東洋経済新報社
AIに負けない子どもを育てる 21st Century Children

総記

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎370.4 件名◎教育 アエ 328p
AI が苦手な読解力を人間が身につけるには。小・中学校で成果をあげている授業・ 冊子版 978-4-492-76250-9 2019.09
新井紀子
（あらい・のりこ）
著
東洋経済新報社

取組みを公開。読解力を身につける方法とともに、親や学校ができることを提言する。
リーディングスキルテスト＆切り取って使う解答用紙付き。

*1030988244*
IT ナビゲーター Information Technology Navigator 2020年版
野村総合研究所 ICTメディア・サービス産業コンサルティング部著
東洋経済新報社

2025年に向けてICT・メディア市場で何が起こるのかを考察。さらに、日本の IT
市場を中心として、市場セグメントごとに分析・評価するとともに、ITトレンドが各
業界にどのような影響を与えるのかを紹介する。

総記
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 ■ア
312p
冊子版 978-4-492-50311-9 2019.12

*1031274494*
ITロードマップ 情報通信技術は5年後こう変わる! 2020年版

総記

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 ■ア
ブロックチェーン、5G、フェデレーションラーニング、自己主権型・分散管理型アイ 332p
デンティティ、デジタルビジネスのリスク管理…。IT の近未来とは。5年後の情報 冊子版 978-4-492-58115-5 2020.03
野村総合研究所 IT 基盤技術戦略室著
東洋経済新報社

NRIセキュアテクノロジーズ 著

通信技術トレンドを徹底予測する。

*1031579404*
QRコードの奇跡 モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ

総記

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.6 件名◎二次元コード オキ
日本発で国際標準になった稀有なイノベーション、QRコード。トヨタ生産方式向け 213,3p
のバーコードと読み取り機の開発にまでさかのぼり、QRコードの開発と標準化、そ 冊子版 978-4-492-53419-9 2020.02
小川進
（おがわ・すすむ）
著
東洋経済新報社

の後の進化までを紹介する。

*1031507099*
トレイルブレイザー 企業が本気で社会を変える10の思考

総記

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◎セールスフォース・ドットコム
創業20年で従業員5万人、GAFAと並び急成長を遂げた世界最大の顧客管理ソ 社 ベト 351p
フトウェア企業「セールスフォース・ドットコム」創業者が、企業理念とリーダーシッ 冊子版 978-4-492-53428-1 2020.08
マーク・ベニオフ著 モニカ・ラングレー著
東洋経済新報社

プについて語る。

*1031983494*
マンガでわかる東大読書
西岡壱誠
（にしおか・いっせい）
原案
東洋経済新報社

小野洋一郎
（おの・よういちろう）
著

「「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書」のマンガ版。スラスラ読
める装丁読み、深く理解できるようになる取材読み、内容を一言でまとめられる整理
読みなど、学校では教えてくれない「5つの読み方」を紹介する。

図書館、図書館学
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◎読書法 ■マ 223p
冊子版 978-4-492-04666-1 2020.05

*1031670364*
「考える技術」
と
「地頭力」
がいっきに身につく東大思考
西岡壱誠
（にしおか・いっせい）
著
東洋経済新報社

ちょっと頭の使い方を変えるだけで、実は誰でも「頭がいい人」になれる。多くの
東大生に共通している5つの思考回路を、誰でも再現可能な思考法、もともとの頭
の出来に関係なく実践可能なテクニックとして紹介する。

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◎ 件名◎思考 ニカ 275p
冊子版 978-4-492-04671-5 2020.08

*1031983491*
833

コーチング・バイブル 人の潜在力を引き出す協働的コミュニケーショ
ン 第4版 〈BEST SOLUTION〉

ヘンリー・キムジーハウス著 キャレン・キムジーハウス著
東洋経済新報社

コーチとクライアントの双方が協力し合いながら関係を築いていく「コーアクティブ・
コーチング」。クライアントに本質的な変化をもたらす「コーアクティブ」な手法を、
対話例も交えてわかりやすく解説。ツールキットも収録。

仕掛学 人を動かすアイデアのつくり方
松村真宏
（まつむら・なおひろ）
著
東洋経済新報社

小さな鳥居を設置すると、ポイ捨てしづらくなる－。仕掛けは行動の選択肢を増やす
もの。仕掛けの仕組み、発想法など、著者がこれまで取り組んできた、行動を変化
させる「仕掛け」についての研究を平易にまとめる。

心理学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎コーチング ■コ 374p
冊子版 978-4-492-55794-5 2020.07

*1031873868*
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◎141.72 件名◎動機づけ マシ
173p
冊子版 978-4-492-23373-3 2016.10

*1030884605*
33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢栄一の折れな
い心をつくる33の教え
渋澤健
（しぶさわ・けん）
著
東洋経済新報社

得意なことよりも好きなことをやれ! 良い金儲けと悪い金儲けを見分けろ! 運も不運も自
らの行動の結果である! 渋沢栄一が残した言葉をもとに、夢を実現させて持続させ
るための33のヒントを紹介する。書き込み欄あり。

LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略
リンダ・グラットン著 アンドリュー・スコット著
東洋経済新報社

多くの人が100年以上生きる社会で、どうすれば、個人や家族、企業、社会全体
が長寿化から得る恩恵を最も大きくできるのか。世界で活躍するビジネス思想家た
ちが、成長至上の次に来る、新しいビジョンを示す。

倫理学、道徳
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎人生訓 シサ 263p
冊子版 978-4-492-04663-0 2020.06

*1031814559*
倫理学、道徳
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 グラ 399,15p
冊子版 978-4-492-53387-1 2016.11

*1030884600*
ニューヨーク大学人気講義 HAPPINESS
GAFA 時代の人生戦略

スコット・ギャロウェイ著
東洋経済新報社

渡会圭子
（わたらい・けいこ）
訳

GAFA が創り変えた世界をどう生きるか。ありふれた成功法則に惑わされることなく、
「迷い」も「恐れ」も振り切る「不変の原則」とは。幸福、成功、愛、健康に
ついての “ 究極の原則 ”を明らかにする。

ピック・スリー 完璧なアンバランスのすすめ

倫理学、道徳
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 ギニ 251,6p
冊子版 978-4-492-50310-2 2019.11

*1031137216*
倫理学、道徳

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 ザピ 393,3p
すべてを完璧にしようとするのではなく、
「仕事、睡眠、家族、運動、友人」の中から、 冊子版 978-4-492-04659-3 2020.03

ランディ・ザッカーバーグ著
東洋経済新報社

三輪美矢子
（みわ・みやこ）
訳

毎日3つのことだけをうまくやる。ストレスも後悔も罪悪感もなく、毎日最高の自分にな
れる生き方＆働き方を紹介する。書き込み欄あり。

*1031507093*
一流の MC 力 どんな仕事でも成果を最大にする
三枝孝臣
（さえぐさ・たかおみ）
著
東洋経済新報社

ビジネスにもプライベートにも役立つ「MC 力」を鍛えて、チャンスと成功を手に入
れよう! 数々のヒット番組を手掛けてきた敏腕プロデューサーが、具体的な事例を交
えながら、MC 力の鍛え方を解説する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 サイ 222p
冊子版 978-4-492-04605-0 2016.12

*1030884587*
834

楽しくなければ仕事じゃない

「今やっていること」
がどんどん「好きで得意」になる働き方の教科書
干場弓子
（ほしば・ゆみこ）
著
東洋経済新報社

キャリアプラン・好きを仕事にする・夢をかなえる…。働く人を惑わす10の言葉から
自由になるには ? 全国5000の書店と直取引をする出版界で大注目の経営者が、人
生の楽しさを最大化する働き方、生き方、動き方を伝える。

最強の働き方

世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ77の教訓

ムーギー・キム
（きむ・むーぎー）
著
東洋経済新報社

「頭の IQ や学歴」より大切な、「仕事の IQ」を高めるには ? 世界中のあらゆる職
業で重視される「一流の基本」を、77の教訓に体系化して紹介。ジャケット裏に「100
万部突破記念 パーティーでの予定スピーチ原稿」あり。

正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。

リアルすぎる! 仕事の悩みあるある図鑑
じゅえき太郎
（じゅえき たろう）
著
東洋経済新報社

職場の雰囲気になじめない。お昼過ぎの睡魔に勝てない。転職したいけど忙しすぎ
てそんな余裕がない…。仕事の悩みとそれを少しでも軽くするための解決策を、働き
アリの4コマ漫画とともに紹介する。

片づけHACKS! がんばらないで成果が上がる「場を整える」コツと習慣
小山龍介
（こやま・りゅうすけ）
著
東洋経済新報社

部屋が片づくことで仕事が片づき、膨大な情報が整理されてどんどんアイデアが生
まれる! ものの片づけにとどまらない、新しいチャンスを呼び込む余白をつくりだすた
めのハッキング術を紹介する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 ホタ 278p
冊子版 978-4-492-04657-9 2019.11

*1031137213*
倫理学、道徳
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 キサ 375p
冊子版 978-4-492-04593-0 2016.07

*1030884616*
倫理学、道徳
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 ジシ 158p
冊子版 978-4-492-22392-5 2019.10

*1030988246*
倫理学、道徳
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 コカ 236p
冊子版 978-4-492-04603-6 2016.12

*1030884637*
超図解一番わかりやすいキリスト教入門

キリスト教

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎190 件名◎キリスト教 ■チ 175p
アメリカでのキリスト教徒と政治の関係は? ヨーロッパでキリスト教が衰退しているっ 冊子版 978-4-492-22364-2 2016.11
月本昭男
（つきもと・あきお）
監修 インフォビジュアル 研究所著
東洋経済新報社

てホント? なぜ パレスチナをめぐる紛争が起こっているの ? 聖書の内容やキリスト
教の歴史を豊富な図版でやさしく解説します。

*1030884594*
怪書探訪

図書、書誌学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎024.8 件名◎古書 コカ 304p
明治の文豪が書いた桃太郎のぶっ飛び後日譚、大衆文学の雄がキング・コングを 冊子版 978-4-492-04595-4 2016.11
古書山たかし
（こしょやま・たかし）
著
東洋経済新報社

もとに書いた時代小説…。古書蒐集家の著者が、稀少本・珍奇本の魅力を語る。
『東洋経済オンライン』連載に書き下ろしコラムを加えて書籍化。

*1030884598*
スクエア・アンド・タワー 上 ネットワークが創り変えた世界

歴史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎204 件名◎歴史 フス 395p
垂直の階層制か、分散型のネットワークか ? 古代から現代までの歴史を、階層制と 冊子版 978-4-492-37126-8 2019.12

ニーアル・ファーガソン著
東洋経済新報社

柴田裕之
（しばた・やすし）
訳

ネットワークという2つの組織形態と両者のダイナミックな相互関係の観点から考察。
上は、王家による階層制の復興などを取り上げる。

*1031340608*
835

スクエア・アンド・タワー 下 権力と革命500年の興亡史

歴史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎204 件名◎歴史 フス 500p
垂直の階層制か、分散型のネットワークか ? 古代から現代までの歴史を、階層制と 冊子版 978-4-492-37127-5 2019.12

ニーアル・ファーガソン著
東洋経済新報社

柴田裕之
（しばた・やすし）
訳

ネットワークという2つの組織形態と両者のダイナミックな相互関係の観点から考察。
下は、21世紀のネットワークなどを取り上げる。

*1031340609*
教養としての歴史問題
前川一郎
（まえかわ・いちろう）
編著
東洋経済新報社

日本史
倉橋耕平
（くらはし・こうへい）
著

なぜ「歴史」は炎上し、差別意識を助長するのか ? 世界中で炎上する「歴史認
識問題」や「歴史修正主義」。その背景と構造を気鋭の学者陣が解き明かす。
2019年9月立命館大学で開催されたシンポジウムを元に書籍化。

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◎太平洋戦争
（1941～
1945）マキ 258p
冊子版 978-4-492-06213-5 2020.08

*1032310434*
喪失の戦後史 ありえたかもしれない過去と、ありうるかもしれない未来

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◎210.76 件名◎日本－歴史－昭和
蒲田の町工場で生まれ、高度経済成長期から今日までの栄枯盛衰をリアルタイム 時代（1945年以後）ヒソ 237p
で見てきた著者による体験的戦後史論。戦前・戦後の日本人の肖像を、大衆文化 冊子版 978-4-492-06201-2 2016.09
平川克美
（ひらかわ・かつみ）
著
東洋経済新報社

の変遷と家族構造の変化から解き明かす。全6回の講演をもとに書籍化。

*1030884609*
誰も知らないカルロス・ゴーンの真実
レジス・アルノー著
東洋経済新報社

ヤン・ルソー著

ゴーンは日本に何をもたらしたか。日産「CEOリザーブ」資金の黒い流れ、「人質
司法」の実態…。伝説の経営者の誕生から、2019年12月29日日本脱出の舞台裏
までを、在日フランス人記者が描く。

伝記
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◎ゴーン,カルロス アダゴ
304p
冊子版 978-4-492-50318-8 2020.05

*1031814562*
田中角栄と河井継之助、山本五十六 怨念の系譜
早坂茂三
（はやさか・しげぞう）
著
東洋経済新報社

新潟が生んだ3人の偉才、河井継之助、山本五十六、田中角栄。時代の転換期
に現れた英雄たちの足跡を徹底検証し、その底流にある「怨念の構造」を明らか
にする。ロッキード事件の真実も激白。

伝記
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 5,445円 + 税
分類◎281.04 件名◎河井継之助 ハタ
316p
冊子版 978-4-492-06203-6 2016.11

*1030884590*
豊田章男

伝記

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎289.1 件名◎豊田章男 カトト
トヨタを牽引する男は、いかに育ったのか。なぜぶれないのか。何を見ているのか－。 341p
トヨタ自動車社長・豊田章男の知られざる内面に初めて迫る、ビジネス・ノンフィクショ 冊子版 978-4-492-50316-4 2020.04
片山修
（かたやま・おさむ）
著
東洋経済新報社

ン。『週刊東洋経済』連載を加筆し書籍化。

*1032310438*
東海道新幹線の車窓は、こんなに面白い !

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎291.093 件名◎日本－紀行・案内
自然風景、名所旧跡、工場、謎の看板…東海道新幹線の車窓風景の中から、き 記 クト 207p
れいなもの、面白いもの、不思議なもの82カ所を紹介する。ルート選定のエピソードや、 冊子版 978-4-492-04604-3 2016.12
栗原景
（くりはら・かげり）
著・撮影
東洋経済新報社

東海道新幹線の旅のウンチクも掲載。

*1030884639*
836

2020年の中国 「新常態」がもたらす変化と事業機会
此本臣吾
（このもと・しんご）
編著
東洋経済新報社

松野豊
（まつの・ひろし）
編著

今後の中国ビジネスのポイントは、
「地方市場の底上げと市場ニーズの同質化」
「中
国式創新企業との協業と競争」の2点。現地コンサルタントが、最前線の動向を
踏まえ、日本企業のビジネスチャンスと新戦略を考える。

社会科学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎302.22 件名◎中国 ■ニ 288p
冊子版 978-4-492-44427-6 2016.03

*1030884626*
2020年日本はこうなる

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎304 ■ニ 273p
「激動の年」になる2020年。ポスト・グローバリズム、米中冷戦から、CASE、スマー 冊子版 978-4-492-39649-0 2019.11
三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング編
東洋経済新報社

トシティ、働き方改革、企業経営まで、2020年の日本と世界を82のキーワードで読
み解く。

*1031274495*
ジム・ロジャーズ 大予測 激変する世界の見方
ジム・ロジャーズ 著
東洋経済新報社

花輪陽子
（はなわ・ようこ）
監修・訳

コロナショックで世界の経済、金融、マーケット、そして社会はどうなるのか。また、
長期的な国際政治や地政学的動向にどう影響するのか。世界的投資家が、驚愕
の未来予測と投資戦略を語る。

社会科学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎ ロジ 142p
冊子版 978-4-492-37125-1 2020.05

*1031814561*
近未来シミュレーション2050日本復活

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎302.1 件名◎日本 プキ 306p
2050年、日本は完全なる再生を果たした。技術や芸術、ビジネスやイノベーション 冊子版 978-4-492-39631-5 2016.08

クライド・プレストウィッツ著
東洋経済新報社

村上博美
（むらかみ・ひろみ）
監訳

など、さまざまな分野で世界トップを走っている－。著者の経験と、歴史や世界情勢
に対する私見に基づき近未来の日本を予測する。

*1030884621*
世界のエリートはなぜ「イスラエル」に注目するのか

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎イスラエル アセ 240p
最強イノベーション国家はなぜ生まれたか ? IT 業界有数のイスラエル・ウォッチャー 冊子版 978-4-492-50319-5 2020.06
新井均
（あらい・ひとし）
著
東洋経済新報社

が、超 エリート教育「タルピオット」の秘密を解き明かし、イスラエルから学べるこ
と、我々がなすべきことを考える。

*1031814555*
属国民主主義論 この支配からいつ卒業できるのか
白井聡
（しらい・さとし）
著
東洋経済新報社

内田樹
（うちだ・たつる）
著

「永続敗戦」レジームで対米従属を強化する日本。いつ、主権を回復できるのか。
どのようなかたちで、民主主義を実現できるのか。
「コスパ化」
「消費者化」
「数値化」
「幼稚化」「階級化」をキーワードに2人の知性が徹底討議。

社会科学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎304 シゾ 356p
冊子版 978-4-492-21227-1 2016.07

*1030884640*
丹羽宇一郎 令和日本の大問題 現実を見よ! 危機感を持て!

