冊子版 978-4-491-03945-9 2019.11

*1032352984*
教育

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎374.92 件名◎学校安全 ■ガ
81p
大阪教育大学附属池田小学校の安全教育カリキュラムの年間計画・実践事例を、 冊子版 978-4-491-03426-3 2017.11
大阪教育大学附属池田小学校著
東洋館出版社

板書例や他教科との関わりをふまえ分かりやすく解説。また、安全管理・不審者対
応訓練から、安全対策の基本を伝える。

818

*1032352966*

鎌倉発「深い学び」のカリキュラム・デザイン

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 サカ
主体的思考、共感的感情、創造的行動が自立に向かう子を育てる! アクティブ・ラー 119p
ニングとカリキュラム・マネジメントを効果的・効率的に結び付ける取組を行ってい 冊子版 978-4-491-03545-1 2018.06
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
編著
東洋館出版社

横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校著

る、横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校の実践を紹介する。

*1032352970*
簡単 ! 時短 ! 理科授業の効率アップ術

観察・実験を楽々こなす方法
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

“ 理科って大変 ” はウソだった! 忙しい先生のために、教科書の内容をきちんと教え
ながらも、観察・実験を手際よく行う方法を紹介。
「実験中に言うことを聞かない子ども」
など、陥りがちな困った状況への対処法も教えます。

教育社会学の20人 オーラル・ヒストリーでたどる日本の教育社会学

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 クカ 141p
冊子版 978-4-491-03506-2 2018.04
DL不可 EPUB

*1032353024*
教育

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 36,630円 + 税
分類◎371.3 件名◎教育社会学 ■キ
戦後発足した教育社会学という学問領域はどのような形で発展を遂げていったの 277,11p
か。一時代を築いた20人の研究者たちの「証言記録」をもとに、オーラル・ヒストリー 冊子版 978-4-491-03583-3 2018.09

日本教育社会学会編
東洋館出版社

加野芳正
（かの・よしまさ）
責任編集

ならではの「新しい事実を発掘」し、後世に伝える試み。

DL不可 EPUB

*1032353003*
教科書 +α絶対楽しい家庭科授業
横山みどり
（よこやま・みどり）
編著
東洋館出版社

楽しい家庭科の授業を考える会編著

教科書の題材にちょっとひと工夫。笑顔あふれる家庭科授業づくりの秘密を多数紹
介する。男性の家庭科専科教諭のコラムと座談会、平成29年版小学校学習指
導要領の家庭科改訂ポイント解説も収録。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.52 件名◎技術・家庭科 ■キ
137p
冊子版 978-4-491-03758-5 2019.10

*1032352985*
教材に「しかけ」
をつくる国語授業10の方法 説明文アイデア50

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 カキ
机の端にコップが置いてあったら、「机の真ん中に置いて!」と言いたくなるように、 179p
教材の安定を崩すと、子どもたちが自ら動き、話しだす。教材にしかけをつくる方法や、 冊子版 978-4-491-02901-6 2013.04
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

授業のユニバーサルデザイン研究会沖縄支部著

説明文教材のしかけづくりのアイデアなどを紹介する。

*1030988302*
教材に「しかけ」
をつくる国語授業10の方法 文学アイデア50

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 カキ
楽しくて力がつく国語授業を提案。教材に、子どもが自ら動きたくなる・話したくなる「し 179p
かけ」
をつくる方法から、授業の流れ・発問・板書まで、具体的な授業実践を「Before」 冊子版 978-4-491-02900-9 2013.02
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

授業のユニバーサルデザイン研究会沖縄支部著

「After」の例を挙げビジュアルに解説。

*1030988303*
教師にも瞬発力・対応力が必要です
学級・授業づくりと芸人さんの話から学ぶ

田中博史
（たなか・ひろし）
著
東洋館出版社

授業の命である瞬発力・対応力を鍛えるには。著者のこれまでの学級経営や授業
で培ってきた経験を中心に解説するとともに、山口智充、礼二（中川家）ら芸人た
ちとの対談から、瞬発力・対応力の極意を探る。

教育
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 タキ
163p
冊子版 978-4-491-03580-2 2018.08
DL不可 EPUB

*1030988334*
819

教師の学び方

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 サキ
授業改善という変化のうねりの渦中にある教育現場。
「子供の実態」
「授業の本質」 230p
から教師は何をどのように学べばよいのか、そして学んだことをどのようにして深めて 冊子版 978-4-491-03671-7 2019.03
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

いけばよいのか。教師の学び方を考える。

DL不可 EPUB

*1030988320*
教師の勝算 勉強嫌いを好きにする9の法則
Daniel T.Willingham 著
東洋館出版社

恒川正志
（つねかわ・まさし）
訳

なぜ子どもは、テレビで見たことは全部覚えているのに、教師の言うことは全部忘れ
るのか。子どもの学習スタイルによって、教えかたをどう変えるか。脳科学に基づ
いた授業改善を提案する。

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎371.41 件名◎学習心理学 ウキ
373,11p
冊子版 978-4-491-03682-3 2019.05
DL不可 EPUB

*1030988324*
教務主任の仕事整理術 限られた時間で最大限の効果を生み出す!

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎374.3 件名◎教務主任 ヤキ
教務主任だからこそできる仕事を創り出し、その醍醐味を味わってみませんか。教 181p
務主任の本当の仕事とは何かを解き明かし、著者自身の教務主任時代のエピソー 冊子版 978-4-491-03251-1 2016.07
安野功
（やすの・いさお）
著
東洋館出版社

ドを織り交ぜつつ、教務主任の仕事整理術を伝えます。

DL不可 EPUB

*1032352994*
熊本発「生活数理」の軌跡 「学びに向かう力」を育てる新たな挑戦
笠井健一
（かさい・けんいち）
編著
東洋館出版社

吉良智恵美
（きら・ちえみ）
編著

実生活の中にある課題を算数の習得内容や数学的な生活経験を生かして思考・判
断・表現する活動を重視しながら解決する学習を通し、思考力・判断力・表現力
を育成する「生活数理」。熊本県大津町立大津小学校の実践を紹介する。

教育
同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ク
135p
冊子版 978-4-491-03609-0 2018.10
DL不可 EPUB

*1032352997*
見方・考え方 「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?
国語科編

中村和弘
（なかむら・かずひろ）
編著
東洋館出版社

東京学芸大学附属小学校国語研究会著

新学習指導要領を読み解く最後のピース「見方・考え方」を働かせる真の授業の
姿とは? 東京学芸大学附属小学校の実践事例を通して、
「言葉による見方・考え方」
を働かせる国語科授業について考える。