社会科学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎304 ニニ 237p
人口減少、大震災、温暖化、米中関係…。問題に取り組む姿勢と問題を乗り越え 冊子版 978-4-492-22395-6 2020.04
丹羽宇一郎
（にわ・ういちろう）
著
東洋経済新報社

る道を求めて。若者の未来を拓くために、困難な時代を生き抜く知恵と知識を語り尽
くす。

*1031670368*
837

中東・エネルギー・地政学 全体知への体験的接近

社会科学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎302.27 件名◎アラブ諸国 テチ
独自の視点から国内外の経済、政治、外交、エネルギー政策、宗教と、幅広い 303p
分野での提言を続ける論客による中東・エネルギー論。一段と混迷を深めるユーラ 冊子版 978-4-492-44431-3 2016.09
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
著
東洋経済新報社

シアの心臓部に関する認識を整理する試み。

*1030884610*
幼児化する日本は内側から壊れる
榊原英資
（さかきばら・えいすけ）
著
東洋経済新報社

「マスコミを懲らしめる」と発言する政治家、給食費を踏み倒す親、店員に土下座
を迫る客…。昨今の経済・社会現象を独自の視点で分析し、何でも単純に割り切
る二分割思考や企業とメディアの利益至上主義を糾弾する。

社会科学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎304 サヨ 226p
冊子版 978-4-492-39630-8 2016.04

*1030884625*
AI×地方創生 データで読み解く地方の未来
広井良典
（ひろい・よしのり）
著
東洋経済新報社

須藤一磨
（すとう・かずま）
著

「地方創生」と「AI（人工知能）」という二者を結びつけて、人口減少と高齢化
が着実に進行していく現在そして未来の日本における、様々な社会問題の解決に寄
与する新しいアプローチを提案する。

政治
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎318.6 件名◎地域開発 ■エ
156p
冊子版 978-4-492-39651-3 2020.03

*1031579403*
指定管理者制度問題解決 ハンドブック
宮脇淳
（みやわき・あつし）
編著
東洋経済新報社

井口寛司
（いぐち・ひろし）
著

指定管理者制度を活用する上で、地方公共団体と民間企業等の間の信頼関係の
構築は欠かせない。地公体の権限、両者の業務の切り分け、リスク対応など、官
民が留意すべき実務上の要点を徹底解説する。

政治
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎318 件名◎指定管理者制度 ミシ
223p
冊子版 978-4-492-21239-4 2019.10

*1031137215*
自由主義の危機 国際秩序と日本
船橋洋一
（ふなばし・よういち）
編著
東洋経済新報社

G.ジョン・アイケンベリー編著

安倍政権下での政策を分析・評価し、日本がアジア太平洋地域における自由で開
かれた国際秩序の維持と改革へ向けてどう取り組むべきかを示す。外交政策と国
内政治の両面から現状を分析・考察し、日本の役割を具体的に提案する。

政治
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎日本－政治・行政 ■ジ
410p
冊子版 978-4-492-44458-0 2020.08

*1032310436*
地政学で読む世界覇権2030

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◎312.9 件名◎政治地理 ゼチ
中国と欧州は消滅、ロシアは自壊、イランは中東を混乱に陥れる。その時、アメリ 496p
カは…。影の CIAとも呼ばれる情報機関「ストラトフォー」の元幹部で、気鋭の 冊子版 978-4-492-44425-2 2016.02
ピーター・ゼイハン著
東洋経済新報社

木村高子
（きむら・たかこ）
訳

地政学ストラテジストが、2030年以降の世界地図を読み解く。

*1030884633*
地方創生2.0 強い経済を牽引する「ローカルハブ」のつくり方
神尾文彦
（かみお・ふみひこ）
著
東洋経済新報社

松林一裕
（まつばやし・かずひろ）
著

地方創生の鍵を握るローカルハブ。地方にありながら世界中とつながる機能を有す
る都市、ローカルハブの必要性を説き、ローカルハブ再生のステップと7つの処方
箋を提示。サステイナブルな地方創生に向けての課題を読み解く。

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◎318.6 件名◎地域開発 カチ
211p
冊子版 978-4-492-21224-0 2016.11

*1030884593*
838

地方創生大全

政治

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎318.6 件名◎地域開発 キチ
ネタの選び方、モノの使い方、ヒトのとらえ方…。5つの視点で、地方は劇的にお 302p
もしろくなる! 地方が生き残るための28の知恵を伝授。まちの「危険度チェックシート」 冊子版 978-4-492-21225-7 2016.10
木下斉
（きのした・ひとし）
著
東洋経済新報社

付き。『東洋経済オンライン』連載に加筆し書籍化。

*1030884602*
富国と強兵 地政経済学序説

政治

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎312.9 件名◎政治地理 ナフ
地政学だけでは、世界覇権のゆくえはわからない－。経済力と政治力・軍事力との 590,48p
間の密接不可分な関係を解明しようとする社会科学の新たな一分野「地政経済学」 冊子版 978-4-492-44438-2 2016.12
中野剛志
（なかの・たけし）
著
東洋経済新報社

を開拓し、一貫性のある理論体系として提示する。

*1030884644*
米中激突で中国は敗退する 南シナ 海での習近平の誤算

政治

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎319.53022 件名◎アメリカ合衆
完全に追いつめられた中国の命運は ? 米中激突の背景と行方、人民解放軍の本 国－対外関係－中国 ハベ 207p
当の実力、南シナ海を舞台に水面下で起きていること、崩壊に向かう中国経済と 冊子版 978-4-492-44426-9 2016.02
長谷川慶太郎
（はせがわ・けいたろう）
著
東洋経済新報社

小原凡司
（おはら・ぼんじ）
著

人民解放軍などについて語る。

*1030884632*
米中新冷戦の幕開け アフター・シャープパワー
小原凡司
（おはら・ぼんじ）
著
東洋経済新報社

桑原響子
（くわはら・きょうこ）
著

中国の5G 技術の排除、出口の見えない米中貿易戦争、加速する米中の軍事力増
強…。米中覇権争いは軍事衝突へと発展するのか ? 複雑化する国際社会のなか
で、日本はどのように行動していくべきかを考察する。

政治
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎319.53022 件名◎アメリカ合衆
国－対外関係－中国 オベ 286p
冊子版 978-4-492-44455-9 2019.12

*1031340604*
欧州の危機 Brexitショック

法律

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎329.37 件名◎ヨーロッパ共同体
欧州債務危機、難民への対応、イギリスの離脱決定と、EUは極めて困難な状況 シオ 254p
に直面している。欧州統合の歴史を踏まえ、
「2速度式欧州」
「アラカルト欧州」をキー 冊子版 978-4-492-44435-1 2016.10
庄司克宏
（しょうじ・かつひろ）
著
東洋経済新報社

ワードとして、EU が抱える課題の行方を読み解く。

*1030884604*
図解新会社法のしくみ 第4版

法律

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◎会社法 ハズ 280p
会社法の全貌を128項目、2ページ見開きでわかりやすく解説。
「株主総会の電子化」 冊子版 978-4-492-09330-6 2020.05
浜辺陽一郎
（はまべ・よういちろう）
著
東洋経済新報社

が上場会社で義務化され、ガバナンス改革で「役員報酬規制」も変わる。令和
元年12月に成立した改正と実務対応を盛り込んだ第4版。

*1031670370*
「つながる世界」のサイバーリスク・マネジメント
「Society 5.0」時代のサプライチェーン戦略

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎336 件名◎サプライチェーンマネジ
メント キツ 204p
IoT やデータの利活用等を通じたサプライチェーンの構造やビジネスモデルの変 冊子版 978-4-492-53421-2 2020.03
木下翔太郎
（きのした・しょうたろう）
著
東洋経済新報社

佐々木良一
（ささき・りょういち）
監修

化は、新たなリスクを企業にもたらす。つながる世界のリスク対応における重要度
の高い観点ごとに、信頼性確保の考え方とプラクティスを紹介する。

*1031873869*
839

10秒で新人を伸ばす質問術

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎336.3 件名◎管理者
（経営管理）
指導者が育成にかける時間を最小限にしつつ、最速で新入社員を一人前にするた シジ 277,8p
めの、質問を活用した仕事の教え方を紹介する。叱り方＆ほめ方のコツや困ったと 冊子版 978-4-492-50291-4 2019.10
島村公俊
（しまむら・きみとし）
著
東洋経済新報社

きの解決法なども収録。「匠の時短質問」一覧付き。

*1030988241*
1勝4敗でもしっかり儲ける新高値ブレイク投資術
DUKE。
（でゅーく）
著
東洋経済新報社

新高値で買って、さらに高値で売る「新高値ブレイク投資術」とは。サラリーマ
ン投資家の著者が、毎日30分の習慣で1億円儲けた買い方、売り方を教えます。

経済
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 デイ 221p
冊子版 978-4-492-73336-3 2016.07

*1030884643*
Adaptive Markets 適応的市場仮説 危機の時代の金融常識

経済

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎ 件名◎金融 ロア 618,71p
金融市場は経済法則では動かない。金融市場は人間の進化の産物であり、むしろ 冊子版 978-4-492-65489-7 2020.06

アンドリュー・W.ロー著
東洋経済新報社

望月衛
（もちずき・まもる）
訳

生物学の法則で動く－。気鋭の経済学者が、社会生物学、進化心理学などを応
用した金融の新理論「適応的市場仮説」を提唱する。

*1031814554*
BCG 経営コンセプト 市場創造編

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 件名◎経営管理 ■ビ 191p
日本で設立50年を迎えた、ボストンコンサルティンググループの最新の経営手法を 冊子版 978-4-492-55772-3 2016.11
内田和成
（うちだ・かずなり）
著
東洋経済新報社

紹介。市場創造編では、新興国市場で勝ちパターンを構築、持続する方法や変
化適応力を高めるシナリオプランニングなどを解説する。

*1030884591*
BCG 経営コンセプト 構造改革編

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 件名◎経営管理 ■ビ 190p
日本で設立50年を迎えた、ボストンコンサルティンググループの最新の経営手法を 冊子版 978-4-492-55773-0 2016.11
菅野寛
（かんの・ひろし）
著
東洋経済新報社

紹介。構造改革編では、企業が非連続な成長を実現する組織体に変革していくた
めの手法を解説する。

*1030884592*
EQ「感じる力」の磨き方 自分を変え、人生の質を高める
高山直
（たかやま・なお）
著
東洋経済新報社

すべては「今の気持ち」を自覚することから始まる! 日本のビジネス界におけるEQ
（感情能力）導入の第一人者が、感情を上手に管理する「感情マネジメント力」
とは何か、そしてその鍛え方（開発方法）を紹介する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎336.49 件名◎人間関係 タイ
226p
冊子版 978-4-492-04555-8 2016.06

*1030884651*
GAMIFY エンゲージメントを高めるゲーミフィケーションの新しい未来
ブライアン・バーク著
東洋経済新報社

鈴木素子
（すずき・もとこ）
訳

IT の力で人や組織の行動が変わる! 米国、日本の成功事例をもとに、人や組織の
目標達成を動機づける最先端手法「ゲーミフィケーション」の正しい理解と導入方
法を解説する。

経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 バゲ
287,10p
冊子版 978-4-492-53370-3 2016.01

*1030884635*
840

KPI 大全 重要経営指標100の読み方＆使い方

経済

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎目標管理 ■ケ 478p
データ＆デジタル時代に必須の経営リテラシーをまとめたKPI（重要業績評価指標） 冊子版 978-4-492-52227-1 2020.09

グロービス著 嶋田毅
（しまだ・つよし）
執筆
東洋経済新報社

事典。KPI の意義を紹介するとともに、代表的なKPI100個の意味合いや使い方な
どを解説する。KPI の実例ストーリーも収録。

*1032310431*
M＆Aシナジーを実現するPMI

事業統合を成功へ導く人材マネジメントの実践

ウイリス・タワーズワトソン編
東洋経済新報社

要慎吾
（かなめ・しんご）
著

M＆Aにおいて、事業シナジーを創出し企業としての成長を実現するためには、
PMI（買収に伴う事業・組織・機能の統合）の的確な実行が必要不可欠である。
買収後の PMI のノウハウを体系的に解説した実務ガイドブック。

OODA Management

現場判断で成果をあげる次世代型組織のつくり方
原田勉
（はらだ・つとむ）
著
東洋経済新報社

PDCA 重視の日本型組織の常識を覆す、超スピード経営の実践スキルとは。世
界の主要な軍事組織で採用されている「OODA」を、ビジネスの領域で具体的
に適用していくための方法を、実例を交えながら解説する。

Unlocking Creativity チームの創造力を解き放つ最強の戦略
マイケル・A.ロベルト著
東洋経済新報社

花塚恵
（はなつか・めぐみ）
訳

「計画どおりにやること」が目的化していないか ? 特定のライバル企業との比較ばか
りしていないか ? 創造力の発揮を妨げる、職場にはびこる6つの「思い込み」を取
り除く具体的な方策を解説する。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎335.46 件名◎企業合併 ■エ
238p
冊子版 978-4-492-53379-6 2016.06

*1030884648*
経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎意思決定
（経営管理）ハウ
247p
冊子版 978-4-492-53429-8 2020.08

*1031983495*
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◎336.3 件名◎経営組織 ロア
269,29p
冊子版 978-4-492-04661-6 2020.03

*1031579405*
いますぐプライベートカンパニーを作りなさい !

サラリーマンが給料の上がらない時代にお金を残す方法

石川貴康
（いしかわ・たかやす）
著
東洋経済新報社

サラリーマンはプライベートカンパニーという“お金の貯水池 ”を作れ ! プライベート
カンパニーを武器に、不動産や小規模事業による節税効果を目一杯活用すること
で確実に資産を築くノウハウを公開する。

お金原論 30代で知っておきたい「お金の知性」の高め方
泉正人
（いずみ・まさと）
著
東洋経済新報社

「お金」という軸を通した自己啓発書。お金との付き合い方を各ステージに分類し、
具体的な行動リストを紹介しながら、徐々にレベルアップをしていき、お金に縛られ
ない自由でゆとりある人生を送るための方法を考える。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎335 件名◎個人事業 イイ 238p
冊子版 978-4-492-73333-2 2016.04

*1030884624*
経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎337.1 件名◎貨幣 イオ 277p
冊子版 978-4-492-31481-4 2016.08

*1030884620*
クルーグマンマクロ経済学 MACROECONOMICS 第2版

経済

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 クク
現実的な事例やデータを使って概念をわかりやすく、
かつ面白く例解した経済学入門、 777p
マクロ編。マクロ経済学の全体像、長期の経済成長と短期の経済変動、安定化 冊子版 978-4-492-31490-6 2019.09

ポール・クルーグマン著 ロビン・ウェルス著
東洋経済新報社

政策、開放経済などを収載。見返しに目次一覧あり。

*1030988247*
841

グローバル 組織開発 ハンドブック
3つの複雑性を5つの視点から考える

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
ピープルフォーカス・コンサルティング著
分類◎336.3 件名◎経営組織 ■グ
東洋経済新報社
223p
組織に愛想を尽かしたグローバル人材の流出を防ぐには ? 組織を強固かつ健全に 冊子版 978-4-492-53386-4 2016.12

する「グローバル組織開発」の考え方や進め方、スキルやノウハウを事例ととも
に解説する。

グローバル 中堅企業のためのアジア戦略
中国・ASEAN・インドの海外事業マネジメント

日本経営システム著
東洋経済新報社

約40社の海外事業展開の事例をとり上げ、中堅企業がアジア進出でどのような局
面・困難に直面してきたか、それをどのように乗り切ってきたかを紹介。成功のポイ
ントや失敗の背景を掘り下げて分析する。

グローバル 投資のための地政学入門

*1030884588*
経済
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎338.922 件名◎国際投資 ■グ
250p
冊子版 978-4-492-44428-3 2016.06

*1030884647*
経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338.1 件名◎金融市場 フグ
英国のEU 離脱、米国の大統領選、中国経済の減速、テロの多発…。為替、原油、 221p
株価、金利はどうなるのか ? 世界の地政学的要因とそれらが世界の金融市場に与 冊子版 978-4-492-73338-7 2016.09
藤田勉
（ふじた・つとむ）
著
東洋経済新報社

倉持靖彦
（くらもち・のぶひこ）
著

える影響を、わかりやすく解説する。

*1030884613*
コンフリクト・マネジメントの教科書
職場での対立を創造的に解決する

ピーター・T.コールマン著 ロバート・ファーガソン著
東洋経済新報社

ダイバーシティ、働き方の多様化の時代、異なる立場の人とどのようにうまくやってい
くか。ビジネス現場に必須のスキルとマインドセットを第一人者が解き明かす。7
つの戦略と70の戦術など、すぐに使えるメソッドが満載。

ザ・ビッグ・ゼロ

成長、イノベーション、競争優位をもたらすゼロベースのアプローチ

クリス・ティマーマンス著 クリス・ロアーク著
東洋経済新報社

競争上のアジリティを高めるゼロベース戦略。社員のマインドセットを変化させ、
大企業がスタートアップのような柔軟性と敏捷性を獲得できる経営管理手法を、ウォ
ルマート、ユニリーバ等の先進事例とともに紹介する。

シリコンバレーの VC= ベンチャーキャピタリストは何を見て
いるのか Perspective of venture capitalist in Silicon Valley

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎ 件名◎人事管理 ココ 359p
冊子版 978-4-492-55795-2 2020.09

*1032310432*
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◎ 件名◎予算管理 ■ザ 225,12p
冊子版 978-4-492-53426-7 2020.08

*1031983493*
経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
山本康正
（やまもと・やすまさ）
著
分類◎ 件名◎ ベンチャー ビジネス ヤシ
東洋経済新報社
293p
テクノロジーがビジネスや生活をどう変えようとしているのか。シリコンバレー独自のコミュ 冊子版 978-4-492-55797-6 2020.07

ニティでは、どのような情報が流通しているのか。新しいテクノロジーがビジネスに
与えるインパクトについて、ミクロの視点で解説する。

ゼロからつくるビジネスモデル

The Complete Guidebook for Business Model Design

井上達彦
（いのうえ・たつひこ）
著
東洋経済新報社

アイデア創出、ビジネスモデル構築、事業の循環－。実務の最前線で活用され
ている方法、海外のイノベーション教育プログラム、学術の先端領域を、数多く
の事例とともに紹介する。早稲田大学の授業を書籍化。

842

*1031873870*
経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 イゼ
516p
冊子版 978-4-492-53417-5 2019.12

*1031274491*

ダークサイドオブ MBAコンセプト
グロービス著 嶋田毅
（しまだ・つよし）
執筆
東洋経済新報社

裏側（ダークサイド）を知らずに現場（リアル）では勝てない! より正しい企業経営
を行う上で知っておきたい、MBA で学ぶべき重要な裏技コンセプトを紹介。フレー
ムワークや思考法に潜む落とし穴・副作用・裏技を解説する。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎336 件名◎経営管理 ■ダ 265p
冊子版 978-4-492-55793-8 2019.10

*1031137218*
ダグラス・ノース制度原論

経済

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ノダ 286,19p
人類は停滞の歴史から抜け出せるのか ? 経済学に絶大な影響を与えた権威、ノー 冊子版 978-4-492-31474-6 2016.03

ダグラス・C.ノース著
東洋経済新報社

瀧澤弘和
（たきざわ・ひろかず）
監訳

ス教授の最後の提言。人間の認知、信念体系から制度を読み解き、主流派経済
学では捉えきれなかった経済変化の過程に迫る。

*1030884630*
デービッド・アトキンソン新・所得倍増論

潜在能力を活かせない「日本病」の正体と処方箋

経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎332.107 件名◎日本－経済 アデ
305p
先進国でもっとも生産性が低く、もっとも貧困率が高い日本。これからの日本経済に 冊子版 978-4-492-39635-3 2016.12

デービッド・アトキンソン著
東洋経済新報社

は何が必要で、どう改善していったらいいのか。日本が落ちぶれた「原因」を特定
し、復活への「秘策」を明らかにする。

ネクスト・シェア ポスト資本主義を生み出す「協同」プラットフォーム
ネイサン・シュナイダー著 月谷真紀
（つきたに・まき）
訳
東洋経済新報社

テックカルチャーが企業や国家に代わる新しい社会を作る! さまざまな切り口から協
同組合の事例や新しい試みを紹介し、ポスト資本主義を生み出す協同組合事業の
意義や新たな可能性を提示する。

*1030884617*
経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎協同組合 シネ 358,27p
冊子版 978-4-492-21242-4 2020.08

*1031983492*
ピボット・ストラテジー 未来をつくる経営軸の定め方、動かし方

経済

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ■ピ
変化し続ける企業だけが高収益を実現できる!「潜在的収益価値」を発見する「賢 413p
明なピボット（方向転換）」の方法を、アクセンチュア、ウォルマート、ユニクロな 冊子版 978-4-492-53418-2 2019.10