見方・考え方 「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?
社会科編

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ミ
131p
冊子版 978-4-491-03476-8 2018.02

*1030988306*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ミ
171p
新学習指導要領で、深い学びの鍵になるとされている「見方・考え方」を授業に 冊子版 978-4-491-03423-2 2017.10
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
編著
東洋館出版社

加藤寿朗
（かとう・としあき）
編著

生かす方法を解説。小・中学校の社会科の授業の実践報告、教育現場にいる先
生方の研究報告、学習指導要領における「見方や考え方」の変遷等を収録。

高校授業「学び」のつくり方

大学入学共通テストが求める
「探究学力」の育成
稲井達也
（いない・たつや）
著
東洋館出版社

高大接続改革において新たに導入される大学入学共通テスト。高校教育の「これ
まで」と「これから」を整理し、新学習指導要領が求めるコンテンツとコンピテンシー
に踏み込んだ授業の姿を紹介。新学力向上授業実践プランも収録。

820

*1030988307*
教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 イコ
231p
冊子版 978-4-491-03634-2 2019.01
DL不可 EPUB

*1030988332*

国語授業における
「深い学び」
を考える 授業者からの提案
全国国語授業研究会編著
東洋館出版社

筑波大学附属小学校国語研究部編著

小学校の国語科授業において、「深い学び」実現のために何が必要か、今までの
授業と何が変わるのか、などについて現場教師が考察する。奈須正裕と筑波大学
附属小国語部がこれからの授業像を語る座談会も収録。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 ■コ
136p
冊子版 978-4-491-03388-4 2017.08
DL不可 EPUB

*1032353007*
国語授業のユニバーサルデザイン

全員が楽しく
「わかる・できる」国語授業づくり 〈授業の UD Books〉
桂聖
（かつら・さとし）
著
東洋館出版社

特別支援教育の視点を取り入れた国語授業づくりを提案。「論理」を授業の目標と
し、焦点化（シンプルに）
・視覚化（ビジュアルに）
・共有化（シェア）する方法
を解説する。具体的な問答や板書も掲載。

参観授業で使いたい ! 算数教材30

「ハテナ ? 」
と
「ナルホド!」で皆が活躍する授業を!

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.8 件名◎国語科 カコ 190p
冊子版 978-4-491-02674-9 2011.02
DL不可 EPUB

*1032353019*
教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■サ
131p
1年：10よりおおきいかず「10を見つけよう!」や、6年：特設単元「修学旅行のしお 冊子版 978-4-491-02966-5 2013.09
細水保宏
（ほそみず・やすひろ）
編著 ガウスの会執筆
東洋館出版社

りをつくろう!」など、学習者・授業者・参観者が「おもしろい !」と感じる算数教材
30を、授業の様子や板書とともに紹介する。

算数・数学教育と数学的な考え方 その進展のための考察 復刻版

*1030988308*
教育

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎375.41 件名◎数学教育 ナサ
算数・数学にふさわしい創造的な活動を自主的に行う「数学的な考え方」を育成 255p
するには。「統合的発展的な考察」ならびに「関数の考え」の活用にかかわるこ 冊子版 978-4-491-03130-9 2015.07
中島健三
（なかじま・けんぞう）
著
東洋館出版社

とを重点として取り上げ、具体的な事例を示す。

*1030988311*
算数科授業づくりの基礎・基本

教育

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ツサ
算数の授業を実践するときに重要な、授業の内容の骨となるべきところが何なのか 410p
把握できるように、基礎・基本の考え方や各学年で学ぶ内容を、事例などを含めな 冊子版 978-4-491-02988-7 2014.01
坪田耕三
（つぼた・こうぞう）
著
東洋館出版社

がら解説する。『指導と評価』連載を書籍化。

*1030988309*
算数授業のユニバーサルデザイン 全員で楽しく
「数学的な見方・

考え方」
を身に付ける! 〈授業の UD Books〉
伊藤幹哲
（いとう・よしのり）
著
東洋館出版社

算数授業を「焦点化・視覚化・共有化・オープン」にすると、子どもが楽しい! 参
加しやすい! わかりやすい! 指導内容の質的なレベルを下げずに、どの子もわかる・
できる授業を実現する「しかけ」を具体的に紹介する。

算数授業研究 Vol.120（ 2019年）

特集なぜ算数授業がうまくいかないのか ? だから授業をこう変える!

筑波大学附属小学校算数研究部企画・編集
東洋館出版社

「なぜ算数授業がうまくいかないのか？だから、わたしはこう変える」という特集で、
何を変えると算数の授業が変わるのか、授業前・授業中に教師はなにを意識する
べきか。わたしが考える「うまくいかない算数授業」とは、など、『授業を失敗しな
いための4つの問い』の先にあるものを各学年の難単元に焦点を絞り、授業の改善
ポイントを特集。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 イサ
190p
冊子版 978-4-491-03097-5 2015.03
DL不可 EPUB

*1032353017*
教育
同時アクセス1 2,521円 + 税
同時アクセス3 7,563円 + 税
分類◎ Q375.412 件名◎算数科－雑誌
■サ 71p
冊子版 978-4-491-03633-5 2019.01

*1030988313*
821

子どもが変わる授業 算数の先生が教える授業づくりの秘訣

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 タコ
教師の子どもの見方、授業づくりの考え方－変化は少しだけでいい! 発問、板書・ノー 171p
ト指導、宿題の出し方、授業中の子どもとの接し方…。授業づくりで著者が大切に 冊子版 978-4-491-03088-3 2015.02
田中博史
（たなか・ひろし）
著
東洋館出版社

していることをまとめる。

DL不可 EPUB

*1032352998*
子どもの学びを深める新しい算数科教育法
齋藤昇
（さいとう・のぼる）
編著
東洋館出版社

秋田美代
（あきた・みよ）
編著

小学校教師を目指す人に向けて、算数科教育の本質、算数科の目標や内容、「数
と計算」「図形」「測定」「変化と関係」「データの活用」の授業展開の実際等
をわかりやすく解説。平成29年告示小学校学習指導要領に対応。

教育
同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 19,305円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■コ
154p
冊子版 978-4-491-03456-0 2018.04
DL不可 EPUB

*1032379101*
思考ツールで国語の「深い学び」
山本茂喜
（やまもと・しげき）
編著
東洋館出版社

新学習指導要領が目指す国語科の学びには、なぜ思考ツールが必要なのか、ど
のように使えば「深い学び」が実現できるのかをわかりやすく解説。授業実践20例
も具体的に紹介する。

教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 ヤシ 129p
冊子版 978-4-491-03440-9 2017.12

*1032352939*
思考過程を大切にする愉しい算数発問・指示づくり

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ナシ
「発問」や「指示」は、子どもが自ら動き出していく意識や態度を引き出すとともに、 178p
思考の広がりや深まりを生み出す。算数の授業づくりについて、発問・指示を中心に、 冊子版 978-4-491-03459-1 2018.02
中村光晴
（なかむら・みつはる）
著
東洋館出版社

教師の反応と押さえについても解説する。

DL不可 EPUB

*1032353027*
指示は1回 聞く力を育てるシンプルな方法
楠木宏
（くすき・ひろし）
著
東洋館出版社

長年、小学校の教師を務めてきた著者が、話を聞く子どもを育てる方法、またその
ための話し方のコツをはじめ、気になる子どもとその保護者との付き合い方、日常の
ルールを守れる子どもを育てるのに効果的な方法などを紹介する。

教育
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 クシ
173p
冊子版 978-4-491-03200-9 2016.03
DL不可 EPUB

*1032352991*
私は
『学び合い』
をこれで失敗し、これで乗り越えました。

教育

誰もがぶつかる悩みに答える
『学び合い』
を成功させる秘訣 !

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
西川純
（にしかわ・じゅん）
編著
分類◎375.1 件名◎学習指導 ニワ
東洋館出版社
230p
あなたの悩みは、あなたが最初に悩んだことではありません。「学び合い」を実践し、 冊子版 978-4-491-03323-5 2017.03

悩み、それを乗り越えた小・中学校、高校の教師たちの経験談を通して、「学び合
い」を成功させる秘訣を教えます。

自主学習ノートへの挑戦 自ら学ぶ力を育てるために

DL不可 EPUB

*1030988335*
教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ジ 97p
自主学習ノートを見直すと、子ども、保護者、授業が変わる! 自主学習ノートででき 冊子版 978-4-491-03008-1 2014.03
堀哲夫
（ほり・てつお）
著
東洋館出版社

仙洞田篤男
（せんどうだ・とくお）
著

ることや、自主学習ノートに見る子どもたちの変化、自主学習ノートに対する指導の
ポイントなどについて、事例をあげて詳しく述べる。

*1032352963*
822

自分の学びに自信がもてる子ども 〈学び続けるシリーズ 3〉
東京学芸大学附属世田谷小学校著
東洋館出版社

子どもたちが受け身ではなく主体的に学ぶことを目指す東京学芸大学附属世田谷小
学校。「自分の学びに自信がもてる子ども」を育む学校の創造について解説し、各
教科における実践などを紹介する。

教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.1 件名◎授業研究 ■ジ
159p
冊子版 978-4-491-03554-3 2018.07

*1032352971*
実践 ! 社会科授業のユニバーサルデザイン 展開と技法
村田辰明
（むらた・たつあき）
編著
東洋館出版社

社会科授業 UD 研究会著

全員参加・理解の社会科授業へ ! 新進気鋭の10人の教師による授業事例を掲載
し、社会的な見方・考え方の成長を、「多面化」「多角化」「一般化」「具体化」
の4つの視点から整理する。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ムジ 156p
冊子版 978-4-491-03947-3 2019.10
DL不可 EPUB

*1032353021*
社会科授業のユニバーサルデザイン

全員で楽しく社会的見方・考え方を身に付ける! 〈授業の UD Books〉
村田辰明
（むらた・たつあき）
著
東洋館出版社

特別支援教育の視点を取り入れた社会科授業づくりを提案。
「社会的見方・考え方」
を獲得することをめざし、焦点化（シンプルに）
・視覚化（ビジュアルに）
・共有化（シェ
ア）する方法を解説する。具体的な問答なども掲載。

若い先生のための理科教育概論 4訂
畑中忠雄
（はたなか・ただお）
著
東洋館出版社

理科教育の目標と歴史、指導案の作成、観察・実験など、理科教育の基本や理
科の指導の手掛かりになる内容を実践的にまとめる。理科教師を目指す学生にも役
立つ書。平成29年版学習指導要領に対応。

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ムシ 151p
冊子版 978-4-491-02931-3 2013.05
DL不可 EPUB

*1032353018*
教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.42 件名◎理科 ハワ 284p
冊子版 978-4-491-03566-6 2018.08
DL不可 EPUB

*1032353030*
授業で使える! 算数おもしろ問題60

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ホジ
問題がおもしろければ、授業は絶対盛り上がる!「7になるひき算」「1～8で式を作ろ 126p
う」「72で割り切れる数」「中心角がわからないおうぎ形の面積」など、算数のおも 冊子版 978-4-491-03237-5 2016.06
細水保宏
（ほそみず・やすひろ）
編著 ガウスの会執筆
東洋館出版社

しろさや、考える楽しさを味わえる60問を収録する。

*1030988310*
授業のビジョン TEACHING WITH A NEW VISION

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375 件名◎総合学習 オジ 315p
授業のビジョンの持ち方から、ゴールの明確化、プロセスの精緻化、教師のポリシー 冊子版 978-4-491-03699-1 2019.06
小川雅裕
（おがわ・まさひろ）
著
東洋館出版社

まで、新学習指導要領を根拠にしながら、総合的な学習の時間における実践をメ
インにして授業づくりのエッセンスを明らかにする。

DL不可 EPUB

*1030988325*
授業のユニバーサルデザイン

教科教育に特別支援教育の視点を取り入れる Vol.11
「深い学び」
を目指す授業 UD 学びの過程における困難さへの対応
桂聖
（かつら・さとし）
編著
東洋館出版社

石塚謙二
（いしずか・けんじ）
編著

教科授業に特別支援教育の考え方を取り入れ、クラスの子どもたち全員が楽しく「わ
かる・できる」 授業をつくるノウハウを紹介。Vol.11は、「「深い学び」を目指す授
業 UD」などを特集する。

教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ■ジ 93p
冊子版 978-4-491-03591-8 2018.09

*1030988295*
823

授業のユニバーサルデザイン入門

どの子も楽しく
「わかる・できる」授業のつくり方 〈授業の UD Books〉
小貫悟
（こぬき・さとる）
著
東洋館出版社

桂聖
（かつら・さとし）
著

ユニバーサルデザインの理念や考え方、手法などをわかりやすく紹介するとともに、
実際の国語授業をもとに、授業のユニバーサルデザインの視点を解説する。著者
らの対談「教科教育と特別支援教育をつなげる」も収録。