オマール・アボッシュ著 ポール・ヌーンズ 著
東洋経済新報社

ど100社以上の事例で解説する。

*1031137217*
ブランシャールマクロ経済学 上 基礎編 第2版
オリヴィエ・ブランシャール 著
東洋経済新報社

中泉真樹
（なかいずみ・まき）
訳

IMF チーフエコノミストとして経済危機を体験した著者の現実感溢れるマクロ経
済学のテキスト。マクロ経済学の基礎的な事実と論点を紹介し、
「短期」「中期」
「長期」の分析に焦点を当てて解説する。見返しに記号一覧等あり。

経済
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ブブ
594p
冊子版 978-4-492-31528-6 2020.04

*1031670362*
ブランシャールマクロ経済学 下 拡張編 第2版
オリヴィエ・ブランシャール 著
東洋経済新報社

中泉真樹
（なかいずみ・まき）
訳

IMF チーフエコノミストとして経済危機を体験した著者の現実感溢れるマクロ経
済学のテキスト。「短期」「中期」の期待の役割に焦点を当てて解説し、開放マ
クロ経済学、マクロ経済政策を検討する。見返しに記号一覧等あり。

経済
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ブブ
532p
冊子版 978-4-492-31529-3 2020.04

*1031670363*
843

プロフェッショナルシンキング 未来を見通す思考力

〈BBT 大学シリーズ〉

大前研一
（おおまえ・けんいち）
監修 ビジネス・ブレークスルー大学編
東洋経済新報社

“ 答えのない世界 ”において、
ひるむことなく答えを模索する“ 思考力 ”と、行動する“ 勇
気 ”を徹底的に鍛えるための一冊。オンラインベースの「教えない大学」ビジネス・
ブレークスルー大学のカリキュラムの一端を伝える。

プロフェッショナルシンキング 未来を見通す思考力

〈BBT 大学シリーズ〉

大前研一
（おおまえ・けんいち）
監修 ビジネス・ブレークスルー大学編
東洋経済新報社

“ 答えのない世界 ”において、
ひるむことなく答えを模索する“ 思考力 ”と、行動する“ 勇
気 ”を徹底的に鍛えるための一冊。オンラインベースの「教えない大学」ビジネス・
ブレークスルー大学のカリキュラムの一端を伝える。

マッキンゼーホッケースティック戦略 成長戦略の策定と実行
クリス・ブラッドリー著
東洋経済新報社

マーティン・ハート著

企業の戦略策定は、なぜゆがめられるのか。戦略の成功確率を左右する変動要
因や、企業がコントロール可能な要因と「大胆」 施策の条件などを明らかにし、
実用的かつ有効なアドバイスを提案する。

経済
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎336.2 件名◎問題解決 ■プ
271p
冊子版 978-4-492-52215-8 2015.08

*1031245262*
経済
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎336.2 件名◎問題解決 ■プ
271p
冊子版 978-4-492-52215-8 2015.08
DL不可 EPUB

*1031245263*
経済
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 ■マ
366p
冊子版 978-4-492-53416-8 2019.11

*1031137210*
まんがでわかるThink CIVILITY

「礼儀正しさ」
こそ最強の生存戦略である
クリスティーン・ポラス原著
東洋経済新報社

星井博文
（ほしい・ひろふみ）
シナリオ

課長に抜擢された彩花は、「理不尽な上司」や「周りを見下す部下」に振り回さ
れ思うような結果が出せない。だが、礼節を身につけることで問題を解決していき…。
職場の礼節を高める方法を、マンガで解説する。

マンキュー経済学 1 ミクロ編 第4版
N.グレゴリー・マンキュー著
東洋経済新報社

足立英之
（あだち・ひでゆき）
訳

経済学のグローバル・スタンダード・テキスト。1は、「経済学の十大原理」「市
場における需要と供給の作用」などを解説する。豊富なケース・スタディ、復習問題、
応用問題も収録。見返しに全体目次あり。

経済
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎ 件名◎人間関係 ポマ 158p
冊子版 978-4-492-04673-9 2020.09

*1032310437*
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◎331 件名◎経済学 ママ 755p
冊子版 978-4-492-31519-4 2019.10

*1031579416*
マンキュー経済学 2 マクロ編 第4版

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◎331 件名◎経済学 ママ 690p
経済学のグローバル・スタンダード・テキスト。2は、「長期の実物経済」「長期に 冊子版 978-4-492-31520-0 2019.10
N.グレゴリー・マンキュー著
東洋経済新報社

足立英之
（あだち・ひでゆき）
訳

おける貨幣と価格」「開放経済のマクロ経済学」などを解説する。豊富なケース・
スタディ、復習問題、応用問題も収録。見返しに全体目次あり。

*1031579417*
マンキュー入門経済学 第3版

経済

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎331 件名◎経済学 ママ 563p
経済学入門のグローバル・スタンダード・テキスト。各項目についてケース・スタディ、 冊子版 978-4-492-31521-7 2019.10
N.グレゴリー・マンキュー著
東洋経済新報社

足立英之
（あだち・ひでゆき）
訳

復習・応用問題などを交えながら解説する。「マンキュー経済学」ミクロ編、マク
ロ編から主要な内容を選んで再構成。見返しに全体目次あり。

*1031579418*
844

みんなを幸せにする資本主義 公益資本主義のすすめ
大久保秀夫
（おおくぼ・ひでお）
著
東洋経済新報社

これから世界経済の中心となるべきは、日本が発する、社会全体の利益を考える「公
益資本主義」であると提唱する著者が、企業のあるべき姿、経営者のあるべき精
神を説く。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 オミ
256p
冊子版 978-4-492-39628-5 2016.03

*1030884628*
ヤバすぎる経済学 常識の箱から抜け出す最強ロジック

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 レヤ
銀行襲うならいつ ? 絶滅危惧種を守る法律で絶滅が早まる? 世界的スター経済学 409,11p
者による、テロ、犯罪、戦争から家族や人生の問題、エロい話まで、いま世界で起こっ 冊子版 978-4-492-31477-7 2016.04

スティーヴン・D.レヴィット著 スティーヴン・J.ダブナー著
東洋経済新報社

ているすべてを解決する131話。

*1030884655*
リード・ザ・ジブン ユニクロで人材育成の責任者をやってみた。
宇佐美潤祐
（うさみ・じゅんすけ）
著
東洋経済新報社

過去最高の自分を育て、仲間を育て、最強 チームをつくる! ユニクロで人材育成
機関（FRMIC）担当役員を務めた著者による人材＆チーム育成術。踊り場にい
る若手、会社人生後半戦の40代・50代へのヒントが満載。

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎336.3 件名◎リーダーシップ ウリ
259p
冊子版 978-4-492-50314-0 2020.01

*1031439223*
ワイズカンパニー 知識創造から知識実践への新しいモデル
野中郁次郎
（のなか・いくじろう）
著
東洋経済新報社

竹内弘高
（たけうち・ひろたか）
著

企業の競争力の源泉は情報処理ではなく知識創造である。その知識を絶えざる実
践を通じて知恵にまで高めることの重要性と、その知恵を獲得・活用するための方
法を示す。「知識創造企業」の続編。

経済
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎経営管理 ノワ 470,51p
冊子版 978-4-492-52230-1 2020.09

*1032310433*
移民の経済学

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎334.4 件名◎移民・植民 ■イ
移民が来ると国が貧しくなる? 移民のもたらす経済的、文化的、政治的な効果につ 313,35p
いての研究成果を提示。さらに、これまでの研究成果、およびそれらとは異なった 冊子版 978-4-492-31488-3 2016.11
ベンジャミン・パウエル 編
東洋経済新報社

藪下史郎
（やぶした・しろう）
監訳

価値観、視点に基づく、様々な移民政策の功罪も論じる。

*1030884597*
一橋 MBA 戦略分析ケースブック 事業創造編
沼上幹
（ぬまがみ・つよし）
著
東洋経済新報社

加藤俊彦
（かとう・としひこ）
著

セブン銀行、弁護士ドットコム、メルカリ、磯丸水産、アットコスメ…。新しい市場
を開拓するベンチャー企業から、儲けの上限が確定しているような規制産業まで、
事業を創造していくための戦略を分析する。

経済
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎ 件名◎経営計画 ■ヒ 237p
冊子版 978-4-492-52226-4 2020.05

*1031670365*
右脳思考を鍛える 「観・感・勘」を実践 ! 究極のアイデアのつくり方
内田和成
（うちだ・かずなり）
著
東洋経済新報社

インプットの労力を最小化し、アウトプットを最大化する、ムダな努力いらずの発想
法を紹介。右脳を使ってユニークな発想をするために必要な情報収集と整理術、
そして、情報を発酵させてアイデアを生み出す方法論について語る。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎336.2 件名◎問題解決 ウウ
236p
冊子版 978-4-492-55791-4 2019.10

*1031137211*
845

宇沢弘文傑作論文全ファイル 1928-2014
宇沢弘文
（うざわ・ひろふみ）
著
東洋経済新報社

経済・社会の様々な問題に取り組んだ哲人経済学者・宇沢弘文。その思想の根
幹である社会的共通資本の概念、人間のための経済学の考え方を一望できる論攷
集。ジョセフ・スティグリッツ教授による追悼シンポジウムの講演も収録。

経済
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎331.04 件名◎経済学 ウウ 420p
冊子版 978-4-492-31486-9 2016.11

*1030884596*
岩井克人「欲望の貨幣論」
を語る
岩井克人
（いわい・かつひと）
述
東洋経済新報社

丸山俊一
（まるやま・しゅんいち）
著

仮想通貨 = 暗号資産が生まれ、キャッシュレス化が進行する時代の貨幣、市場、
資本主義とは。その本質に日本を代表する経済学者が迫る。NHK 経済教養ドキュ
メントを書籍化。未放送部分も多数収録。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎337.1 件名◎貨幣 イイ 203,9p
冊子版 978-4-492-37124-4 2020.03

*1031507097*
起業 ナビゲーター NAVIGATING ENTREPRENEURSHIP
菅野健一
（すがの・けんいち）
著
東洋経済新報社

淵邊善彦
（ふちべ・よしひこ）
著

事業の立ち上げから金融機関とのつきあい方、知財戦略、撤退まで、起業の基礎
知識を凝縮した一冊。成功する起業家が押さえているポイントを詳細に解説し、失
敗を避けるためのノウハウも紹介する。

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎335 件名◎経営 スキ 368p
冊子版 978-4-492-53374-1 2016.12

*1030884595*
経済がわかる論点50 2020
みずほ総合研究所著
東洋経済新報社

東京五輪の効果とその後の反動、激化するキャッシュレス戦争の行方、泥沼化す
る米中貿易摩擦…。日本経済、海外経済、金融・マーケットなど、みずほ総合研
究所が2020年の経済がわかる50の論点を解説する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎332.107 件名◎日本－経済 ■ケ
232p
冊子版 978-4-492-39648-3 2019.11

*1031274493*
決定版リブラ 世界を震撼させるデジタル 通貨革命

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338 件名◎仮想通貨 キケ 271p
一国にとどまらないグローバル通貨、主要通貨のバスケットに連動、大手プラットフォー 冊子版 978-4-492-68146-6 2019.12
木内登英
（きうち・たかひで）
著
東洋経済新報社

マーが主導…。世界の金融当局が強い警戒心を抱くデジタル通貨「リブラ」のイ
ンパクトと問題点を解説する。

*1031340607*
国際競争を勝ち抜くマネジメント MANAGEMENT FOR

経済

GLOBAL COMPETITIVENESS 〈MSOL MI SERIES〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
内山鉄朗
（うちやま・てつろう）
著
分類◎335.21 件名◎企業－日本 ウコ
東洋経済新報社
222p
英語が出来るだけではうまくいかない !? 激化する国際競争市場を生き抜くため、日 冊子版 978-4-492-96170-4 2019.11

本企業に求められるものは何か ? グローバルプロジェクトを推進してきた著者が、日
本人が意識すべきマネジメントの本質を解説する。

最後の資本主義
ロバート・B.ライシュ著
東洋経済新報社

雨宮寛
（あめみや・ひろし）
訳

なぜ50年前にはうまく分配できていた繁栄が、現代の仕組みではできないのか。中
間層の消滅を警告し続けたアメリカの経済学者が、市場のルール、所得や富の
分配について詳論し、富裕層に対抗する勢力の構築について述べる。

*1031274496*
経済
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 ラサ
346,17p
冊子版 978-4-492-44440-5 2016.12

*1030884654*
846

在宅 HACKS! 自分史上最高のアウトプットを可能にする新しい働き方
小山龍介
（こやま・りゅうすけ）
著
東洋経済新報社

在宅勤務は、これまでとは違う、何倍ものアウトプットを実現する新しいキャリアの
可能性がある。環境整備、行動管理、コミュニケーションなど、自宅で会社以上
の生産性＆創造性を発揮するためのアイデアを多数紹介する。

経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎ 件名◎会社実務 コザ 228p
冊子版 978-4-492-04670-8 2020.07

*1031873873*
勝率9割の投資セオリーは存在するか
長期 データを検証し分析する

馬渕治好
（まぶち・はるよし）
著
東洋経済新報社

セル・イン・メイ、干支と株価の関係、外国人投資家の売買と株価の関係…。過
去のデータをもとに、投資セオリーやマーケットの俗説と、市場や経済を分析する
指標の有効性を検証する。

人工知能が金融を支配する日

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎338.155 件名◎株式 マシ 204p
冊子版 978-4-492-73334-9 2016.05

*1030884653*
経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338 件名◎金融－データ処理 サ
10の360乗のパターンを分析するロボットが、自ら学習する能力を身につけたとき、 ジ 226p
人の居場所は残されているのか ? 人工知能の進歩に大きな影響を受けると言われる 冊子版 978-4-492-58108-7 2016.09
櫻井豊
（さくらい・ゆたか）
著
東洋経済新報社

金融業界の現状と未来を喝破する。

*1030884612*
人民元切り下げ 次のバブルが迫る
村田雅志
（むらた・まさし）
著
東洋経済新報社

大量の資本が中国から流出している。人民元が大幅切り下げに追い込まれると、
世界の金融市場は? 外資系通貨ストラテジストが、国や国際組織といった公的機
関が発表したデータを用いて、明快なロジックで予測する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎338.952 件名◎外国為替 ムジ
247p
冊子版 978-4-492-44439-9 2016.12

*1030884584*
世界を見てきた投資のプロが新入社員にこっそり教えてい
る驚くほどシンプルで一生使える投資の極意
加藤航介
（かとう・こうすけ）
著
東洋経済新報社

プロがこっそりやっている投資の全スキルを、入社1年目に教えてみた－。世界有
数の投資会社の “ 秘密の ” 社内研修を初公開 !「人生と社会を豊かで幸せにする投
資の本質」を、読みやすくわかりやすい会話形式で紹介する。

世界最高峰の頭脳集団 NASAに学ぶ決断技法
不可能の壁を破る思考の力

経済
同時アクセス1 4,785円 + 税
同時アクセス3 7,177円 + 税
分類◎ 件名◎投資 カセ 262p
冊子版 978-4-492-73357-8 2020.07

*1031873875*
経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎336.1 件名◎意思決定
（経営管
理）ナセ 410,4p
不確実との闘いを制する先駆者のロジックとは? NASAの「不確実性に対する構え」 冊子版 978-4-492-53383-3 2016.10
中村慎吾
（なかむら・しんご）
著
東洋経済新報社

をバックボーンに、限られた情報から最善手を導き出す科学的アプローチの数々を、
NASA の事例とともに紹介する。

世界大激変 次なる経済基調が定まった!
長谷川慶太郎
（はせがわ・けいたろう）
著
東洋経済新報社

イギリスの EU 離脱という大衝撃が世界を駆け回って、株価の暴落、為替の乱高
下をもたらした。世界的「価格破壊」はこれから本格化する。独自の視点から世
界の政治、経済の大局を読み解く。

*1030884607*
経済
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎304 ハセ 193p
冊子版 978-4-492-44430-6 2016.08

*1030884619*
847

戦略の創造学

ドラッカーで気づきデザイン思考で創造しポーターで戦略を実行する
山脇秀樹
（やまわき・ひでき）
著
東洋経済新報社

デ ザイン思考、ピーター・ドラッカーのマネジメント、競争戦略。それぞれの本質
を紡ぐと糸になり、織ると普遍的な戦略 モデルのキャンバスとなる。欧米ビジネス
スクールで初の日本人学長による、イノベーションのための戦略論。

中原圭介の経済はこう動く 2017年版

経済
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎経営計画 ヤセ 267p
冊子版 978-4-492-53423-6 2020.05

*1031670367*
経済

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎333.6 件名◎世界経済 ナナ
EU 分裂は進むのか。中国経済の減速はあと何年続くのか。円高は続くのか。もっ 252p
とも予測が当たる経済アナリストが、経済の本質を見据えたうえで、米国、欧州、 冊子版 978-4-492-39632-2 2016.11
中原圭介
（なかはら・けいすけ）
著
東洋経済新報社

中国、日本などの近未来を予測する。

*1030884599*
中国が世界を攪乱する AI・コロナ・デジタル 人民元

経済

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎中国－経済 ノチ 261,15p
ファーウェイ排除、米中貿易戦争、新型コロナ制圧…問題の本質はすべてつながっ 冊子版 978-4-492-44457-3 2020.06
野口悠紀雄
（のぐち・ゆきお）
著
東洋経済新報社

ている。中国の成長を歴史の過程の中で位置付け、中国のハイテク産業の動向
やその意味を論じる。ウェブ版『現代ビジネス』連載を元に書籍化。

*1031814560*
直感で発想 論理で検証 哲学で跳躍 経営の知的思考

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎経営 イチ 295p
論理の蓄積が直感を生み、論理の堅牢さが哲学を支える－。経営学の第一人者が、 冊子版 978-4-492-31530-9 2020.07
伊丹敬之
（いたみ・ひろゆき）
著
東洋経済新報社

本田宗一郎など名経営者たちの「直感的発想」
「論理的検証」
「哲学をもった跳躍」
のそれぞれの歴史を追いながら、経営の論理を読み解く。

*1031873871*
得する株をさがせ ! 会社四季報公式ガイドブック

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎株式 ■ト 263p
儲かっている会社・将来性のある会社・安全な会社の見つけ方、株価を動かす要因、 冊子版 978-4-492-73356-1 2020.07
会社四季報編集部編
東洋経済新報社

売買チャンスのつかみ方、お宝株発掘の実践テクニック…。株式投資と会社情報
のバイブル「会社四季報」の実践的活用法をわかりやすく紹介する。

*1031873874*
日本電産流「V 字回復経営」の教科書
川勝宣昭
（かわかつ・のりあき）
著
東洋経済新報社

営業力強化とコストダウンの両輪で、企業をハイスピードかつ抜本的に立て直す !
日本電産永守流「スピードと徹底」の経営手法をベースに、自動車産業の「もの
づくり」アプローチを融合させた詳細かつ具体的なメソッドを紹介。

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎336.1 件名◎経営計画 カニ
302p
冊子版 978-4-492-53385-7 2016.12