授業を磨く

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 コジ
156p
冊子版 978-4-491-03011-1 2014.04
DL不可 EPUB

*1030988318*
教育

同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 19,305円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 タジ
アクティブ・ラーニングを通した授業を目指していく中で、教師はどのようなビジョンを 153p
もち、どのように授業を磨いていけばよいのか。「探究・協同」「21世紀型学力」「イ 冊子版 978-4-491-03114-9 2015.04
田村学
（たむら・まなぶ）
著
東洋館出版社

メージ力」などをテーマに具体的に紹介する。

DL不可 EPUB

*1032353006*
授業改革の二大論点 算数の活動・算数の活用

〈算数授業研究シリーズ 27〉

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ジ
139p
算数的活動と呼ばれていたものが、
「数学的活動」に変わることで何が変わるのか。 冊子版 978-4-491-03569-7 2018.08
全国算数授業研究会企画・編集
東洋館出版社

算数を日常に活用するとはどういうことか。「算数の活動」「算数の活用」の2つの
切り口で、「数学的活動」の本質について考える。

授業改善8つのアクション

学び合えるチームが最高の授業をつくる!

石井英真
（いしい・てるまさ）
編著
東洋館出版社

学び合えるチームが最高の授業をつくる! 安芸高田市の美土里小学校・中学校の
「学びの変革」を目指した授業改善のストーリーと、それを可能にした8つのアクショ
ンを、ヴィジョンや理論とともに紹介する。

週イチでできる! アクティブ・ラーニングの始め方

DL不可 EPUB

*1032353016*
教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 イジ
238p
冊子版 978-4-491-03547-5 2018.07
DL不可 EPUB

*1030988333*
教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導 ニシ
まずは週に1回・1時間、新しい授業を始めてみませんか ? アクティブ・ラーニング 181p
に取り組む最初の3カ月のための本。アクティブ・ラーニングの始め方から課題のつ 冊子版 978-4-491-03211-5 2016.03
西川純
（にしかわ・じゅん）
著
東洋館出版社

くり方、学校全体を巻き込む方法までを紹介する。

DL不可 EPUB

*1032352999*
小学校のための法教育12教材
一人ひとりを大切にする子どもを育む

日本弁護士連合会市民のための法教育委員会編著
東洋館出版社

法的なものの考え方を身に付け、一人ひとりを大切にする子どもを育む、小学生を
対象とした法教育の教材集。話し合いと約束、トラブル解決法、リーダーの選び方、
公平な分け方、三角ロジックなどが学べる全12教材を収録。

小学校考え、議論する道徳科授業の新展開 低学年

教育
同時アクセス1 9,075円 + 税
同時アクセス3 27,225円 + 税
分類◎375 件名◎法教育 ■シ 176p
冊子版 978-4-491-03394-5 2017.09

*1032352944*
教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アシ
小学校低学年の「道徳科」の定番教材をもとに、多様な実践を「評価のポイント」 182p
とともに紹介。「登場人物への自我関与を中心とした学習」「問題解決的な学習」 冊子版 978-4-491-03472-0 2018.02
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

「道徳的行為に関する体験的な学習」の工夫がひと目で分かる。

*1032352967*
824

小学校考え、議論する道徳科授業の新展開 中学年

教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アシ
小学校中学年の「道徳科」の定番教材をもとに、多様な実践を「評価のポイント」 190p
とともに紹介。「登場人物への自我関与を中心とした学習」「問題解決的な学習」 冊子版 978-4-491-03473-7 2018.02
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

「道徳的行為に関する体験的な学習」の工夫がひと目で分かる。

*1032352968*
小学校考え、議論する道徳科授業の新展開 高学年

教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アシ
小学校高学年の「道徳科」の定番教材をもとに、多様な実践を「評価のポイント」 206p
とともに紹介。「登場人物への自我関与を中心とした学習」「問題解決的な学習」 冊子版 978-4-491-03474-4 2018.02
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

「道徳的行為に関する体験的な学習」の工夫がひと目で分かる。

*1032352969*
小学校算数アクティブ・ラーニングを目指した授業展開

主体的・協働的な学びを実現する
笠井健一
（かさい・けんいち）
編著
東洋館出版社

全員が一人一人を大切にして支え合う授業、自分たちで問題をつくる授業、ふきだ
し法を活用する授業…。子供たちが主体的・協働的に学ぶヒントとなる、小学校
算数科のアクティブ・ラーニング実践を紹介する。

小学校社会科学習指導案文例集

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 カシ
158p
冊子版 978-4-491-03174-3 2015.12

*1032352952*
教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ■シ 182p
平成29年3月告示の新学習指導要領に対応した小学校社会科授業の実践計画を 冊子版 978-4-491-03509-3 2018.03
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
編著
東洋館出版社

廣嶋憲一郎
（ひろしま・けんいちろう）
編著

全単元掲載。見開き2ページで構成し、主な学習活動、指導の手立て、単元目標、
単元の配慮事項、「深い学び」のポイントなどを示す。

*1032352972*
小学校新学習指導要領ポイント総整理 平成29年版
新旧対照表で改訂のポイントがひと目でわかる!

東洋館出版社編集部編
東洋館出版社

平成29年3月告示と平成20年3月告示の小学校学習指導要領の新旧対照表を掲
載し、改訂 / 新設・追加された文言を中心に強調表示。改訂のポイント、各教科
等における具体的な改善事項、キーワード解説なども収録。

心理テクニックを使った! 戦略的な学級経営
阿部真也
（あべ・しんや）
著
東洋館出版社

心理学の知見をかりながら、児童の心理を図り、学級経営に戦略をもって子どもた
ちを導く「戦略的学級経営術」を紹介する。子ども一人ひとりが安心・安全に生
活できる学級に変わる心理テクニックが満載。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.1 件名◎学習指導要領 ■シ
334p
冊子版 978-4-491-03358-7 2017.04

*1030988294*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎374.12 件名◎学級経営 アシ
149p
冊子版 978-4-491-04035-6 2020.03

*1032352987*
図解授業づくりの設計図
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

深い学び、見方・考え方、学習評価、教材研究、指導技術…。小学校学習指
導要領が目指す授業の在り方を、構造図、構想図といった図とともにわかりやすく解
説する。図版のダウンロードサービス付き。

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎学習指導 サズ 151p
冊子版 978-4-491-04257-2 2020.07

*1032352990*
825

数学的に考える資質・能力を育成する算数の授業

Before・Afterで分かる!

横浜市小学校算数教育研究会編著
東洋館出版社

横浜市小学校算数教育研究会による「数学的に考える資質・能力を育成する算
数科学習」の研究内容をまとめる。数学的な見方・考え方、深い学びを取り込ん
だ24の事例を、BeforeとAfterという形で整理し紹介する。

世界基準の教師の育て方 新任教師を成功させる育成プログラム

教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ス
194p
冊子版 978-4-491-03951-0 2019.11

*1032352983*
教育

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎373.7 件名◎教員養成 ブセ
教師の離職率を抑え、成果を上げさせるには? アメリカの様々な学校で実施されて 215p
いる、新任教師を成功に導く育成プログラム「インダクション・プログラム」。その 冊子版 978-4-491-03658-8 2019.03
アネット・ブロー著
東洋館出版社

ハリー・ウォン著

取組と考え方を徹底解説する。

DL不可 EPUB

*1030988321*
成功する校内研修の進め方 平成29年版小学校学習指導要領対応
赤井利行
（あかい・としゆき）
編著
東洋館出版社

テーマの立て方、講師依頼の仕方、授業改善の取り組み方、公開研究会の進め
方…。校内研修を進めていく上での様々なポイントを、現役教師らの経験をもとに、
実例を挙げながら紹介する。平成29年版小学校学習指導要領に対応。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎374.35 件名◎教員研修 アセ
137p
冊子版 978-4-491-03490-4 2018.03

*1032352981*
成長する授業 子供と教師をつなぐ図画工作

教育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 オセ
図画工作科とはどのような教科なのか。指導計画の作成から授業の終末までのそ 189p
れぞれのポイントや、授業実践の具体例を紹介。指導を通して育まれる教師として 冊子版 978-4-491-03296-2 2016.12
岡田京子
（おかだ・きょうこ）
著
東洋館出版社

の力、図画工作を通して育まれる子供たちの様々な力についても考察。

DL不可 EPUB

*1032353005*
生活・総合「深い学び」のカリキュラム・デザイン

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.312 件名◎生活科 タセ
新学習指導要領に基づいた「生活・総合」授業デザインの実践事例集。「深い 151p
学び」とは、「知識・技能」の概念化とは何か、どうやってカリキュラムをデザイン 冊子版 978-4-491-03379-2 2017.08
田村学
（たむら・まなぶ）
編著
東洋館出版社

横浜市黒船の会著

し、マネジメントすればよいかを明らかにする。

*1032352942*
生活科で子どもは何を学ぶか キーワードはカリキュラム・マネジメント

教育

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.312 件名◎生活科 スセ
基本を押さえた生活科の入門書。生活科の目標やカリキュラム・マネジメント、子 210p
どもの成長を引き出す評価などの理論を解説したうえで、新学習指導要領に対応し 冊子版 978-4-491-03503-1 2018.03
須本良夫
（すもと・よしお）
編著
東洋館出版社

た授業の実践を紹介する。各章冒頭に書き込みスペースあり。

DL不可 EPUB

*1032353000*
体育授業に大切な3つの力

主体的・対話的で深い学びを実現する教師像

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.492 件名◎保健体育科 ヒタ
240p
子どもを、
「今日の体育を通して、なりたい自分」に導こう。子どもに「運動感覚・技能」 冊子版 978-4-491-03487-4 2018.02
平川譲
（ひらかわ・ゆずる）
著
東洋館出版社

を身に付けさせることをねらいの主軸として、体育授業で「主体的・対話的で深い
学び」を実現させるために必要な3つの力を紹介する。

826

DL不可 EPUB

*1032352993*

体育授業のユニバーサルデザイン 子どもたち全員が「かかわり

教育

ながら、わかってできる」体育授業のつくり方 〈授業の UD Books〉

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
清水由
（しみず・ゆう）
著
分類◎375.492 件名◎保健体育科 シタ
東洋館出版社
191p
体育授業をユニバーサルデザイン化するという考え方のもと、運動が苦手な子はも 冊子版 978-4-491-03941-1 2019.11

ちろん、得意としている子も一緒になって楽しく学べる「全員参加の授業」。その秘
訣を具体的な実践例を交えて紹介します。

知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング
武富博文
（たけどみ・ひろふみ）
編著
東洋館出版社

松見和樹
（まつみ・かずき）
編著

近年の研究的知見を踏まえ、知的障害教育におけるアクティブ・ラーニングの視
点やキャリア発達との関係等を概説し、小学部から高等部までの授業実践を紹介。
さらに、授業の中で活用できる思考ツールやその活用例を紹介する。

DL不可 EPUB

*1032353020*
教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎378.6 件名◎知的障害児 ■チ
131p
冊子版 978-4-491-03309-9 2017.02

*1032352965*
知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント

教育

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎378.6 件名◎知的障害児 ■チ
子供たちの教育をさらに充実・発展させるための手段であるカリキュラム・マネジメ 177p
ント。どのように考え、進めていけばよいのかを、特別支援学校や知的障害特別支 冊子版 978-4-491-03510-9 2018.05
丹野哲也
（たんの・てつや）
編著
東洋館出版社

武富博文
（たけどみ・ひろふみ）
編著

援学級での授業改善を目指した事例で解明する。参考資料も収録。

*1030988297*
知的障害特別支援学校における深い学びへのアプローチ

教育

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業実践

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
全国特別支援学校知的障害教育校長会編著
分類◎378.6 件名◎知的障害児 ■チ
東洋館出版社
109p
知的障害教育における「深い学び」とは何か。全国の特別支援学校の「主体的・ 冊子版 978-4-491-03612-0 2019.01

対話的で深い学び」の視点からの授業実践を、小学部6事例、中学部6事例、
高等部8事例の計20事例を取り上げる。

筑波発読みの系統指導で読む力を育てる 7系列の読む力

〈初等教育学の構築を目指して Japanese〉
筑波大学附属小学校国語教育研究部編
東洋館出版社

青木伸生
（あおき・のぶお）
著

小学校の国語科の授業においてつけるべき読みの力を、文学と説明文それぞれ7
つの系列に整理し、各学年ごとに指導すべき読みの技能と用語、力をつけるため
に有効な教材を紹介する。系統指導の実際も掲載。

筑波発問題解決の算数授業

変わる自分をたのしむ算数授業づくりへの転換

筑波大学附属小学校算数教育研究部編著
東洋館出版社

平成24～26年度の筑波大学附属小学校算数教育研究部の研究成果をまとめる。
問題解決学習で悩んでいる先生に向けて、問題解決の算数授業を実現するため
のポイントや育てるべき子どもの姿を示す。

中学校「動き」のある道徳科授業のつくり方
磯部一雄
（いそべ・かずお）
著
東洋館出版社

杉中康平
（すぎなか・こうへい）
著

「道徳的行為に関する体験的な学習」の充実が挙げられている中学校の道徳科授
業。場面の再現化やホワイトボード・マグネットを活用し、簡単に実践できて、効
果的な「動き」のある授業手法を紹介する。

*1030988298*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 ■ツ
179p
冊子版 978-4-491-03197-2 2016.02
DL不可 EPUB

*1032353008*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ツ
177p
冊子版 978-4-491-03131-6 2015.06
DL不可 EPUB

*1032353009*
教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎ 件名◎道徳教育 イチ 206p
冊子版 978-4-491-03764-6 2020.06

*1032352946*
827

中学校「理科の見方・考え方」
を働かせる授業

新学習指導要領対応 !