*1030884627*
入社1年目から差がつくロジカル・シンキング練習帳
グロービス著 岡重文
（おか・しげふみ）
執筆
東洋経済新報社

考えが自然にまとまる、「伝わらない」がなくなる、苦手な数字にも強くなる! すぐに使
えて一生役に立つロジカル・シンキングの技術が身につくテキスト。「根拠を具体
化する」「経緯をみる」など、20のレッスンを収録する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎問題解決 ■ニ 191p
冊子版 978-4-492-53424-3 2020.07

*1031873872*
848

貧困なき世界 途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦

経済

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎333.8 件名◎開発経済学 リヒ
市場原理主義では貧困を脱することはできない。資源やお金、人材が不足してい 27,309,32p
る国や、政府が腐敗している国などが、今すぐ手をつけられる開発戦略のロードマッ 冊子版 978-4-492-44433-7 2016.10
ジャスティン・リン
（りん・いーふー）
著
東洋経済新報社

小浜裕久
（こはま・ひろひさ）
監訳

プを解説する。

*1030884601*
武器としての「資本論」
白井聡
（しらい・さとし）
著
東洋経済新報社

なぜ格差社会が生まれるのか。なぜ自己啓発書を何冊読んでも救われないのか。
なぜ上司がイヤな態度をとるのか。今の時代を考える上で特に役に立つと考えられ
る概念を取り上げ、「資本論」の魅力を伝えるまったく新しい入門書。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎331.6 件名◎資本論 シブ 290p
冊子版 978-4-492-21241-7 2020.04

*1031670369*
武器としての図で考える習慣 「抽象化思考」のレッスン
平井孝志
（ひらい・たかし）
著
東洋経済新報社

頭のいい人たち、仕事のできる人たちの多くが、図を使って考え、決断している。
「図
で考える」メソッドと、図を書く上で役に立つ「ピラミッド」
「田の字」
「矢バネ」
「ルー
プ」の4つの「型」を紹介する。

経済
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎問題解決 ヒブ 278p
冊子版 978-4-492-04668-5 2020.07

*1031983490*
無形資産が経済を支配する 資本のない資本主義の正体

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎332.06 件名◎資本主義 ハム
スターバックスの店舗マニュアル、コカ・コーラの製法とブランド、グーグルのアル 359,29p
ゴリズム…。無形資産の増大は生産性や格差にどのような影響をもたらすのか ? こ 冊子版 978-4-492-31524-8 2020.01
ジョナサン・ハスケル 著 スティアン・ウェストレイク著
東洋経済新報社

れまで計測できなかった無形資産の全貌を包括的に分析する。

*1031439221*
人はなぜ税を払うのか 超借金政府の命運

財政

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎ 件名◎租税－日本 ハヒ 234p
税金の正体を見極め、その本質を見定める、日本人のための税の教科書。税金を 冊子版 978-4-492-61063-3 2020.05
浜矩子
（はま・のりこ）
著
東洋経済新報社

巡る現状、租税の歴史、今の日本における消費税の状況などを取り上げ、人はな
ぜ税を払うのかを論じる。

*1031814558*
7つの階級 英国階級調査報告

社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.8 件名◎階級 サナ 384,24p
ホワイトカラー/ブルーカラー、中流 / 労働者、こんな分類はもう古い ! 経済資本・ 冊子版 978-4-492-22385-7 2019.12
マイク・サヴィジ著
東洋経済新報社

舩山むつみ
（ふなやま・むつみ）
訳

文化資本・社会関係資本の3つの資本を組み合わせて階級を捉える新しい階級分
類により、現在のイギリス社会における階級格差を明らかにする。

*1031274492*
いまこそ税と社会保障の話をしよう!

社会

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 イイ 338p
貯蓄ゼロでも不安ゼロの社会へ－。気鋭の財政学者による白熱討論を書籍化。日 冊子版 978-4-492-70151-5 2019.12
井手英策
（いで・えいさく）
著
東洋経済新報社

本社会のどこに不安のみなもとがあるのか、その不安の源泉を断つために何ができ
るのかを語りあい、リベラルな社会の可能性、糸口を見いだす。

*1031340602*
849

ここからはじまる早わかり労働安全衛生法 新版

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎366.34 件名◎労働安全衛生法
労働者の安全と健康を守り、労働災害を防止することを目的とする労働安全衛生法。 ■コ 153p
「難解な法律」といわれる労働安全衛生法の大枠をつかめるように、図表を多用し 冊子版 978-4-492-27058-5 2016.12
近藤恵子
（こんどう・けいこ）
著
東洋経済新報社

小林浩志
（こばやし・こうじ）
著

ながらわかりやすく解説する。平成27年改正に完全対応。

*1030884638*
ずるい日本語

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎361.454 件名◎コミュニケーション
コミュニケーションや会話が苦手な人でも、5分工夫すれば言い回しや文章をつくれ ウズ 172p
るテクニックを紹介する。仕事、会話、プレゼンテーションから家庭内の会話まで、 冊子版 978-4-492-04592-3 2016.05
内田伸哉
（うちだ・しんや）
著
東洋経済新報社

どこでも使える手法が満載。折り込みの表あり。

*1030884652*
トラジャ JR「革マル」30年の呪縛、労組の終焉
西岡研介
（にしおか・けんすけ）
著
東洋経済新報社

JR 東日本労組の大量脱退、JR 北海道の社長2人と組合員の相次ぐ死…。JR 東
日本の30年に及ぶ革 マルの呪縛からの解放、「JR 革 マル」 対「党革 マル」の
内ゲバ、今なお続くJR 北海道の異常な労使の姿を明らかにする。

社会
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎366.628 件名◎東日本旅客鉄道
労働組合 ニト 615,8p
冊子版 978-4-492-22391-8 2019.10

*1030988243*
はじめての確定拠出年金投資 一番使える!

社会

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎366.46 件名◎確定拠出年金 オ
老後資産をつくるための最強の手段、確定拠出年金。始め方を紹介するとともに、 ハ 192p
資産運用や投資はハードルが高いと思っている人に向け、
「運用とはどういうことか」 冊子版 978-4-492-73335-6 2016.06
大江英樹
（おおえ・ひでき）
著
東洋経済新報社

「具体的にどうすればいいか」をわかりやすく説明する。

*1030884646*
ライフデザイン白書 2020 人生100年時代の「幸せ戦略」

社会

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎365.5 件名◎生活問題 ■ラ
健康、お金、つながりという3つの人生資産が QOL（生活の質）向上のカギ ! 約 229p
2万人の調査から分かった、QOLを高め、人生100年時代を自分らしく幸せに生き 冊子版 978-4-492-96171-1 2019.11
第一生命経済研究所編
東洋経済新報社

る手がかりを様々な切り口から解説する。

*1031137220*
格差は心を壊す 比較という呪縛
リチャード・ウィルキンソン著
東洋経済新報社

ケイト・ピケット著

私たちを追い詰める“ 他人の目”という呪縛。激しい格差は人類の競争本能を暴走
させ、環境も破壊する。地球の破滅を防ぐために何ができるか。500超の文献と国
際比較データを駆使し、誰もが幸せな社会を構想する。

社会
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎361.8 件名◎社会階層 ウカ
434,52p
冊子版 978-4-492-31526-2 2020.04

*1031670366*
経済学で考える人口減少時代の住宅土地問題
山崎福寿
（やまざき・ふくじゅ）
著
東洋経済新報社

中川雅之
（なかがわ・まさゆき）
著

持ち家と借家はどちらが得 ? どうして相続税が地価や家賃に影響するの ? 縮小都
市時代の素朴な疑問に経済学が答える。住宅・土地問題に関心を持つ人はもちろ
ん、経済学の考え方や行動経済学について学びたい人にも最適な書。

社会
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎ 件名◎住宅問題 ヤケ 306p
冊子版 978-4-492-96182-7 2020.09

*1032310435*
850

経済学者日本の最貧困地域に挑む

あいりん改革3年8カ月の全記録
鈴木亘
（すずき・わたる）
著
東洋経済新報社

日本最大のドヤ街「あいりん地区」の再生はこうして始まった－。西成特区構想の
仕掛け人が、3年8カ月の現場での体験と、改革実行に必要なノウハウ、テクニック、
戦略・戦術、段取りなどの方法論を実践的に描き出す。

人口減少社会のデザイン

社会
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎368.2 件名◎スラム スケ 470p
冊子版 978-4-492-44434-4 2016.10

*1030884603*
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◎364.1 件名◎社会政策 ヒジ
借金の先送り、格差拡大、社会的孤立の進行。2050年、日本は持続可能か ? 日 315p
立京大ラボの AIによる未来シミュレーションをもとに、財政・社会保障から環境・ 冊子版 978-4-492-39647-6 2019.10
広井良典
（ひろい・よしのり）
著
東洋経済新報社

資源まで、日本が持続可能であるための条件や政策を提言する。

*1030988242*
全47都道府県幸福度ランキング 2016年版
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
監修 日本総合研究所編
東洋経済新報社

どの県がいちばん幸せか ? 全47都道府県を、「合計特殊出生率」「自主防災組織
活動カバー率」など65指標で徹底比較。ランキング結果を網羅的・体系的に整
理した解説や、20政令市、42中核市ランキングも収録する。

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◎361.91 件名◎社会指標 ■ゼ
309p
冊子版 978-4-492-21226-4 2016.08

*1030884618*
全47都道府県幸福度ランキング 2016年版
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
監修 日本総合研究所編
東洋経済新報社

どの県がいちばん幸せか ? 全47都道府県を、「合計特殊出生率」「自主防災組織
活動カバー率」など65指標で徹底比較。ランキング結果を網羅的・体系的に整
理した解説や、20政令市、42中核市ランキングも収録する。

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◎361.91 件名◎社会指標 ■ゼ
309p
冊子版 978-4-492-21226-4 2016.08
DL不可 EPUB

*1031245266*
日本でいちばんいい県都道府県別幸福度ランキング
寺島実郎
（てらしま・じつろう）
監修 日本総合研究所編
東洋経済新報社

55の指標に基づく幸福度ランキングで、全国47都道府県の状況を的確に紹介。
世界の幸福度ランキングも参照しつつ、これからの地域づくりに欠かせない基本的
な視座を提供する。

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◎361.91 件名◎社会指標 ■ニ
148p
冊子版 978-4-492-21204-2 2012.12

*1031245261*
日本医療保険制度史 第3版

社会

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 74,250円 + 税
分類◎364.4 件名◎健康保険－歴史 ヨ
明治44年の工場法、大正11年の健康保険法の制定にはじまり、昭和から平成の ニ 1128p
時代へと大きく変貌し、発展を遂げた日本の医療保険制度を俯瞰。制度の創設・ 冊子版 978-4-492-70148-5 2020.01
吉原健二
（よしはら・けんじ）
著
東洋経済新報社

和田勝
（わだ・まさる）
著

改正とその時代背景、経済的・社会的諸事情のすべてを克明に描く。

*1031439220*
ビジネスパーソンのためのセブ英語留学
安藤美冬
（あんどう・みふゆ）
著
東洋経済新報社

短期で英語力がアップし、留学生活も楽しい、いま注目のセブ島短期英語留学。
安藤美冬が自身の3回にわたるセブでの体験をもとに、基本情報や厳選した英語
学校を紹介する。観光ガイド、留学経験者座談会等も収録。

教育
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎377.6 件名◎留学 アビ 259p
冊子版 978-4-492-04589-3 2016.07

*1030884642*
851

就職四季報 総合版 2021年版

教育

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ R377.9 件名◎学生 ■シ 1151p
学生のための企業情報を5000社掲載。採用人数や新卒定着率などの重要データ 冊子版 978-4-492-97135-2 2019.12
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

ランキングベスト100社や、地域別の採用データ3697社、会社研究1303社、海
外勤務情報など、中立・客観的就活データが満載。

*1031434019*
就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

インターンシップに臨む就活生の、初めての企業選びを徹底 サポート! 会社分析の
やり方や就職四季報の見方などを解説するとともに、1170社のインターンシップ情報
を紹介する。チェック欄、書き込み欄あり。

教育
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎〈R377.9〉 件名◎学生 ■シ
334p
冊子版 978-4-492-97434-6 2020.06

*1031983500*
就職四季報女子版 2021年版

教育

同時アクセス1 6,171円 + 税
同時アクセス3 9,256円 + 税
分類◎ R377.9 件名◎学生 ■シ 1071p
女子学生のための企業情報を5000社掲載。女性採用人数や既婚率等の重要デー 冊子版 978-4-492-97235-9 2019.12
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

タランキングベスト100社や、地域別の採用データ3773社、会社研究1227社など、
中立・客観的就活データが満載。

*1031434020*
就職四季報優良・中堅企業版 2021年版
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

学生のための優良・中堅企業の情報を、注目企業2481社、地域別有力企業2226
社掲載。採用数や有給休暇取得といった重要データのランキングベスト100社など、
中立・客観的就活データが満載。

教育
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ R377.9 件名◎学生 ■シ 1311p
冊子版 978-4-492-97266-3 2019.12

*1031434021*
頭のいい子に育てる3歳までに絶対やるべき幼児教育

教育

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎379.93 件名◎家庭教育 サア
絵本＆童謡を1万回読み聞かせる、1歳から公文式を始める、小学校入学前に 324p
九九を覚えさせる…。東大理Ⅲに三男一女を合格させた著者が、勉強習慣・語彙 冊子版 978-4-492-22393-2 2019.12
佐藤亮子
（さとう・りょうこ）
著
東洋経済新報社

力＆読解力、感情＆好奇心を育むために実践したメソッドを教える。

*1031340612*
科学者が消える ノーベル 賞が取れなくなる日本

自然科学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎409.1 件名◎科学技術政策 イカ
なぜ科学立国は崩壊したのか ? 理工系博士の卵は半減。博士になっても職がない。 286p
基礎研究費割合は主要国下位…。気鋭のジャーナリストが科学力失速のリアル 冊子版 978-4-492-22390-1 2019.10
岩本宣明
（いわもと・のあ）
著
東洋経済新報社

な現実とその要因を、データを示し警鐘を鳴らす。

*1030988245*
うつかな?と思ったら男性更年期を疑いなさい
テストステロンを高めて
「できる人」になる!

堀江重郎
（ほりえ・しげお）
著
東洋経済新報社

40代からの日本人男性に多く見られる、男性ホルモン「テストステロン」の急激な
減少が、深刻な精神症状と身体症状をもたらす。テストステロン値の低下への正
しい対処法を、メンズヘルスの第一人者が実例をもとに紹介する。

852

医学
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎493.18 件名◎更年期 ホウ 189p
冊子版 978-4-492-04596-1 2016.07

*1030884622*

ブレイン・ルール 健康な脳が最強の資産である

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎491.371 件名◎脳 メブ 393p
人生が楽しくなる! 未来に希望が持てる! 友だちづくりからマインドフルネス、カロリー 冊子版 978-4-492-80088-1 2020.03

ジョン・メディナ 著
東洋経済新報社

野中香方子
（のなか・きょうこ）
訳

制限まで、100年人生をよりよく生きるために、脳を若く健康に保つ10のルールを紹
介する。

*1031507094*
企業のための新型コロナウイルス対策マニュアル

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◎ 件名◎労働衛生 ワキ 155p
危機管理体制を作る、従業員と顧客を感染から守る、対策を見直して改善する…。 冊子版 978-4-492-55796-9 2020.06
和田耕治
（わだ・こうじ）
著
東洋経済新報社

新型コロナウイルスから企業を守るために、今すぐにやらねばならないことを解説す
る。4社の対策事例、厚生労働省の Q＆Aも収録。

*1031814563*
B2B のサービス化戦略 製造業のチャレンジ

技術、工学

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

W.ウラガ著

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

*1031983496*
モノ造りでもインターネットでも勝てない日本が、再び世界
を驚かせる方法 センサーネット構想
三品和広
（みしな・かずひろ）
著 センサー研究会著
東洋経済新報社

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

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

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

*1030884629*
技術、工学

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

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

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

*1030884636*
技術、工学

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

尾関将
（おぜき・しょう）
著

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

入門テキスト環境とエネルギーの経済学

*1031507101*
建設工学、土木工学

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

み、問題と解決へのアプローチを考える。章末に復習問題も収録。

*1030884585*
853

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

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

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

*1031670371*
アフリカで超人気の日本企業

アフリカビジネスで急成長 !ビィ・フォアードの成功哲学

機械工学

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

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

決定版5G 2030年への活用戦略

*1030884606*
電気工学

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

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

*1031814556*
神さまとぼく 山下俊彦伝

電気工学

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

絶頂からどん底までを描く。

*1031579411*
水力発電が日本を救う 今あるダムで年間2兆円超の電力を増やせる
竹村公太郎
（たけむら・こうたろう）
著
東洋経済新報社

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

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

*1030884614*
これからのビジネスは
「きれいごと」の実践でうまくいく
環境ブランドで日本一になったサラヤの経営

化学工業

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

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

ぷしゅ よなよなエールがお世話になります

くだらないけど面白い戦略で社員もファンもチームになった話

*1030884611*
製造工業

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

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

854

*1030884623*

仕事文具 THE STATIONERY GUIDE FOR WORKING
土橋正
（つちはし・ただし）
著
東洋経済新報社

情報をインプットする、アイディア発想をサポートする、プレゼンをスマートにする、
A4書類を快適に持ち歩く…。仕事の創造性を高め、パフォーマンスをアップさせる
文具全235アイテムを、ビジネスシーンごとに紹介する。

製造工業
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎589.73 件名◎文房具 ツシ 246p
冊子版 978-4-492-04588-6 2016.04

*1030884657*
人生にお金はいくら必要か 増補改訂版

家政学、生活科学

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎591 件名◎家庭経済 ヤジ 224p
毎月いくら貯蓄すれば老後の不安は解消するのか。「老後資金2000万円問題」を 冊子版 978-4-492-73353-0 2019.11
山崎元
（やまざき・はじめ）
著
東洋経済新報社

岩城みずほ
（いわき・みずほ）
著

どう理解すべきかを説明し、自分の数字でお金の必要額を計算する「人生設計の
基本公式」とその使い方を解説。将来の年金額の推計方法も伝える。

*1031137219*
ヤンキーの虎 新・ジモト経済の支配者たち
藤野英人
（ふじの・ひでと）
著
東洋経済新報社

地方で貪欲にビジネスを広げている経営者たちを「ヤンキーの虎」と名付け、ベ
ンチャー投資家の視点から、地方経済を支える彼らの実態、ビジネス手法を紹介
する。

産業
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 フヤ
192p
冊子版 978-4-492-39618-6 2016.04

*1030884656*
会社四季報業界地図 2021年版

産業

同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎ 件名◎日本－産業 ■カ 280p
「会社四季報」記者が、173業界の現状をわかりやすく解説。業界の主要プレーヤー 冊子版 978-4-492-97329-5 2020.09
東洋経済新報社編
東洋経済新報社

の勢力関係が一目で把握できる地図、業界規模、天気で表す業界の今後の予測、
チェックポイントなども収録する。袋とじ特典シリアル番号付き。

*1032310430*
「感動」
ビジネスの方程式 「おもてなし」を凌駕する驚異の手法

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎673.93 件名◎ポジティブドリーム
「感動」 がなければ、お客様はリピーターになってはくれない。「感動創出企業」 パーソンズ スカ 205p
のパイオニアが、感動創出の仕組みづくりからその現場まで、「感動」を機軸にし 冊子版 978-4-492-50280-8 2016.02
杉元崇将
（すぎもと・たかまさ）
著
東洋経済新報社

た「ことづくり」の姿を紹介する。

*1030884634*
SMART サブスクリプション

第3世代サブスクリプションが B to Bに革命を起こす!