山口晃弘
（やまぐち・あきひろ）
編著
東洋館出版社

江崎士郎
（えざき・しろう）
編著

中学校の新学習指導要領で目標として掲げられた、
「資質・能力」を育成するための、
「理科の見方・考え方」
を働かせる授業とは? 具体的な授業実践32事例を紹介する。

教育
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎375.423 件名◎理科 ■チ 196p
冊子版 978-4-491-03387-7 2017.08

*1032352940*
中学校新学習指導要領ポイント総整理 平成29年版
新旧対照表で改訂のポイントがひと目でわかる!

教育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
東洋館出版社編集部編
分類◎375.1 件名◎学習指導要領 ■チ
東洋館出版社
308p
平成29年3月告示の新しい中学校学習指導要領は、現行の指導要領と何がどのよ 冊子版 978-4-491-03368-6 2017.06

うに変わったのか。新旧対照表で改訂のポイントを説明。各教科等における具体
的な改善事項、キーワード解説も掲載する。

中学校理科図解でわかる
「深い学び」のプロセス

ビジュアル 解説＆ワークシート集
大久保秀樹
（おおくぼ・ひでき）
著
東洋館出版社

豊富なイラストでやさしく中学校理科授業の流れを解説。各単元の指導計画の詳
細から展開例まで幅広くカバーする。巻末にはコピーしてそのまま使えるワークシート
も収録。平成29年度学習指導要領対応。

通常学級のユニバーサルデザインスタートダッシュQ＆A55
阿部利彦
（あべ・としひこ）
編著
東洋館出版社

授業・教室環境・人的環境のユニバーサルデザイン（UD）化で、より多くの子ど
もたちの「わかる・できる」を実現 ! 教育の UD 化についてQ＆A 形式で解説した
包括的な入門書。ケーススタディ、事例紹介などを盛り込む。

*1032352953*
教育
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎375.423 件名◎理科 オチ 127p
冊子版 978-4-491-03518-5 2018.04

*1030988315*
教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 アツ
123p
冊子版 978-4-491-03419-5 2017.09

*1032352943*
通常学級のユニバーサルデザインプランZero 2 授業編

教育

〈授業の UD Books〉

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
阿部利彦
（あべ・としひこ）
編著
分類◎374.1 件名◎学級経営 アツ
東洋館出版社
150p
優れた授業には「5つのテクニック」がある! 授業をユニバーサルデザイン（UD） 冊子版 978-4-491-03157-6 2015.09

化する5つのテクニックとその実践アイディア、UD 化された授業の基本形と授業で
の子どもの反応の活かし方などを紹介する。

通常学級のユニバーサルデザインプランZero 気になる子の

「周囲」にアプローチする学級づくり 〈授業の UD Books〉
阿部利彦
（あべ・としひこ）
編著
東洋館出版社

授業のユニバーサルデザイン研究会湘南支部著

クラスを構成している人的環境に目を向け、発達が気になる子だけでなく、その周
囲にいる子どもたちの問題行動についての対処法を解説。周囲の子から広げる学
級づくりも具体的に紹介する。

定番教材で考える
「深い学び」
をうむ国語授業
全国国語授業研究会編
東洋館出版社

筑波大学附属小学校国語研究部編

国語の教科書に掲載されている多くの文学作品や説明文を取り上げながら、「深い
学び」の実現に向けた実践を具体的に解説。また、「深い学び」をうむ国語授業
の実際も、写真で紹介する。

DL不可 EPUB

*1030988319*
教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎374.1 件名◎学級経営 アツ
129p
冊子版 978-4-491-03055-5 2014.09
DL不可 EPUB

*1032352992*
教育
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 ■テ
133p
冊子版 978-4-491-03568-0 2018.08

*1030988304*
828

道徳の評価で大切なこと

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375.352 件名◎道徳教育 アド
これまでの学校における評価の考え方を学習指導要領や関連する指導資料などを 175p
基に考察した上で、道徳科における評価の在り方や基本的な考え方について明ら 冊子版 978-4-491-03578-9 2018.11
赤堀博行
（あかぼり・ひろゆき）
著
東洋館出版社

かにする。第1学年～第6学年の評価例も掲載。

DL不可 EPUB

*1030988337*
白石範孝の国語授業の教科書
白石範孝
（しらいし・のりたか）
著
東洋館出版社

イメージと感覚だけの国語授業からはもう抜け出そう! 論理的に思考するための観点
を、文学作品、説明文、詩の授業ごとに解説。学級づくりと国語の授業の関係に
ついても触れる。

教育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎375.82 件名◎国語科 シシ 154p
冊子版 978-4-491-02748-7 2011.12
DL不可 EPUB

*1032353001*
白石範孝集大成の授業「モチモチの木」全時間・全板書
白石範孝
（しらいし・のりたか）
著
東洋館出版社

教材をいかに読み、子どもの言葉の力につなげるか。白石メソッドを凝縮した、「モ
チモチの木」全時間の授業記録を公開。教材分析、全板書、単元計画なども収録。
「ごんぎつね」「やまなし」の授業動画が見られるURL 付き。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 シシ 79p
冊子版 978-4-491-03205-4 2016.03

*1030988305*
福井発プロジェクト型学習 未来を創る子どもたち

教育

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎375 件名◎総合学習 ■フ 245p
自主的、協働的に課題解決に取り組む、児童・生徒の姿勢はどのように醸成されて 冊子版 978-4-491-03616-8 2018.11
秋田喜代美
（あきた・きよみ）
著
東洋館出版社

福井大学教育学部附属義務教育学校研究会著

きたのか。教科の枠を越えて学年全体で課題解決に取り組む、福井大学教育学
部附属義務教育学校でのプロジェクト型学習の実践記録。

DL不可 EPUB

*1030988326*
物語の「脇役」から迫る全員が考えたくなるしかける発問36

小学校国語

長崎伸仁
（ながさき・のぶひと）
編著
東洋館出版社

長崎ゼミナール 著

作品をドラマチックにする脇役を通して物語を読むことで、小学校の国語で教えたい
「登場人物同士の関係」「主人公の心情の変化」などによりよく迫ることができる。
脇役に光を当てた文学の授業と、具体的な授業展開を紹介する。

文学 主体的・対話的に読み深める 〈シリーズ国語授業づくり 中学校〉

教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 ナモ
188p
冊子版 978-4-491-03250-4 2016.08

*1032352964*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.853 件名◎国語科 ■ブ
授業づくりの入門からステップアップまで、国語授業づくりの基礎・基本を解説。中 130p
学校文学の授業づくりの基礎・基本をQ＆A 形式で説明し、文学の授業づくりのポ 冊子版 978-4-491-03528-4 2018.08

日本国語教育学会監修
東洋館出版社

飯田和明
（いいだ・かずあき）
編著

イントや、単元展開例を紹介する。

DL不可 EPUB

*1032353010*
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 外国
語 まるごと早わかり

教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
大城賢
（おおしろ・けん）
編著
分類◎375.893 件名◎英語教育 オヘ
東洋館出版社
156p
平成29年版の小学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。外国語活動・ 冊子版 978-4-491-03406-5 2017.10

外国語科について、改訂のポイントや、カリキュラム・マネジメントなどを解説する。
小学校学習指導要領（抄）も収録。

*1032352961*
829

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 国語

教育

まるごと早わかり

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
吉田裕久
（よしだ・ひろひさ）
編著 水戸部修治
（みとべ・しゅうじ）
編著
分類◎375.82 件名◎国語科 ■ヘ
東洋館出版社
158p
平成29年3月に告示された小学校新学習指導要領の「国語」は、何が、どのよう 冊子版 978-4-491-03397-6 2017.10

に変わったのか。新学習指導要領作成に関わった執筆陣が、授業の在り方ととも
に分かりやすく解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 算数

まるごと早わかり

清水美憲
（しみず・よしのり）
編著
東洋館出版社

齊藤一弥
（さいとう・かずや）
編著

小学校新学習指導要領の「算数」は「何が」「どのように」変わったのか、今次
の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わった執筆陣が解
説する。小学校学習指導要領の前文・総則・算数も収録。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 図画
工作 まるごと早わかり
阿部宏行
（あべ・ひろゆき）
編著
東洋館出版社

平成29年3月に告示された小学校新学習指導要領の「図画工作」は、何が、ど
のように変わったのか。新学習指導要領作成に関わった執筆陣が、授業の在り方と
ともに分かりやすく解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 総合
的な学習の時間 まるごと早わかり
黒上晴夫
（くろかみ・はるお）
編著
東洋館出版社

小学校新学習指導要領の「総合的な学習の時間」は「何が」
「どのように」変わっ
たのか、今次の改訂の趣旨、改訂のキーワードを新学習指導要領作成に関わった
執筆陣が解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 体育

*1032352955*
教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎375.412 件名◎算数科 ■ヘ
214p
冊子版 978-4-491-03399-0 2017.09

*1032352958*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375.72 件名◎図画工作科 アヘ
171p
冊子版 978-4-491-03403-4 2017.10

*1032352957*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎375 件名◎総合学習 クヘ 163p
冊子版 978-4-491-03408-9 2017.09

*1032352960*
教育

まるごと早わかり

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
岡出美則
（おかで・よしのり）
編著 植田誠治
（うえだ・せいじ）
編著
分類◎375.492 件名◎保健体育科 ■
東洋館出版社
ヘ 207p
平成29年版の小学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。体育について、 冊子版 978-4-491-03405-8 2017.12

改訂のポイントや、
カリキュラム・マネジメントなどを解説する。小学校学習指導要領
（抄）
も収録。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 特別
の教科道徳 まるごと早わかり

*1032352954*
教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
永田繁雄
（ながた・しげお）
編著
分類◎375.352 件名◎道徳教育 ナヘ
東洋館出版社
168p
平成29年3月に告示された小学校新学習指導要領の「道徳」は、何が、どのよう 冊子版 978-4-491-03407-2 2017.10

に変わったのか。新学習指導要領作成に関わった執筆陣が、授業の在り方ととも
に分かりやすく解説する。小学校学習指導要領（抄）も収録。

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 特別
活動 まるごと早わかり

*1032352959*
教育

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
杉田洋
（すぎた・ひろし）
編著
分類◎375.182 件名◎特別教育活動 ス
東洋館出版社
ヘ 153p
平成29年版の小学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。特別活動に 冊子版 978-4-491-03409-6 2017.12

ついて、改訂のポイントや、カリキュラム・マネジメントなどを解説する。小学校学
習指導要領（抄）も収録。

830

*1032352956*

平成29年版特別支援学校新学習指導要領ポイント総整理
特別支援教育 まるごと早わかり
全日本特別支援教育研究連盟編著
東洋館出版社

平成29年版の特別支援学校新学習指導要領は、何が、どう変わったのか。改訂
のポイントを解説するとともに、キーワードから新学習指導要領を読み解く。座談会「特
別支援教育の現場で大切にしたいこと」等も収録。

問いで紡ぐ小学校道徳科授業づくり

学びのストーリーで「自分ごと」の道徳学びを生み出す

田沼茂紀
（たぬま・しげき）
編著
東洋館出版社

子どもが「自分ごとの問い」を見つける課題探求型道徳科授業の考え方や、道徳
科授業を活性化するパッケージ型 ユニットなどについて解説し、全13実践の全時
展開と板書、子ども自身の振り返り、考えの変容等を掲載する。

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
無藤隆
（むとう・たかし）
編著
東洋館出版社

新しい幼児教育のキーワードである「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を10
にまとめ、3歳児未満、3歳児、4歳児、5歳児、小学校1年の13事例を掲載。生
活や遊びの姿から具体的な子どもの成長した姿を明らかにする。

教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎378 件名◎特別支援教育 ■ヘ
140p
冊子版 978-4-491-03579-6 2018.10
DL不可 EPUB

*1030988327*
教育
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎ 件名◎道徳教育 タト 170p
冊子版 978-4-491-04258-9 2020.07

*1032352986*
教育
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎376.15 件名◎幼児教育 ムヨ
163p
冊子版 978-4-491-03514-7 2018.03
DL不可 EPUB