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎675 件名◎サブスクリプション ■
ス 291p
話題性に目が奪われがちな表層的なサブスクリプションの例や、ビジネス革命とし 冊子版 978-4-492-96169-8 2019.10
宮崎琢磨
（みやざき・たくま）
著
東洋経済新報社

藤田健治
（ふじた・けんじ）
著

てのサブスクリプションの本質、さらには進化型のサブスクリプションの実態を解明。
日本の製造業の可能性に迫る。

ドキュメントTPP 交渉 アジア経済覇権の行方
鯨岡仁
（くじらおか・ひとし）
著
東洋経済新報社

TPP はどのように構想され、交渉が進められ、大筋合意に至ったのか。日米両国
の政治家や交渉担当者たちは、どのように決断を下したのか。秘密交渉の裏側が
わかる、当事者の証言をもとにしたドキュメント。

*1031137212*
商業
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎678.3 件名◎自由貿易地域 クド
243p
冊子版 978-4-492-44432-0 2016.09

*1030884608*
855

プロフェッショナルイングリッシュ 世界に通じる英語力

〈BBT 大学シリーズ〉

商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
大前研一
（おおまえ・けんいち）
監修 ビジネス・ブレークスルー大学編
分類◎670.93 件名◎商業通信－英語
東洋経済新報社
■プ 231p
TOEIC900点でも仕事ができない理由と、600点でも成果を上げる人の違いを解説。 冊子版 978-4-492-04599-2 2016.12

ビジネスで結果を出すための、真の英語力を身につける方法を伝授する。実践英
語ロールプレイも収録。

職業、挑戦者 澤田貴司が初めて語る「ファミマ改革」

*1030884586*
商業

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎ファミリーマート ウシ 253p
ファミリーマートの社長に就任した澤田貴司は、大胆な変革を行っている。ファミリー 冊子版 978-4-492-50309-6 2020.06
上阪徹
（うえさか・とおる）
著
東洋経済新報社

マートに何が起きているのか、なぜ澤田は改革を進めているのか、これからどこを目
指していくのかを詳しく紹介する。

*1031814557*
通販ビジネスの教科書 MEDIA/PRODUCT/BRAND/

CREATIVE/REPEAT DIRECT MARKETING
岩永洋平
（いわなが・ようへい）
著
東洋経済新報社

メディアの使い分けは? 何を作るか ? ブランド施策は? リピート率をアップさせるには?
DHC、再春館製薬所、山田養蜂場など、数多くの通販ビジネスを成功に導いた
仕掛け人が、そのノウハウを解説する。

不動産投資の超基本

商業
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎673.36 件名◎通信販売 イツ
260p
冊子版 978-4-492-55770-9 2016.07

*1030884641*
商業

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎673.99 件名◎不動産投資 マフ
建物や土地・立地の選び方、投資としての自宅、お金の増やしかた、節税対策、 255p
資産運用など、不動産との上手な付き合い方を、プロの目線から伝授。誰も教えて 冊子版 978-4-492-73332-5 2016.06
牧野知弘
（まきの・ともひろ）
著
東洋経済新報社

くれなかった「見分け方」「本質の見抜き方」を具体的に解説する。

*1030884649*
物流業界立て直しバイブル なぜ日本の物流は疲弊しているのか?
岡卓也
（おか・たくや）
著
東洋経済新報社

危機的状況にある物流業界。業界の99%を占める中小企業は苦境が続いている。
業界の現状や問題点を明らかにし、現在地を知るための診断方法、基礎体力向
上のための指針やポイント、今やるべきことなどを具体的に解説する。

運輸、交通
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎681.6 件名◎運送業 オブ 230p
冊子版 978-4-492-96175-9 2020.02

*1031507100*
デジタル・ジャーナリズムは稼げるか メディアの未来戦略
ジェフ・ジャービス著
東洋経済新報社

夏目大
（なつめ・だい）
訳

「マス」が消えた後で、マスメディアはどうすれば生き残れるのか ? キュレーション、
プラットフォーム、エコシステムなど、新しい概念を軸にメディアのこれからのあり方
を展望して未来図を描く。

ジャ－ナリズム、新聞
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎070 件名◎ジャーナリズム ジデ
432p
冊子版 978-4-492-76225-7 2016.06

*1030884650*
国宝消滅 イギリス人アナリストが警告する「文化」と「経済」の危機

芸術、美術

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎709.1 件名◎文化政策 アコ
今のままでは、何千年間も守られてきた日本の伝統文化が断絶してしまう…。国宝を 342p
はじめとする日本の文化財をめぐるさまざまな問題と、それを解決するためにはどのよ 冊子版 978-4-492-39629-2 2016.03
デービッド・アトキンソン著
東洋経済新報社

うな手を打たなくてはならないのかを記す。

*1030884631*
856

100% の前向き思考

生きていたら何だってできる! 一歩ずつ前に進むための55の言葉

猪狩ともか
（いがり・ともか）
著
東洋経済新報社

強風で倒れた看板の下敷きになり、絶対安静の状態からリハビリを経て、車椅子
に乗りながらアイドルとして復帰を果たした「仮面女子」のメンバー、猪狩ともか。
希望を捨てず、前を向き続ける彼女を支える言葉を紹介する。

スポーツ立国論

日本人だけが知らない「経済、人材、健康」すべてを強くする戦略
安田秀一
（やすだ・しゅういち）
著
東洋経済新報社

スポーツが国を強くする! スポーツがもたらすさまざまな効能について解説し、主に経
済的側面における欧米での事例をもとに「我が国をどのようにアクティベートするか」
というアイデアや提言の数々を記す。

話し方が上手くなる! 声まで良くなる!1日1分朗読

音楽
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎猪狩ともか イヒイ 302p
冊子版 978-4-492-04660-9 2020.08

*1031983499*
スポーツ、体育
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎780 件名◎スポーツ産業 ヤス
342p
冊子版 978-4-492-50312-6 2020.03

*1031579406*
言語

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎809.4 件名◎朗読法 ウハ 233p
1日1分の朗読で「話し方」
も
「声」
もどんどん良くなる! フリーアナウンサー・魚住りえが、 冊子版 978-4-492-04662-3 2020.03
魚住りえ
（うおずみ・りえ）
著
東洋経済新報社

声の出し方、読み方、抑揚のつけ方、上達のコツからウラワザまで、朗読のメソッ
ドを伝授する。

*1031579413*
小論文これだけ! 短大・推薦入試から難関校受験まで 教育超基礎編

日本語

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎816.5 件名◎論文作法 ■シ
「小論文の神様」が書いた、究極の小論文参考書。教育系の学校を志望する学 222p
生向けに、教師に向く人のタイプから、教育系の小論文の特徴、小論文試験に 冊子版 978-4-492-04598-5 2016.08
樋口裕一
（ひぐち・ゆういち）
著
東洋経済新報社

大原理志
（おおはら・まさし）
著

必要な基礎知識までをやさしく解説する。

*1030884615*
小論文これだけ! 短大・推薦入試から難関校受験まで

模範解答経済・経営編
樋口裕一
（ひぐち・ゆういち）
著
東洋経済新報社

大原理志
（おおはら・まさし）
著

経済・経営系小論文でよく出る10のテーマを厳選し、典型的な課題を過去問題か
ら選んで、それぞれ3種類の「模範解答例」と、添削付きの「悪い解答例」を紹介。
小論文の書き方の基本も解説する。

小論文これだけ! 短大・推薦入試から難関校受験まで
国際・地域・観光・社会・メディア超基礎編
樋口裕一
（ひぐち・ゆういち）
著
東洋経済新報社

「小論文の神様」が書いた、究極の小論文参考書。国際系、地域系、観光系、
社会系、メディア系の学部・学科の志望者向けに、そのまま使える基礎知識から自
分で書くコツまでやさしく解説する。

伝わる短い英語 アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア政府公認
浅井満知子
（あさい・まちこ）
著
東洋経済新報社

高校1年生レベルの英単語や文法で、簡潔で品格ある英語が使える! 「速く」「効
率的で」「理解しやすい」英語を話す・書くためのコツを紹介する。コラム、単語
の書き換えリストなども収録。

日本語
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎816.5 件名◎論文作法 ■シ
231p
冊子版 978-4-492-04658-6 2019.11

*1031137214*
日本語
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ 件名◎論文作法 ■シ 234p
冊子版 978-4-492-04672-2 2020.07

*1031983497*
英語
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎830 件名◎英語 アツ 202p
冊子版 978-4-492-04656-2 2020.04

*1031439222*
857

魂の退社 会社を辞めるということ。
稲垣えみ子
（いながき・えみこ）
著
東洋経済新報社

50歳、夫なし、子なし、そして無職…しかし、私は今、希望でいっぱいである。大
学卒業以来、28年間勤めていた朝日新聞社を辞めた著者が、会社を辞めてみて
身の回りに起きたこと、「会社で働くこと」について語る。

日本文学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎916 件名◎新聞記者 イタ 211p
冊子版 978-4-492-04594-7 2016.06

*1030884645*
村上春樹と私 日本の文学と文化に心を奪われた理由
ジェイ・ルービン著
東洋経済新報社

「1Q84」「ノルウェイの森」をはじめ、夏目漱石「三四郎」や芥川龍之介「羅生
門」など数多くの日本文学を翻訳し、その魅力を紹介した世界的翻訳家が、村上
春樹のこと、日本の文学と文化に心奪われた理由を綴る。

日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎910.26 件名◎日本文学－歴史－
近代 ルム 228p
冊子版 978-4-492-06202-9 2016.11

*1030884589*

858

中山書店
子育て支援

社会

小橋明子
（こはし・あきこ）
監修・執筆
中山書店

木脇奈智子
（きわき・なちこ）
編集・執筆

保育士養成課程の「相談援助」と「保育相談支援」をまとめた新教科目「子育
て支援」のテキスト。子どもや保護者のおかれている現状や子育て支援 サービス
の実態、諸外国の子育て支援の現状などを解説。演習も多数収録。

同時アクセス1 5,324円 + 税
同時アクセス3 7,986円 + 税
分類◎ 件名◎子育て支援 ■コ 182p
冊子版 978-4-521-74832-0 2020.07
DL不可

*1031983461*
理系学生が一番最初に読むべき! 英語科学論文の書き方
IMRaDでわかる科学論文の構造

片山晶子
（かたやま・あきこ）
編集・執筆
中山書店

中嶋隆浩
（なかじま・たかひろ）
執筆

東京大学1年必修の科学英語プログラムの講師らが、科学研究を始めたばかりの
大学院生を対象に、科学論文の文章構成形式 IMRaD や、科学論文の英語、英
語文献の探し方と管理など、英語科学論文のルールを徹底解説する。

あたらしい耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

Textbook of Modern Otolaryngology‐Head ＆ Neck Surgery

香取幸夫
（かとり・ゆきお）
編集 日高浩史
（ひだか・ひろし）
編集
中山書店

耳鼻咽喉科・頭頸部外科学のテキスト。耳科、鼻科、口腔・咽頭科、喉頭・気
管および頭頸部外科の各領域の基礎知識と、日常診療で遭遇する疾病の診断と
治療について、画像所見、臨床写真等を多用してわかりやすく解説する。

エビデンスに基づくQ＆Aでわかる皮膚感染症治療
宮地良樹
（みやち・よしき）
編集
中山書店

渡辺大輔
（わたなべ・だいすけ）
編集

皮膚感染症に絞ってエビデンスに基づいた診断から治療方法までを完全網羅。
細菌、真菌、ウイルス、抗酸菌など、皮膚感染症における疑問を「Q＆A」方式
で解決する。

自然科学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎407 件名◎科学論文 カリ 154p
冊子版 978-4-521-74519-0 2017.04

*1031875424*
医学
同時アクセス1 21,780円 + 税
同時アクセス3 32,670円 + 税
分類◎ 件名◎耳鼻咽喉科学 ■ア 564p
冊子版 978-4-521-74787-3 2020.07
DL不可

*1031983462*
医学
同時アクセス1 19,360円 + 税
同時アクセス3 29,040円 + 税
分類◎ 件名◎皮膚病 ■エ 369p
冊子版 978-4-521-74831-3 2020.07

*1032310422*
がん化学療法ケアガイド 治療開始前からはじめるアセスメントと
セルフケア支援

医学

第3版 〈ベスト・プラクティスコレクション〉

同時アクセス1 7,502円 + 税
同時アクセス3 11,253円 + 税
濱口恵子
（はまぐち・けいこ）
編集 本山清美
（もとやま・きよみ）
編集
分類◎492.926 件名◎がん看護 ■ガ
中山書店
378p
がん化学療法を受ける患者に対して看護師が果たす役割とそのケアの根拠となる 冊子版 978-4-521-74770-5 2020.02

知識を専門看護師が解説する。新しい薬剤やレジメン、それを受け大きく変化した
標準治療、副作用の最新情報を盛り込んだ第3版。

がん放射線療法ケアガイド 病棟・外来・治療室で行うアセスメ
ントと患者サポート 第3版 〈ベスト・プラクティスコレクション〉

祖父江由紀子
（そふえ・ゆきこ）
編集
中山書店

久米恵江
（くめ・やすえ）
編集

放射線療法ががんに効くメカニズム、放射線の種類と特徴、治療計画、有害事
象の考え方などを、がん看護専門看護師、放射線治療専門医等が解説。具体的
にケアのポイントと根拠を記載し、患者・家族への説明時にも活用できる。

よくわかる神経内科学
渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
著
中山書店

わかりやすい神経内科学のテキスト。神経系の解剖生理などの基礎的事項を述べ
たうえで、神経系に作用する薬物の作用機序や神経学的診察方法を段階的に記
す。各種神経疾患の新しい治療法等も取り上げる。

*1031533335*
医学
同時アクセス1 7,502円 + 税
同時アクセス3 11,253円 + 税
分類◎492.926 件名◎がん看護 ■ガ
315p
冊子版 978-4-521-74769-9 2019.09

*1031137187*
医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎493.7 件名◎神経病学 ワヨ
223p
冊子版 978-4-521-74773-6 2019.07

*1031274467*
859

栄養教育論 〈Visual 栄養学テキスト〉

医学

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 9,801円 + 税
分類◎498.55 件名◎栄養教育 ■エ
管理栄養士養成カリキュラムと国家試験ガイドラインに沿った栄養教育論のテキスト。 126p
各省冒頭に「学修目標」「要点整理」で重要ポイントを明示するほか、図表を多 冊子版 978-4-521-74292-2 2020.03
永井成美
（ながい・なるみ）
編集
中山書店

赤松利恵
（あかまつ・りえ）
編集

用し、ビジュアルに解説する。豆知識や用語解説、演習も収録。

DL不可

*1031814532*
応用栄養学 〈Visual 栄養学テキスト〉

医学

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 9,801円 + 税
分類◎498.55 件名◎栄養 ■オ 187p
管理栄養士養成カリキュラムと国家試験ガイドラインに沿った応用栄養学のテキス 冊子版 978-4-521-74291-5 2020.04
小切間美保
（こぎりま・みほ）
編集
中山書店

桑原晶子
（くわばら・あきこ）
編集

ト。各章冒頭に「学修目標」「要点整理」で重要ポイントを明示するほか、図表
を多用し、ビジュアルに解説する。豆知識や用語解説なども収録。

DL不可

*1031814531*
下腿・足の手術 〈整形外科手術イラストレイテッド〉

医学

同時アクセス1 62,920円 + 税
同時アクセス3 94,380円 + 税
分類◎494.77 件名◎足－疾患 ■カ
下腿、足関節、足部における骨・関節外傷、アキレス腱断裂、足関節症、扁平足、 346p
外反母趾などの手術を取り上げる。実際の手術をイメージできるようにカラーイラスト 冊子版 978-4-521-73257-2 2019.12
木下光雄
（きのした・みつお）
専門編集
中山書店

と付属 DVD、簡潔な文章で分かりやすく解説。

動画

*1031439217*
乾癬・掌蹠膿疱症 皮膚科 ベストセレクション
山本俊幸
（やまもと・としゆき）
編集
中山書店

乾癬に加え、類縁疾患や掌蹠膿疱症も取り上げ、多角的な視点からそれぞれの項
目での最新の知見を紹介。診療や論文を読み解く際に参考となる評価法や QOL
の尺度、コラムなども収録する。巻頭には症例写真を掲載。

医学
同時アクセス1 31,460円 + 税
同時アクセス3 47,190円 + 税
分類◎ 件名◎乾癬 ■カ 19,432p
冊子版 978-4-521-74861-0 2020.09

*1032433803*
冠動脈疾患の手術

〈心臓血管外科手術エクセレンス‐手術画と動画で伝える‐3〉
夜久均
（やく・ひとし）
専門編集
中山書店

高梨秀一郎
（たかなし・しゅういちろう）
専門編集

理論やエビデンスとともに、冠動脈 バイパス術などを取り上げ、心臓外科医が描
いた図を用いてわかりやすく解説。心筋梗塞の慢性、急性合併症に対する外科治
療、循環補助の手術手技も収録。動画閲覧用のシリアルコード付き。

癌診療指針のための病理診断プラクティス 原発不明癌
青笹克之
（あおざさ・かつゆき）
総編集
中山書店

都築豊徳
（つずき・とよのり）
専門編集

原発不明癌の原発臓器の確定法と効果的な治療法の選択をわかりやすく解説す
る。基本的知識、現場で用いられている探索法、原発巣の探索の実際などについ
て説明し、症例、免疫組織化学抗体一覧表を収録する。

医学
同時アクセス1 62,920円 + 税
同時アクセス3 94,380円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓外科 ■カ
230p
冊子版 978-4-521-74479-7 2020.03
動画

*1031616234*
医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎494.5 件名◎癌 ■ガ 195p
冊子版 978-4-521-74786-6 2019.11

*1031340578*
眼科診療ビジュアルラーニング 4 水晶体と屈折
大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
シリーズ 総編集
集
中山書店

大橋裕一
（おおはし・ゆういち）
シリーズ 総編

眼科でよくあるコモンな疾患について、その分野の第一人者の診療の組み立て方
を写真を中心にまとめる。基礎と診断も図表で解説。4は、水晶体と屈折を取り上
げる。白内障手術を中心にした症例も掲載。

860

医学
同時アクセス1 24,200円 + 税
同時アクセス3 36,300円 + 税
分類◎ 件名◎眼科学 ■ガ 283p
冊子版 978-4-521-74513-8 2020.05

*1031873844*

眼科診療ビジュアルラーニング 5 網膜 , 硝子体
大鹿哲郎
（おおしか・てつろう）
シリーズ 総編集
集
中山書店

大橋裕一
（おおはし・ゆういち）
シリーズ 総編

眼科でよくあるコモンな疾患について、その分野の第一人者の診療の組み立て方
を写真を中心にまとめる。基礎と診断も図表で解説。5は、網膜、硝子体を取り上
げる。血管性病変、網膜剝離などを中心にした症例も掲載。