*1030988329*
理科教育入門書 平成29年版学習指導要領対応 新訂

教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.422 件名◎理科 ■リ 165p
理科が苦手な私に理科の授業が教えられる? 難しい質問をされたらどうする? そん 冊子版 978-4-491-03488-1 2018.03
松森靖夫
（まつもり・やすお）
編著
東洋館出版社

森本信也
（もりもと・しんや）
編著

な、小学校教員志望学生の悩みや疑問を解消する入門書。理科の授業に関する
52の質問に、やさしく答えます。平成29年版学習指導要領対応。

DL不可 EPUB

*1032353025*
理科授業をデザインする理論とその展開

自律的に学ぶ子どもを育てる
森本信也
（もりもと・しんや）
編著
東洋館出版社

理科授業に表れる子どものアクティブな学習をどのように評価し、どのような指導を通
して学習を定着させていくのかを、具体的な事例に基づいて考察。子どもが自律的
に学習を進める理科授業のデザインの視点を示す。

論理が身につく
「考える音読」の授業文学アイデア50

教育
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 27,720円 + 税
分類◎375.42 件名◎理科 モリ 263p
冊子版 978-4-491-03330-3 2017.03
DL不可 EPUB

*1032353002*
教育

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎375.852 件名◎国語科 カロ
文章を正確に、様子・心情を思い描き、作品を論理的に読み解くための音読を提案。 169p
文学の授業で使えるアイデア50を紹介するほか、Q＆A、実践例、文学の5つの 冊子版 978-4-491-02676-3 2011.02
桂聖
（かつら・さとし）
編著 「考える音読」の会著
東洋館出版社

読み方なども掲載。

*1030988296*
澤井陽介の社会科の授業 デザイン

どの子も輝く どの子も活躍できる!
澤井陽介
（さわい・ようすけ）
著
東洋館出版社

問い・教材化・協働的な学び・学習評価のデ ザイン、学習計画の作り方、教材
研究3つのステップ…。学習指導要領の柱である学力の3要素にも触れながら、社
会科授業のつくり方をまとめる。

教育
同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎375.3 件名◎社会科 ササ 215p
冊子版 978-4-491-03086-9 2015.03
DL不可 EPUB

*1032352995*
831

FUZZY-TECHIE イノベーションを生み出す最強タッグ

自然科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎404 件名◎科学と社会 ハフ
人間性を高めるファジー（文系）と、機械化を進めるテッキー（理系）、2つの素養 381p
を持つ者が AI 時代をリードする! STEM 教育対リベラルアーツ教育の論争に光を 冊子版 978-4-491-03630-4 2019.10
スコット・ハートリー著
東洋館出版社

鈴木立哉
（すずき・たつや）
訳

当て、イノベーションを生み出す文理融合のタッグを論じる。

DL不可 EPUB

*1031117032*
数学Ⅲ入試問題集 点数が確実にUPする!
土田竜馬
（つちだ・りょうま）
著
東洋館出版社

高橋全人
（たかはし・まさと）
著

必ず出題される重要問題を厳選！苦手だった問題も自力で解ける
！だから、分かる
！終
わる
！受かる
！従来の問題集は、問題数がたいへん多く、受験期間という短い間に、
すべての問題を終わらせることが困難です。でも本書は、トレーニングが必須の重
要問題に厳選し、確実に終わらせることができるとともに、丁寧な解説を収録。

スポーツマンシップバイブル

スポーツに関わるすべての人が必読の「スポーツの真髄」

数学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ G410 件名◎数学 ■ス
193,178p
冊子版 978-4-491-03255-9 2016.07

*1030988312*
スポーツ、体育

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎780.1 件名◎スポーツマンシップ
ナス 207p
「かっこいい人 =スポーツマン」が増えれば、スポーツ界がよくなるばかりか、よりよ 冊子版 978-4-491-03973-2 2020.01
中村聡宏
（なかむら・あきひろ）
著
東洋館出版社

い社会、よりよい世界となることを期待できるはず－。スポーツに関わるすべての人々
が知っておきたい「スポーツの心得」をまとめる。

だれでもどこでも泳げるようになる! 水泳大全
鈴木大地
（すずき・だいち）
編著
東洋館出版社

藤本秀樹
（ふじもと・ひでき）
編著

鈴木大地をはじめ世界の水泳界をリードする執筆陣による水泳テキストの決定版。
クロール、平泳ぎなどの基本4泳法に加え、安全水泳、水中ウォーキング、水球、
パラ水泳などについてイラストとともに解説する。

DL不可 EPUB

*1032353034*
スポーツ、体育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎785.2 件名◎水泳 ■ダ 324p
冊子版 978-4-491-03577-2 2018.10
DL不可 EPUB

*1032353029*
子どもの走り方トレーニング 速効 !5分で伸びる!

スポーツ、体育

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎782.3 件名◎競走 キコ 79p
動きのコツはたった4つだけ。運動感覚を伸ばす基本的なトレーニングから、かけっ 冊子版 978-4-491-03553-6 2018.07
木村匡宏
（きむら・まさひろ）
編著
東洋館出版社

こが速くなるためのトレーニングまで、写真でわかりやすく解説。秋本真吾との対談
も収録する。動画が見られるQRコード付き。

*1032352947*
実践 ! 常勝ドイツのプレッシングメソッド

プレッシングは最強ドイツに学べ !

スポーツ、体育

同時アクセス1 6,105円 + 税
同時アクセス3 18,315円 + 税
分類◎783.47 件名◎サッカー ペジ
111p
現代 サッカーにおいて大きなテーマのひとつ「プレッシング」を定義した指導書。ド 冊子版 978-4-491-03635-9 2019.02

ラルフ・ペーター著
東洋館出版社

須田芳正
（すだ・よしまさ）
監訳

イツで実際に行われている指導をベースに、プレッシングの戦術とその練習方法を、
プレイヤーの動きを表した図を使って詳細に解説する。

採用される作文・レポート・論文の書き方
大学生教員採用試験受験者必読 !

井出一雄
（いで・かずお）
編著
東洋館出版社

大学生に必要とされるレポート、論文の書き方から、教員採用試験の出題傾向をふ
まえた論文の書き方までを、例文を使った解説と書き込み式の演習で習得できるテ
キスト。論文等の作成に必要な思考力、判断力、表現力が身につく。

832

*1030988300*
日本語
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎816.5 件名◎論文作法 イサ
191p
冊子版 978-4-491-03515-4 2018.04

*1032352973*