講座精神疾患の臨床 1 気分症群
松下正明
（まつした・まさあき）
監修
中山書店

神庭重信
（かんば・しげのぶ）
編集主幹

現代社会において身近な病とされている「うつ病」「躁うつ病」ならびのその周
辺の疾患について、国際疾病分類 ICD-11の診断カテゴリー「気分症群 mood
disorders」に準拠して徹底解説する。

医学
同時アクセス1 26,620円 + 税
同時アクセス3 39,930円 + 税
分類◎ 件名◎眼科学 ■ガ 346p
冊子版 978-4-521-74514-5 2020.09

*1032433802*
医学
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◎精神医学 ■コ 485p
冊子版 978-4-521-74821-4 2020.06

*1031873841*
講座精神疾患の臨床 2 統合失調症
松下正明
（まつした・まさあき）
監修
中山書店

神庭重信
（かんば・しげのぶ）
編集主幹

統合失調症の病因・病態、治療、支援などについて、現在までの到達点、解明
すべき点、課題といった情報を盛り込み、最新の国際疾病分類 ICD-11に準拠して
解説する。

医学
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◎精神医学 ■コ 329p
冊子版 978-4-521-74822-1 2020.07

*1031873842*
産科婦人科臨床 series collection Science and Practice
6

女性 ヘルスケア

藤井知行
（ふじい・ともゆき）
総編集
中山書店

産科婦人科の基礎と臨床を体系的に学ぶシリーズ。第6巻は、女性 ヘルスケアの
概論、初期診断、特異的な疾患と対応、関連する課題と対応、乳腺疾患、遺伝
性疾患について解説する。

産科婦人科臨床 series collection Science and Practice
2

医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎495.08 件名◎産婦人科学 ■サ
374p
冊子版 978-4-521-74766-8 2019.10

*1031137189*
医学

妊娠期の正常と異常

同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
藤井知行
（ふじい・ともゆき）
総編集
分類◎495.08 件名◎産婦人科学 ■サ
中山書店
383p
産科婦人科の基礎と臨床を体系的に学ぶシリーズ。第2巻は、妊娠の生理と栄養、 冊子版 978-4-521-74762-0 2020.04

妊娠初期・中期・後期の異常とその管理、胎児診断、胎児・胎児付属物の異常
とその管理、出生前診断と遺伝カウンセリングについて解説する。

産科婦人科臨床 series collection Science and Practice
5

悪性腫瘍

藤井知行
（ふじい・ともゆき）
総編集
中山書店

多種多様な腫瘍の組織分類・進行期分類・遺伝子解析をふまえた診断・治療方
針を主軸に、妊娠中の患者への根治療法から将来妊娠・出産を希望する患者へ
の妊孕性温存療法まで、婦人科腫瘍学の基礎研究に基づく個別化治療を示す。

子どもの健康と安全
大西文子
（おおにし・ふみこ）
編集 / 執筆
中山書店

*1031670355*
医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 ■サ 347p
冊子版 978-4-521-74765-1 2020.07

*1032310423*
医学

飯田大輔
（いいだ・だいすけ）
ほか執筆

2018年の保育所保育指針の改定で新しくなった保育士養成課程に対応した「子ど
もの健康と安全」のテキスト。感染症や事故防止など厚労省の保育所向けガイド
ラインを踏まえて解説。発達障害についても詳述する。シール付き。

同時アクセス1 5,324円 + 税
同時アクセス3 7,986円 + 税
分類◎376.14 件名◎保育 オコ 215p
冊子版 978-4-521-74777-4 2019.09

*1031137188*
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循環器 / 腎・泌尿器 / 代謝 / 内分泌 薬理・病態・薬物治療

〈臨床薬学テキストシリーズ〉
乾賢一
（いぬい・けんいち）
監修
中山書店

赤池昭紀
（あかいけ・あきのり）
担当編集

循環器、腎・泌尿器、代謝、内分泌の各疾患について、その薬理・病態・薬物
治療を最新知見にそくしてわかりやすく解説。サイドノートには難解な医学用語の解
説や薬剤の構造式を掲載する。確認問題も収録。

消化器 / 感覚器・皮膚 / 生殖器・産婦人科

薬理・病態・薬物治療 〈臨床薬学テキストシリーズ〉

乾賢一
（いぬい・けんいち）
監修
中山書店

安原眞人
（やすはら・まさと）
担当編集

消化器、感覚器・皮膚、生殖器、産婦人科の各疾患について、その薬理・病態・
薬物治療を最新知見にそくしてわかりやすく解説。カラーの臨床写真や、難解な医
学用語の説明等を掲載する。確認問題も収録。

整形外科診療のためのガイドライン活用術
大川淳
（おおかわ・あつし）
編集
中山書店

平田仁
（ひらた・ひとし）
編集

整形外科の主な疾患に関連するガイドラインの内容をコンパクトに解説。典型的
症例について手術治療とともに保存治療を提示し、ガイドラインを逸脱するような非
典型的な症例にも触れる。

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■ジ
381p
冊子版 978-4-521-74452-0 2020.01

*1031439216*
医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎ 件名◎化学療法 ■シ 348p
冊子版 978-4-521-74454-4 2020.05

*1031873843*
医学
同時アクセス1 29,040円 + 税
同時アクセス3 43,560円 + 税
分類◎494.7 件名◎整形外科学 ■セ
298p
冊子版 978-4-521-74774-3 2019.09

*1030831536*
専門医がやさしく語るはじめての精神医学 改訂第2版

医学

同時アクセス1 7,018円 + 税
同時アクセス3 10,527円 + 税
分類◎493.7 件名◎精神医学 ワセ
学生、研修医、看護師、臨床心理士など、こころのケアに関心のある人に向けて、 277p
精神科医療の歴史から、精神科の病気とその症状、精神科の治療法までをやさし 冊子版 978-4-521-74257-1 2015.08
渡辺雅幸
（わたなべ・まさゆき）
著
中山書店

く解説する。新薬の登場や法律の改正等に対応した改訂第2版。

*1031272453*
内科医が知っておくべき疾患102 各科スペシャリストが伝授
宮地良樹
（みやち・よしき）
総編集
中山書店

一般内科医が遭遇する境界領域のプライマリ・ケア102疾患を厳選。眼科、皮膚
科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、小児科、精神科など11診療科のスペシャリストが、
実践的な診断方法・治療のコツを2ページにまとめて解説する。

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎492 件名◎プライマリケア ■ナ
212p
冊子版 978-4-521-74805-4 2020.04

*1031814530*
弁膜症の手術

〈心臓血管外科手術エクセレンス‐手術画と動画で伝える‐2〉
高梨秀一郎
（たかなし・しゅういちろう）
専門編集
中山書店

坂東興
（ばんどう・こう）
専門編集

弁膜症の手術の術式について、一線級の外科医が詳細に解説。現役の心臓外
科医の手で描かれたイラストと、重要な場面をコンパクトに編集した動画で、外科
医の考え方を理解できる。動画閲覧用のシリアルコード付き。

麻酔科医のための周術期の診療ガイドライン活用術

〈新戦略に基づく麻酔・周術期医学〉
横山正尚
（よこやま・まさたか）
専門編集
中山書店

森田潔
（もりた・きよし）
監修

麻酔科医が、周術期において根拠に基づいた医療を実施するために必要となる主
な診療ガイドラインを、術前管理・術中管理・術後管理に分けて取りあげ、その
活用法を臨床に即した症例とともに具体的に解説する。
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医学
同時アクセス1 62,920円 + 税
同時アクセス3 94,380円 + 税
分類◎494.643 件名◎心臓弁膜症 ■
ベ 186p
冊子版 978-4-521-74478-0 2018.09
動画

*1031616127*
医学
同時アクセス1 31,460円 + 税
同時アクセス3 47,190円 + 税
分類◎ 件名◎麻酔 ■マ 290p
冊子版 978-4-521-74328-8 2020.06

*1031983460*

スポーツ医薬 アンチ・ドーピング徹底解説

スポーツ、体育

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎780.19 件名◎ドーピング ■ス
ドーピングで不正使用される物質に関して、薬理学的・生理学的に詳細な情報を 278p
提供。主な症状・疾患の治療と禁止物質、スポーツ医薬における留意点について 冊子版 978-4-521-74793-4 2020.02
鈴木秀典
（すずき・ひでのり）
総編集
中山書店

赤間高雄
（あかま・たかお）
編集

も解説する。WADA2020年禁止表国際基準も収録。

*1031533334*
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南山堂
「子ども漢方」診療ノート
中島俊彦
（なかしま・としひこ）
著
南山堂

漢方薬を使い慣れていない小児科医や、かかりつけ医に向け、漢方について、古
典的な漢方理論を使用せず、わかりやすく解説。子どもがよく受診する症状や疾患
ごとに、いつもの診療に漢方をプラスして処方するコツを紹介する。

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◎490.9 件名◎東洋医学 ナコ
112p
冊子版 978-4-525-47031-9 2020.02

*1031574994*
All in One 糖尿病外来診療の味方
橋本浩
（はしもと・ひろし）
著
南山堂

初学者や、プライマリ・ケアの現場においてさまざまな疾患・患者に対応しなくては
ならない医師に実用的な情報を提供する一冊。糖尿病の基本から合併症、妊娠
糖尿病や二次性糖尿病のマネジメントまで、幅広くまとめる。

医学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 9,570円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ハオ
276p
冊子版 978-4-525-23561-1 2020.04

*1031830199*
アドヒアランスに着目した経口抗がん薬服薬支援マニュアル

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◎494.53 件名◎癌 ■ア 386p
経口抗がん薬のアドヒアランスの評価の考え方と、具体的にどうやるかを実践例を 冊子版 978-4-525-70591-6 2019.11
川上和宜
（かわかみ・かずよし）
編集
南山堂

堀里子
（ほり・さとこ）
編集

交えて説明。各経口抗がん薬について、薬剤師が初回＆継続面談時に行うべきこと、
アドヒアランスが保てない場合に行うこと等を薬剤師目線で記載。

*1031574991*
イラストで理解するかみくだき薬理学 改訂2版
町谷安紀
（まちたに・やすのり）
著
南山堂

「その薬が体のどこで作用するのか」がイメージできるよう、体のしくみから、疾患
の発生要因、薬を使用する目的やしくみまでをイラストを用いて解説する。章末問
題付き。医薬品のアップデート等に対応した改訂2版。

医学
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎ 件名◎薬理学 マイ 190p
冊子版 978-4-525-14082-3 2020.08

*1032267588*
エース薬理学

医学

金井好克
（かない・よしかつ）
監修
南山堂

安西尚彦
（あんざい・なおひこ）
編集

薬理学の重要なエッセンスを短時間で学べるように、臨床での投薬の根拠となる薬
理作用のメカニズムの解説を念頭におき、カラーの図を多用してまとめた教科書。
医学教育モデル・コア・カリキュラムに完全準拠。

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎ 件名◎薬理学 ■エ 303p
冊子版 978-4-525-14071-7 2020.08

*1032356287*
おとなのワクチン

子どもだけじゃないおとなに足りないワクチンをわかりやすく解説 !

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◎493.82 件名◎予防接種 ■オ
204p
小児期に打ち損じたワクチンや、追加が必要なワクチン、海外旅行や赴任に伴っ 冊子版 978-4-525-18811-5 2019.12
中山久仁子
（なかやま・くにこ）
編集
南山堂

て必要なワクチン、妊婦、慢性疾患、免疫不全、医療従事者などに必要なワク
チンなど、思春期以降のワクチンについて解説する。

ジョーシキ! 腎病理診断エッセンシャル

〈城式 common sense〉
城謙輔
（じょう・けんすけ）
著
南山堂

原重雄
（はら・しげお）
著

正しい腎病理診断に導くための体系的な基礎知識を提供。豊富な知識と経験に基
づき、腎病理を見るときにどのような思考で読み進めるかを、フローチャートと著者ら
の解説・考察でわかりやすく記述する。
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*1031393909*
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◎腎臓－疾患 ジジ 350p
冊子版 978-4-525-25801-6 2020.08

*1032356284*

シンプルでわかりやすい薬歴・指導記録の書き方

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◎499.09 件名◎薬剤師 テシ 254p
薬歴・指導記録の記載に悩む病院薬剤師に向け、POS や SOAP の基礎をはじめ、 冊子版 978-4-525-70661-6 2019.11
寺沢匡史
（てらさわ・まさし）
編著
南山堂

さまざまな場面で記録を記載するためのコツを事例とともに紹介。記録に関する悩
みや疑問点も取り上げる。『薬局』連載をもとに書籍化。

*1031393908*
すぐに使える診療英語

Simple English for Japanese Medical Professionals

加藤秀一
（かとう・ひでかず）
著
南山堂

Timothy M.Sullivan 著

専門用語や難解な表現を使わない伝わる診療英語とは ? 受付から診察、検査、
会計まで、医療機関のあらゆる場面ごとに応用がきくシンプルなフレーズを収録。フレー
ズがみつかるキーワード索引付き。

そうだったのか「臨床試験」
!
のしくみと実務
安藤克利
（あんどう・かつとし）
著
南山堂

高橋和久
（たかはし・かずひさ）
監修

臨床試験とは何 ? 医薬品の開発で必要な臨床研究とは? 治験を円滑に実施するた
めの人材とは? 重篤な有害事象（SAE）とは何のこと? 臨床試験のしくみと実務に
ついて、図版を交えて解説する。

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◎490.7 件名◎医学 カス 12,156p
冊子版 978-4-525-02241-9 2020.04

*1031830195*
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◎ 件名◎医薬品－試験 アソ 120p
冊子版 978-4-525-20961-2 2020.08

*1032356285*
そのまま使える!シーン別食物アレルギーの栄養食事指導
海老澤元宏
（えびさわ・もとひろ）
監修
南山堂

柳田紀之
（やなぎだ・のりゆき）
編集

病院、保育所、学校、行政…。さまざまな場面で食物アレルギーの患者へ栄養
食事指導をする際、栄養士がどのような言葉かけを行うかを、基礎知識にも触れな
がら対話形式でわかりやすく解説する。

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◎ 件名◎小児科学 ■ソ 189p
冊子版 978-4-525-63391-2 2020.08

*1032356288*
どんな診察室にも役立つアレルギー疾患まるわかりBOOK
橋本浩
（はしもと・ひろし）
著
南山堂

日常診療で役立つよう、アレルギーの基本や、検査・治療法の基礎知識、緊急時
の対応、診療でよくみるアレルギー疾患について解説。さらに、どのような経過でど
んな症状があればアレルギーを疑うべきなのかを説明する。

医学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎アレルギー ハド 200p
冊子版 978-4-525-23571-0 2020.08

*1032267589*
ナスさんが教える! ぴんとくる消化器外科看護

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◎492.926 件名◎看護学 プナ
コミック「ぴんとこなーす」のナスさんたちといっしょに、消化器外科看護の基本を 157p
学べる本。消化器外科病棟に入院している患者のケアに共通して必要な知識、 冊子版 978-4-525-50161-7 2020.03
ぷろぺら著
南山堂

平野龍亮
（ひらの・りょうすけ）
医学監修

臓器別の押さえておきたいポイントを解説する。取り外せる冊子付き。

*1031830194*
まるっと!ACP アドバンス・ケア・プランニング
いろんな視点で読み解くACP の極上エッセンス

宇井睦人
（うい・むつひと）
編集
南山堂

決して一筋縄ではいかない現場でのアドバンス・ケア・プランニング（ACP）について、
疾患別・シチュエーション別・ライフステージ別の考え方や進め方、さらに多職種
の視点から、患者への関わりかたを解説する。

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◎490.145 件名◎患者 ■マ 136p
冊子版 978-4-525-21031-1 2020.04

*1031830198*
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わかってほしい ! 子ども・思春期の頭痛
藤田光江
（ふじた・みつえ）
著
南山堂

片頭痛、反復性緊張型頭痛、慢性連日性頭痛、二次性頭痛…。子ども・思春期
の頭痛の背景にあるさまざまな要因や、診断・治療の進め方、家庭や保育所・幼
稚園・学校でできる対処法などを、専門医がやさしく解説する。

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◎493.937 件名◎小児科学 フワ
161p
冊子版 978-4-525-28291-2 2019.11

*1031574993*
医院開業から法人化 , 経営・継承まで弁護士 , 税理士 , 司法
書士 , 行政書士 , 社労士が答えました!
医療・薬機リーガルサポートネットワーク編
南山堂

クリニック、個人医院、歯科医院の開業、医療法人の設立などを目指す医師に向
けた開業・運営マニュアル。専門家が、医院開業・運営において、必ず問題とな
るテーマを厳選し、Q＆A 形式で解説する。

医療現場のための薬物相互作用リテラシー

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◎病院経営 ■イ 273p
冊子版 978-4-525-43191-4 2020.05

*1031853787*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬物相互作用 ■イ
薬物相互作用マネジメントに焦点を絞り、基礎と応用、実践例を取り上げたテキス 271p
ト。薬物相互作用の予測に有用なCR-IR 法とPISCS の使い方、臨床上重要な薬 冊子版 978-4-525-77601-5 2019.08
大野能之
（おおの・よしゆき）
編集
南山堂

樋坂章博
（ひさか・あきひろ）
編集

剤の薬物相互作用マネジメントなどを解説する。

*1031393905*
一目で伝わるADME 図鑑 薬のうごきを「みえる化」する
高村徳人
（たかむら・のりと）
著
南山堂

患者に薬の ADMEを踏まえた服薬指導を実践できるよう、ADME 人形を使って、
ADMEを「みえる化」するとともに、薬物相互作用、食物・嗜好品の相互作用な
どを解説する。シミュレータ実習とADME 人形の活用も収録。

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◎ 件名◎薬物動態学 タヒ 101p
冊子版 978-4-525-78371-6 2020.08

*1032356286*
介護漢方 排泄障害・摂食嚥下障害・運動器障害・睡眠障害・フレ

イル・サルコペニアへの対応
井齋偉矢
（いさい・ひでや）
著
南山堂

介護を担う人々を支えるためにサイエンス漢方処方では何ができるかを考察し、介
護者と被介護者のための漢方治療を解説。排泄障害、摂食嚥下障害、運動器
障害、睡眠障害等への対応に有効なサイエンス漢方処方を取り上げる。

禁煙学 改訂4版

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◎東洋医学 イカ 75p
冊子版 978-4-525-47131-6 2020.07

*1032267586*
医学

日本禁煙学会編
南山堂

能動喫煙が誘発する各種疾患、受動喫煙による疾患と対策、禁煙指導・支援など
を解説する。医療従事者が知っておくべき知識を完全網羅した禁煙治療の指針。
加熱式タバコについての記述を追加するなどした改訂4版。

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎498.32 件名◎禁煙 ■キ
18,328p
冊子版 978-4-525-20174-6 2019.11

*1031393906*
検診で使える! 心電図自動診断とのつきあい方

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◎492.123 件名◎心電図 ミケ
心電図の自動診断の結果で注目すべき点、確認すべき点などについて症例形式で 168p
解説。重要な関連事項も明示し、日々の臨床の中で発見したピットフォールや教訓 冊子版 978-4-525-22221-5 2020.04

三原純司
（みはら・じゅんじ）
著
南山堂

関口守衛
（せきぐち・もりえ）
著

も惜しみなく紹介する。『月刊保団連』連載を加筆・修正し書籍化。

*1031830192*
866

公衆衛生マニュアル 2020
柳川洋
（やながわ・ひろし）
編集
南山堂

中村好一
（なかむら・よしかず）
編集

医学生が卒業するまでに習得すべき公衆衛生の内容をもらさず収録したテキスト。
公衆衛生行政、疫学、保健統計および社会福祉・社会保障制度論を学ぶための
参考書としても役立つ。

医学
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎498 件名◎公衆衛生 ■コ 274p
冊子版 978-4-525-18738-5 2020.04

*1031830197*
子どものあざ どう診て・どう治療するか
山下理絵
（やました・りえ）
著
南山堂

小児のあざ治療についてまとめた一冊。小児のあざを赤、青、茶、黒といった色ご
とに分け、疾患の概要、治療、カウンセリングする際のキーポイント、他院受診
後のセカンドオピニオンなどを解説する。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎小児科学 ヤコ 115p
冊子版 978-4-525-34081-0 2020.07

*1032267587*
子供の便秘はこう診る!

親子のやる気を引き出す小児消化器科医のアプローチ

医学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎493.934 件名◎小児科学 ソコ
171p
医療従事者、特に医師に向けて、子供の便秘の特徴・診断・治療について解説。 冊子版 978-4-525-28401-5 2020.04
十河剛
（そごう・つよし）
著
南山堂

医療現場のミスコミュニケーションから起こる事案が少しでも減るよう、コーチングの
技術を用いた親子のやる気を引き起こす方法も含めて説明する。

小児の薬の選び方・使い方 直伝 改訂5版

*1031853790*
医学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
小児プライマリ・ケアのコアとなる薬や、小児の日常診療でよくみる症状・疾患に 402p
対する薬の選び方・使い方を、小児専門医がわかりやすく伝授。小児の処方の心 冊子版 978-4-525-28445-9 2020.04
横田俊平
（よこた・しゅんぺい）
編集
南山堂

田原卓浩
（たはら・たかひろ）
編集

構え、薬を上手に飲ませるための工夫等も紹介。薬品・用語索引付き。

*1031853788*
職場不適応のサイン ベテラン産業医が教える気づきと対応のコツ
夏目誠
（なつめ・まこと）
著
南山堂

「職場不適応・適応障害」で悩んでいる人が増えている。一般企業・公務員の産
業医としての経験をもとに、症状の特徴をはじめ、早期発見や対応のコツなどを、
多くの事例を通して紹介する。

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◎労働衛生 ナシ 117p
冊子版 978-4-525-18571-8 2020.05

*1031853786*
新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かっ
てきたか 1918スペインインフルエンザから現在までの歩み
岡部信彦
（おかべ・のぶひこ）
編集
南山堂

和田耕治
（わだ・こうじ）
編集

スペインインフルエンザ 発生から100年、新型インフルエンザ（A/H1N1）発生
から10年の節目に、内閣官房新型インフルエンザ等対策室が企画したウェブ連載
「新型インフルエンザ 過去のパンデミックレビュー」を纏める。

神経疾患の緩和ケア

EOLC for ALL すべての人にエンドオブライフケアの光を

荻野美恵子
（おぎの・みえこ）
編集
南山堂

小林庸子
（こばやし・ようこ）
編集

神経疾患は適切な対症療法を駆使することで、病状の安定、QOL の向上、苦痛
の緩和を得ることができる。機能障害や苦痛に対する対処法、声かけの例など長
年の実践で得たノウハウを、多職種の視点で項目ごとに解説する。

医学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎498.6 件名◎インフルエンザ ■シ
178p
冊子版 978-4-525-18551-0 2020.04

*1031830196*
医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎493.73 件名◎神経病学 ■シ
364p
冊子版 978-4-525-24201-5 2019.08

*1031393910*
867

専門外でも不安にならない救急外来「はじめの一手」

医学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■セ
臨床医に向けて専門外の診療に対する心構えを紹介し、救急外来診療の実際を、 261p
フローチャート等を交えて解説する。救急外来の現状と問題点、今後の課題などを 冊子版 978-4-525-41101-5 2020.02
岩田充永
（いわた・みつなが）
監修
南山堂

近藤貴士郎
（こんどう・たかしろう）
編集

語り合った座談会、診療以外の対応と運営の知識 Q＆Aも収録。

*1031574992*
専門薬剤師からみた薬物治療の勘所 プロフェッショナル EYE
望月敬浩
（もちずき・たかひろ）
編著
南山堂

橋本保彦
（はしもと・やすひこ）
編著

感染制御、精神科、がん、妊婦・授乳婦、薬物療法、腎臓病薬物療法の6領域
の専門薬剤師が、薬物治療の勘所を解説。専門薬剤師から別の専門薬剤師へ
の質問とその回答・解説をまとめたQ＆Aも掲載。『薬局』連載を基に書籍化。

医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎492.3 件名◎化学療法 ■セ
296p
冊子版 978-4-525-70651-7 2020.03

*1031830191*
対話で学ぶ精神症状の診かた
宮内倫也
（みやうち・ともや）
著
南山堂

樫尾明彦
（かしお・あきひこ）
著

精神症状をもつ患者に、主にプライマリ・ケアの現場でどう接していくか。精神症
状の診かたを、精神科医とプライマリ・ケア医の対話を通して紹介。精神療法、
向精神薬、漢方薬についても述べる。

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.72 件名◎精神医学 ミタ
314p
冊子版 978-4-525-38181-3 2019.11

*1031393907*
地域包括ケアで薬立つ4ELEMENTS 実践ガイド
京都大学医学部附属病院薬剤部編集
南山堂

医療と介護の一体改革に活躍する「近未来の薬剤師」を見据えて、薬剤師が地
域包括ケアにおいて有効利用すべき「検査値」「トレーシングレポート」「疑義照
会簡素化のプロトコル」「分割調剤」について、実例を交えて解説する。

医学
同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎499.09 件名◎薬剤師 ■チ
276p
冊子版 978-4-525-78351-8 2020.03

*1031830193*
脳波の行間を読むデジタル 脳波判読術 コツとピットフォール
飛松省三
（とびまつ・しょうぞう）
著
南山堂

重藤寛史
（しげとう・ひろし）
著

実際の症例から、脳波判読のコツとピットフォールを学べる書。脳波を判読するた
めの基礎知識、脳波のエポックメーキング的な事項についてもわかりやすく解説する。
腕試しができる問題付き。メモ欄あり。

医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.16 件名◎脳波 トノ 269p
冊子版 978-4-525-22581-0 2019.11

*1031393911*
病院家庭医 新たなSpeciality
佐藤健太
（さとう・けんた）
監修
南山堂

宇井睦人
（うい・むつひと）
監修

家庭医療は診療所の医師が行うものと思われがちだが、病棟で働くうえでも家庭医
療のテクニックを活かせる機会は多い。気鋭の病院家庭医が実臨床で悩む問題の
ヒントを言語化した、病院の診察やマネジメントの質を向上させる書。

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◎492 件名◎プライマリケア ■ビ
250p
冊子版 978-4-525-20991-9 2020.04

*1031853789*
臨床アロマセラピー 実践例から学ぶプロの技

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◎499.87 件名◎アロマテラピー ■
高齢者の諸疾患や症状、がん治療に伴う痛み、不眠、うつ等、看護師が日常業 リ 169p
務で遭遇する主な疾患や症状23例を取り上げ、アロマセラピーの施し方の実践例 冊子版 978-4-525-50081-8 2019.03
今西二郎
（いまにし・じろう）
著
南山堂

相原由花
（あいはら・ゆか）
著

を具体的に解説。アロマセラピーの基本事項やセルフケアも紹介する。

*1031393904*
868

日外アソシエーツ
郷土ゆかりの人物総覧 データブック・出身県別3万人
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

郷土ゆかりの有名・著名人を都道府県ごとに一覧できるデータブック。日本史上の
人物から現代の政治家、研究者、作家、芸術家、スポーツ選手、芸能人まで、
古今の人物を幅広く収録。人名索引付き。

総記
同時アクセス1 46,860円 + 税
同時アクセス3 84,348円 + 税
分類◎ R281.033 件名◎人名辞典－日
本 ■キ 1086p
冊子版 978-4-8169-2295-4 2011.01

*1032442111*
日本出版文化史事典 トピックス1868-2010

総記

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R023.1 件名◎出版－日本 ■ニ
1868年から2010年まで、日本の出版文化に関するトピック5538件を年月日順に掲載。 556p
出版関連企業の創業、主要な文学作品の刊行、文学賞の受賞状況、業界動向 冊子版 978-4-8169-2292-3 2010.12

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

など幅広いテーマを収録。人名・作品名・事項名索引付き。

*1032442130*
日本の祭神事典 社寺に祀られた郷土ゆかりの人びと

神道

同時アクセス1 45,540円 + 税
同時アクセス3 81,972円 + 税
分類◎ R175.2 件名◎神祇－辞典 ■ニ
歴史上の有名人から地域に貢献した市井の人まで、全国各地の神社・寺院・小祠・ 557p
堂などで祭神として祀られた郷土ゆかりの人物を収録。都道府県ごとに人物の概略 冊子版 978-4-8169-2449-1 2014.01

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

と社寺の由緒、関連行事・史跡等を記述する。

*1032442120*
海を渡ってきた漢籍 江戸の書誌学入門

〈図書館サポートフォーラムシリーズ〉
高橋智
（たかはし・さとし）
著
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

江戸時代の主要な出版物であった漢籍に光を当て、その本が作られた時代の様相
や当時の日本における漢籍の生産、流通、販売など、漢籍についての知識を図版
を用いてわかりやすく紹介する。関係略年表なども収録。

国際紛争・内戦史事典 トピックス1901-2009

図書、書誌学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 19,008円 + 税
分類◎020.22 件名◎漢籍－歴史 タウ
221p
冊子版 978-4-8169-2610-5 2016.06

*1031477111*
歴史

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R209.7 件名◎世界史ー20世紀
国際紛争、戦争、内戦、暴動、革命、クーデター、暗殺、反体制運動、テロ －年表 ■コ 485p
リズムなど、世界の紛争と内戦に関する重要なトピックス3254件を、1901年から 冊子版 978-4-8169-2255-8 2010.06
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

2009年まで年月日順に掲載。国名、事項名の索引付き。

*1032442113*
昭和災害史事典 1 : 昭和2年 - 昭和20年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和2年から20年までに発生した、白木屋百貨店火災 ( 昭和7年 )、東京大空襲 ( 昭
和20年 )など計1,999件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 57,420円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1336-5

1995

*1032442087*
昭和災害史事典 2 : 昭和21年 - 昭和35年
日外アソシエ－ツ
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和21年から35年までに発生した、南海地震 ( 昭和21)、森永砒素ミルク中毒 ( 昭和
30)など、計2,234件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県別一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 51,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1138-5

1992

*1032442088*
869

昭和災害史事典 3 : 昭和36年 - 昭和45年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和36年から45年までに発生した、第2室戸台風 ( 昭和36年 )、カネミ油症事件 ( 昭
和43年 )など計3,104件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 45,100円 + 税
同時アクセス3 81,180円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1192-7

1993

*1032442089*
昭和災害史事典 4 : 昭和46年 - 昭和55年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和46年から55年までに発生した、浅間山荘事件 ( 昭和47年 )、宮城県沖地震 ( 昭
和53年 )など計2,750件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 87,120円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1283-2

1995

*1032442090*
昭和災害史事典 5 : 昭和56年 - 昭和63年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和56年から63年までに発生した、日航ジャンボ 機墜落事故 ( 昭和60年 )、三原山
噴火 ( 昭和61年 )など計2,004件を収録する。巻末に災害別一覧、都道府県一覧
を付す。

昭和災害史事典 総索引
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

「昭和災害史事典」1～5巻に収録された災害12,091件の総索引。災害名を見出
しとし、その発生年月日を指示する。見出しの排列は五十音順。

日本史
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 87,120円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1312-9

1995

*1032442091*
日本史
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1337-2

1995

*1032442092*
平成災害史事典 平成21年～平成25年
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

渋川老人施設火災、漁船「第2山田丸」転覆事故、東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）、関越道高速 バス衝突事故…。平成21年から平成25年までの5年
間に発生した台風・地震・事故など災害2389件を日付順に掲載する。

日本史
同時アクセス1 42,900円 + 税
同時アクセス3 77,220円 + 税
分類◎ R210.77 件名◎日本－歴史－平
成時代－年表 ■ヘ 493p
冊子版 978-4-8169-2462-0 2014.03

*1032442098*
平成災害史事典 平成26年～平成30年

日本史

同時アクセス1 45,100円 + 税
同時アクセス3 81,180円 + 税
分類◎ R210.77 件名◎日本－歴史－平
広島土砂災害、御嶽山噴火、熊本地震、軽井沢スキーバス転落事故、群馬防 成時代－年表 ■ヘ 475p
災ヘリ墜落事故…。平成26年から平成30年までの5年間に発生した台風・地震・ 冊子版 978-4-8169-2766-9 2019.03

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

事故など災害1929件を日付順に掲載する。

*1032442099*
平成災害史事典 総索引
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

「平成災害史事典」 全5冊に収録した14345件の災害の総索引。平成元年～平
成30年の災害事故記事の見出しを、横断検索が可能なように「災害別」「都道
府県別」にまとめる。

日本史
同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 53,460円 + 税
分類◎ R210.77 件名◎日本－歴史－平
成時代－年表 ■ヘ 504p
冊子版 978-4-8169-2780-5 2019.06

*1032442100*
870

平成災害史事典 平成11年 - 平成15年

日本史

同時アクセス1 41,800円 + 税
同時アクセス3 75,240円 + 税
分類◎
台風・地震などの自然災害から火災・交通事故・医療事故などの社会的災害まで、 冊子版 978-4-8169-1845-2

日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

様々な災害・事故・大事件2,086件を年表形式に排列した記録事典。災害の概略
や具体的な被害データを収録。「災害別一覧」「都道府県別一覧」付き。

2004

*1032442096*
平成災害史事典 平成16年 - 平成20年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

新潟中越地震などの自然災害からJR 福知山線脱線事故などの社会的災害まで、
平成16年から20年の5年間に発生した台風・地震・事故などの災害2,367件を日付
順に掲載した記録事典。「災害別索引」「都道府県別一覧」付き。

日本史
同時アクセス1 42,900円 + 税
同時アクセス3 77,220円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2167-4

2009

*1032442097*
郷土ゆかりの人々 地方史誌にとりあげられた人物文献目録

伝記

同時アクセス1 61,050円 + 税
同時アクセス3 109,890円 + 税
分類◎ R281.031 件名◎人名－書誌 ■
1997年～2013年に日本各地の地方史研究雑誌・地域文化誌に発表された人物文 キ 954p
献（伝記・回想・人物論等）46729点を掲載した目録。歴史上の人物から地域に 冊子版 978-4-8169-2579-5 2016.01

飯澤文夫
（いいざわ・ふみお）
監修 日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

根ざして活動中の人物まで19877人の文献を収録。

*1032442110*
人物レファレンス事典 郷土人物編第2期〈2008-2017〉
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

古代から現代までの日本各地で活躍した35877人が、人物事典、歴史事典等に、
どんな見出しで掲載されているかがわかる総索引。人名異表記・異読み、活動時
期、身分・肩書・職業、業績などの簡単なデータも示す。

伝記
同時アクセス1 151,800円 + 税
同時アクセス3 273,240円 + 税
分類◎ R281.033 件名◎人名辞典－日
本 ■ジ 901p
冊子版 978-4-8169-2730-0 2018.07

*1032442116*
人物レファレンス事典

郷土人物編

日外アソシエ－ツ
日外アソシエーツ

神代・古代から現代までの日本各地で活躍した93,342人が、どの人物事典、歴史
事典等に、
どんな見出しで載っているかがわかる。これまでの「人物レファレンス事典」
シリーズで対象としていなかった地方人物事典、県別百科事典111種129冊から、
のべ132,722件の人名見出しを収録。

日本史人名よみかた辞典

伝記
同時アクセス1 313,500円 + 税
同時アクセス3 564,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2122-3

2008

*1032442115*
伝記

同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎
神代・上代から幕末までに至る日本人名の読み方辞典。古文書などに記録された 冊子版 978-4-8169-1527-7

日外アソシエーツ株式会社
日外アソシエーツ

人名を対象に、神名、架空・伝承名、一部の外国人名を含む68,000件を収録。
名の先頭漢字の総画数で引くことができ、人物の同定識別に役立つ時代や身分な
ども掲載。「親字音訓ガイド」 付き。『歴史人名よみかた辞典』（’89.12刊）の改
訂版。

日本史人名よみかた辞典 2

1999

*1031553436*
伝記

同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎ R281.033 件名◎人名辞典－日
名の先頭漢字の総画数で引ける、1999年刊「日本史人名よみかた辞典」の追補版。 本 ■ニ 57,1314p
主に歴史上の人物を対象とし、前版未収録の日本人名64824人を収録。人物の同 冊子版 978-4-8169-2814-7 2020.02

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

定識別に役立つ時代や身分等も掲載。親字音訓ガイド付き。

*1031553437*
871

郷土・地域をしらべるレファレンスブック

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 44,550円 + 税
同時アクセス3 80,190円 + 税
分類◎ R291.031 件名◎郷土研究－書
郷土・地域に関する書誌、事典、辞典、ハンドブック、図鑑、方言集、地名資 誌 ■キ 492p
料など参考図書の目録。1978年～2017年に日本国内で刊行された8357点を収録。 冊子版 978-4-8169-2739-3 2018.09

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

*1032442107*
地名でたどる郷土の歴史 地方史誌にとりあげられた地名文献目録

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 61,050円 + 税
同時アクセス3 109,890円 + 税
分類◎ R291.031 件名◎地名－書誌 ■
2000～2014年に発行された地方史研究雑誌・地域文化誌及び地方史関係記事 チ 1234p
が比較的多く掲載される全国誌から、21897の土地の歴史に関する文献64126点 冊子版 978-4-8169-2690-7 2017.12

飯澤文夫
（いいざわ・ふみお）
監修
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

を収録した地名文献目録。「郷土ゆかりの人々」の姉妹編。

*1032442117*
日本安全保障史事典 トピックス1945-2017

政治

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R319.1 件名◎日本－対外関係－
1945年から2017年までの日本の安全保障に関する出来事2932件を年月日順に掲載 歴史－年表 ■ニ 448p
した記録事典。政府の国防政策、自衛隊の活動、近隣国の動向など幅広いテー 冊子版 978-4-8169-2723-2 2018.06
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

マを収録。分野別及び事項名索引付き。

*1032442121*
日本議会政治史事典 トピックス1881-2015

政治

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R312.1 件名◎日本－政治・行政
近現代日本の議会政治を一望する事典。帝国議会・国会の召集、衆議院・参議 －歴史－年表 ■ニ 460p
院の選挙、政党の変遷など、1881年～2015年の日本の議会政治に関するトピック 冊子版 978-4-8169-2582-5 2016.01

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

4690件を年月日順に掲載。分野別・事項名索引付き。

*1032442124*
日本国際交流史事典 ―トピックス1853-2008―
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

黒船来航以来の日本と外国の国際交流に関する出来事を年月日順に一望できる記
録事典。外交、戦争・紛争、貿易、文化交流、著名人の来日、オリンピックなど
各分野の主要なトピックス7,713件を収録。
「国別索引」
「分野別索引」
「人名索引」
付き。

中国職官辞典 秦から南宋まで
吉田誠夫
（よしだ・のぶお）
編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

古代中国の職官及び官署について記載した辞典。始皇帝の秦から南宋までの職
官・官署を立項。見出し語を、その末尾の漢字から逆に見て、漢字1文字ずつの
本文での読み順・画数順に並べ替えた逆引き索引付き。

政治
同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2155-1

2009

*1032442128*
法律
同時アクセス1 69,960円 + 税
同時アクセス3 125,928円 + 税
分類◎ 件名◎官職－歴史－辞典 ヨチ
732p
冊子版 978-4-8169-2841-3 2020.07

*1032442118*
国際比較統計索引 2020

統計

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 89,100円 + 税
分類◎ R350.31 件名◎統計－索引 ■コ
2015～19年刊行の国際統計集・白書に収載された統計表やグラフ2964点を収録。 965p
257項目の国名・地域見出しと17種のテーマ見出しの下に図表タイトルを一覧でき 冊子版 978-4-8169-2821-5 2020.04

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

るように構成。キーワードから引ける事項名索引付き。

*1031889399*
872

日本女性史事典 トピックス1868-2015

社会

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R367.21 件名◎女性－歴史－年
女性に関する政策・制度・法律、女性関係団体の活動、働く女性、結婚・出産・ 表 ■ニ 498p
育児など、日本の女性に関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。1868年（明 冊子版 978-4-8169-2598-6 2016.04

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

治元年）から2015年（平成27年）までの3302件を収録。

*1032442131*
日本教育史事典 トピックス1868-2010

教育

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R372.106 件名◎日本－教育 ■
1868～2010年の143年間の日本の教育に関するトピック3776件を、年月日順に年 ニ 488p
表形式で掲載。教育政策・制度、関連の法律、教育現場の事件など幅広いテー 冊子版 978-4-8169-2316-6 2011.05

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

マを収録。巻末に分野別・人名・事項名索引付き。

*1032442125*
郷土に伝わる民俗と信仰 地方史誌にとりあげられた民俗文献目録

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 61,050円 + 税
同時アクセス3 109,890円 + 税
分類◎ R382.1 件名◎日本－風俗－書誌
1997年1月～2014年12月に日本各地の地方史研究雑誌、地域文化誌に発表され ■キ 1235p
た、21734の土地（地名）の民俗と信仰に関する文献65715点を収録する。地名・ 冊子版 978-4-8169-2729-4 2018.07

飯澤文夫
（いいざわ・ふみお）
監修
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

寺社名索引付き。

*1032442109*
科学技術史事典 トピックス原始時代 -2013

自然科学

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R403.2 件名◎科学技術－歴史－
原始時代から2013年まで、科学技術に関する項目4698件を年月日順に掲載。数学・ 年表 ■カ 680p
医学などの科学史や、火の使用、農耕の開始、原子力開発など科学技術史に関 冊子版 978-4-8169-2461-3 2014.02

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

する重要な出来事を収録。国名索引、事項名索引付き。

*1032442105*
医療問題の本全情報 2012-2019
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

2012年7月から2019年12月までの8年間に日本国内で刊行された医療問題に関す
る図書11695冊を主題別に排列した図書目録。巻末に事項名索引付き。

医学
同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 118,800円 + 税
分類◎ 件名◎医療－書誌 ■イ 929p
冊子版 978-4-8169-2838-3 2020.07

*1032442104*
日本医療史事典 トピックス1722-2012

医学

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R498.021 件名◎医療－日本 ■
日本の医療に関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。1722～2012年までの、 ニ 453p
医療に関する政策・制度・法律、病院や関係団体の設立、病気の流行と対策など、 冊子版 978-4-8169-2431-6 2013.09
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

重要トピック3354件を収録する。

*1032442122*
資源・エネルギー史事典 トピックス1712-2014

技術、工学

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

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

索引、事項名索引付き。

*1032442114*
873

海洋・海事史事典 トピックス古代 -2014

海洋工学、船舶工学

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

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

要なトピックとなる出来事を幅広く収録。

*1032442106*
郷土博物館事典

団体

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R069.035 件名◎博物館－日本
「郷土」をテーマにした全国の博物館271館について、沿革・概要、展示・収蔵、 －名簿 ■キ 591p
事業、出版物、「館のイチ押し」 等の情報を外観・館内写真、展示品写真ととも 冊子版 978-4-8169-2388-3 2012.12
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

に掲載。巻末に館名索引を収録。

*1032442112*
企業広報誌の世界 広報誌から企業コミュニケーションを読み解く

商業

同時アクセス1 15,950円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎674.7 件名◎ PR ミキ 240p
大林組『季刊大林』、サントリー『洋酒天国』、資生堂『花椿』、ANA『翼の王国』 冊子版 978-4-8169-2731-7 2018.07

三島万里
（みしま・まり）
著
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

など、企業の社外向け広報誌45誌を取り上げ、その歴史的意義や文化・学術的
価値について分析し、その魅力を紹介する。企業広報誌目録付き。

*1031477112*
日本交通史事典 トピックス1868-2009
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

明治元年から平成21年まで、日本の交通に関する重要なトピックをまとめた事典。
人力車・馬車から鉄道・自動車に移り変わる過程や日米自動車摩擦といった国際
交渉、交通行政、新技術の開発など、幅広いテーマを収録。

運輸、交通
同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R682.1 件名◎交通－日本 ■ニ
493p
冊子版 978-4-8169-2238-1 2010.03

*1032442127*
日本ジャーナリズム・報道史事典 トピックス1861-2011
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

1861～2011年の151年間の日本のジャーナリズム・報道に関するトピック4454件を、
年月日順に掲載。マスコミ各社の創業、言論統制、放送・通信技術の発達など
幅広い出来事を収録。巻末に分野別・事項名索引付き。

ジャ－ナリズム、新聞
同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R070.32 件名◎ジャーナリズム－
歴史－年表 ■ニ 481p
冊子版 978-4-8169-2381-4 2012.10

*1032442119*
郷土・地域文化の賞事典

芸術、美術

同時アクセス1 49,500円 + 税
同時アクセス3 89,100円 + 税
分類◎ R709.1 件名◎文化政策－便覧
日本国内の郷土・地域文化に関する162賞を、
「文化・社会・経済」「科学・技術」 ■キ 493p
「美術」「音楽・芸能」「文学」の5つに分類し、50音順に排列。各賞の概要と 冊子版 978-4-8169-2668-6 2017.07
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

歴代の受賞情報を収録する。受賞者名索引付き。

*1032442108*
写真レファレンス事典 街並み・風景篇1
東京
（明治～昭和20年代）

写真

同時アクセス1 99,000円 + 税
同時アクセス3 178,200円 + 税
分類◎ 件名◎写真－写真集－書誌 ■シ
771p
写真集から特定の写真を探し出すのに役立つ索引。明治～昭和20年代に東京で 冊子版 978-4-8169-2825-3 2020.05

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

撮影された景観等を集めた写真集226種238冊を取り上げ、地名見出し11540件、
写真点数のべ26874点を収録。撮影者名索引も掲載。
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*1032019481*

写真レファレンス事典 街並み・風景篇2
東京
（昭和30年代～平成）

写真

同時アクセス1 99,000円 + 税
同時アクセス3 178,200円 + 税
日外アソシエーツ株式会社編集
分類◎ 件名◎写真－写真集－書誌 ■シ
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）
1113p
写真集から特定の写真を探し出すのに役立つ索引。昭和30年代～平成に東京で 冊子版 978-4-8169-2826-0 2020.05

撮影された景観等を集めた写真集239種252冊を対象に、地名見出し18323件、
写真点数のべ37617点を収録。撮影者名索引も掲載。

日本音楽史事典 トピックス1868-2014

*1032019482*
音楽

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R762.1 件名◎音楽－日本 ■ニ
1868年から2014年まで、日本の音楽に関するトピック5014件を年月日順に掲載。 597p
西洋音楽の輸入、流行歌・歌謡曲の話題、有名音楽家の来日など音楽に関する 冊子版 978-4-8169-2508-5 2014.12

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

幅広いテーマを収録する。分野別・事項名索引付き。

*1032442123*
日本芸能事典 ―50年の記録―
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

テレビ・ラジオ、映画、演劇、音楽、舞踊など日本の芸能界50年間の記録事典。
昭和33年（1958）から平成19年（2007）まで、公演、襲名、ヒット、受賞、訃報、
流行語など5,600件のトピックスを年月日順に掲載。巻末に分野や人名別に引ける
「分
野別索引」「人名索引」付き。

スポーツ史事典 トピックス2006-2016

演劇
同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2091-2

2008

*1032442126*
スポーツ、体育

同時アクセス1 45,100円 + 税
同時アクセス3 81,180円 + 税
分類◎ R780.32 件名◎スポーツ－歴史
国内外のスポーツに関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。2006年から －年表 ■ス 559p
2016年までのスポーツイベントや国内の主要な大会の記録及び、世界のスポーツ 冊子版 978-4-8169-2640-2 2017.01

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

にまつわる重要なトピックとなる出来事を幅広く収録。

*1032442101*
日本児童文学史事典 トピックス1945-2015

文学

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R909.032 件名◎児童文学－歴
1945～2015年の日本の児童文学に関する出来事を収録した年表形式の事典。著 史－年表 ■ニ 499p
名作品の刊行から、関連人物、図書館事業などの啓蒙活動、児童文学出版事情、 冊子版 978-4-8169-2599-3 2016.05

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

主な児童文学賞・ベストセラー作品まで、幅広いテーマを収録。

*1032442129*
日本文学研究文献要覧 2015～2019現代日本文学

日本文学

同時アクセス1 87,560円 + 税
同時アクセス3 157,608円 + 税
分類◎ 件名◎日本文学－書誌 ■ニ
2015年～2019年の5年間に日本国内で発表された、明治以降の日本文学に関する 806p
研究文献（図書、雑誌記事）を収録した文献目録。巻頭に「現代日本文学研究 冊子版 978-4-8169-2837-6 2020.07

勝又浩
（かつまた・ひろし）
監修 梅澤亜由美
（うめざわ・あゆみ）
監修
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

案内」、巻末に索引等を付す。

*1032442132*
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日本医事新報社
1人でイチから始めたい先生のための訪問診療マネジメント
ガイド
姜琪鎬
（かん・きほ）
編著
日本医事新報社

訪問診療を専門とする在宅医療クリニックの経営におけるマネジメントのコツとは。
人材確保、開業前の準備、マーケティング、業務・財務・組織・労務のマネジメ
ントについて徹底解説する。電子版のシリアルナンバー付き。

CKD・AKI 診療ガイドラインの内側と外側

こんなときどう考える? どうする?
成田一衛
（なりた・いちえい）
編著
日本医事新報社

診療ガイドラインに取り入れられたエビデンスをいかに実臨床に活かすのか。
CKDとAKIを題材として、専門医がどのように考え、診療しているのかを症例を交
えて解説する。電子版が閲覧できる袋綴じシリアルナンバー付き。

Dr. 増井の神経救急セミナー 結局現場でどうする? 第2版

医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎498.163 件名◎診療所 カヒ
343p
冊子版 978-4-7849-4850-5 2019.10
DL不可

*1031274468*
医学
同時アクセス1 14,036円 + 税
同時アクセス3 21,054円 + 税
分類◎494.93 件名◎腎臓－疾患 ナシ
304p
冊子版 978-4-7849-5769-9 2020.03
DL不可

*1031616238*
医学

同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.73 件名◎神経病学 マド
抗凝固薬の拮抗、血管内治療の適応など、非専門医に必要な神経救急の知識を 175p
解説する。動画を視聴できるQRコード、電子版のシリアルナンバーを記載した袋 冊子版 978-4-7849-6244-0 2020.01

増井伸高
（ますい・のぶたか）
著
日本医事新報社

綴じ付き。関連ガイドライン改訂に対応した第2版。

DL不可

*1031533302*
Dr. 徳田の診断推論講座 2版
徳田安春
（とくだ・やすはる）
著
日本医事新報社

診断推論について熟達していくためには、病歴をうまく取ることが重要。病歴聴取（問
診）による診断推論の方法を、図表や漫画を交えて解説する。連動動画を含む電
子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 トド 261p
冊子版 978-4-7849-4399-9 2020.03
DL不可 動 画

*1031616240*
インフルエンザ診療ガイド 2019-20

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎493.87 件名◎インフルエンザ ■
インフルエンザ 総論をはじめ、対象別の予防・治療、検査・診断、脳症の診断・ イ 236p
治療、治療薬、インフルエンザワクチンの効果・有効性、医療関係者の対策、 冊子版 978-4-7849-5480-3 2019.10
菅谷憲夫
（すがや・のりお）
編
日本医事新報社

Q＆Aなどを収録。電子版を閲覧できる袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031137192*
かかりつけ医のための便秘・便失禁診療 Q＆A

医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎493.46 件名◎排泄 ■カ 255p
「慢性便秘症によくみられる併存疾患は?」
「便失禁患者の診察・検査のポイントは?」冊子版 978-4-7849-4848-2 2019.11
中島淳
（なかじま・あつし）
編著
日本医事新報社

前田耕太郎
（まえだ・こうたろう）
編著

便秘・便失禁診療について、Q＆A 形式で平易に解説。患者満足度アップのコツ
も満載。電子版を閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031274472*
かぜ診療マニュアル かぜとかぜにみえる重症疾患の見わけ方
第3版

山本舜悟
（やまもと・しゅんご）
編著
日本医事新報社

吉永亮
（よしなが・りょう）
著

かぜ診療における“ かぜにみえる重症疾患 ” の見極め方と治療について、成人、
小児、妊婦・授乳婦にわけて解説する。漢方薬によるかぜ治療も取り上げる。電
子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。
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医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎493.3 件名◎風邪 ヤカ 377p
冊子版 978-4-7849-4402-6 2019.10
DL不可

*1031274469*

グラム染色道場 2 菌も病気も染め分けろ!

医学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎492.18 件名◎細菌学的検査 ヤ
微生物と感染症に伴う生体反応そのものを同時に観察できるグラム染色。髄液、尿、 グ 248p
喀痰、胸水、血液、便、腹水など様々な検体におけるグラム染色の見方とピットフォー 冊子版 978-4-7849-4880-2 2020.02

山本剛
（やまもと・ごう）
著
日本医事新報社

ルについて解説。袋とじの電子版シリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533303*
クリニック広報戦略の教科書

自院のオフィシャルサイトを活用してGoogleに開業する

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
河村伸哉
（かわむら・しんや）
著
分類◎498.163 件名◎病院経営 カク
日本医事新報社
185p
あらゆる広報は、
オフィシャルサイトに集約すべし! 医療機関のWeb サイトをプロデュー 冊子版 978-4-7849-5591-6 2019.09

スする著者が、地域から求められるクリニックになるための広報戦略を教える。電
子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

コウノメソッドでみる急速進行型認知症
河野和彦
（こうの・かずひこ）
著
日本医事新報社

認知症の進行がはやい例、長くMCI のままの例を初診時に見抜くには ? MCI の時
期に患者の予後を予測する方法を解説。認知症診療に最低限必要な精神科疾患
の知識なども掲載。電子版を無料閲覧できるシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031137194*
医学
同時アクセス1 14,278円 + 税
同時アクセス3 21,417円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ココ
295p
冊子版 978-4-7849-4593-1 2020.02
DL不可

*1031533312*
こどもの外科救急

医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 テコ
小児の外因系を診る機会のある人に役立つ書。頭部外傷、熱傷といった症状ごと 210p
に症例を呈示し、小児と成人の違い、診療のコツ、ピットフォール、患者や家族へ 冊子版 978-4-7849-4649-5 2019.12

鉄原健一
（てつはら・けんいち）
編著
日本医事新報社

の説明ポイントを解説する。電子版が閲覧できるシリアルコード付き。

DL不可

*1031434071*
プライマリ・ケア診療診断エラー回避術
研修医と指導医の診断推論

宮田靖志
（みやた・やすし）
著
日本医事新報社

中川紘明
（なかがわ・ひろあき）
著

診断エラーに関する様々な知見を整理してまとめ、実際の臨床現場での診断エラー
症例を分析。診断 エラー回避の方法を、指導医と研修医のやり取りを通じて解説
する。電子版が閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

プライマリケアにおける喘息と合併症の管理
權寧博
（ごん・やすひろ）
編
日本医事新報社

合併症をいかに管理するかが喘息治療の成功のカギ。喘息を多様性疾患として捉
え、合併症に配慮した薬の使い分け、指導管理など治療アプローチの実際を解
説する。電子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ミプ 187p
冊子版 978-4-7849-5786-6 2020.04
DL不可

*1031670357*
医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎ 件名◎喘息 ■プ 229p
冊子版 978-4-7849-6387-4 2020.07
DL不可

*1032310383*
フリーランス医師のつくりかた

絶対にフリーランス医師として成功するための解説書

おると著
日本医事新報社

フリーランス医師として働くには? 現役フリーランス医師の著者が、お金や働き方な
どのリアルな話や、絶対に失敗しないための知識などを徹底解説する。電子版が
閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

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◎498.14 件名◎医師 オフ 165p
冊子版 978-4-7849-5596-1 2019.10
DL不可

*1031274471*
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マンモグラフィによる乳がん検診の手引き
精度管理マニュアル

第7版

精度管理マニュアル 作成に関する委員会監修
日本医事新報社

大内憲明
（おおうち・のりあき）
編集

マンモグラフィによる乳がん検診の実施に当たっての指針、施設基準、検診方式、
撮影に関する精度管理の実際などを解説。「がん検診のあり方に関する検討会中
間報告書」も掲載。電子版のシリアルナンバーを記載した袋とじ付き。

リウマチ・運動器診療のための関節エコーPerfect Image
動画で見る撮像手技・病態理解・関節穿刺のすべて

岡野匡志
（おかの・ただし）
著
日本医事新報社

きれいにエコーを取るためのセッティングは ? 各関節ごとのリウマチの特徴は ? 関
節 エコーの適切な撮像手技や条件、特徴的な所見の探し方を動画とともに具体的
に解説する。電子版の袋とじシリアルナンバー付き。

レジデントのための循環器教室 症例で学ぶ循環器診療のリアル

医学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 ■マ 199p
冊子版 978-4-7849-4217-6 2020.02
DL不可

*1031533311*
医学
同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎ 件名◎関節－検査法 オリ 203p
冊子版 978-4-7849-5792-7 2020.07
DL不可

*1032310385*
医学

同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 サレ
実際の症例は必ずしも教科書通りではないし、臨機に対応するにはフィロソフィーが 207p
必要。ACS、不整脈、心不全など循環器診療の18症例を徹底的に語った、カンファ 冊子版 978-4-7849-4875-8 2020.01

佐々木達哉
（ささき・たつや）
著
日本医事新報社

築島直紀
（つきしま・なおき）
著

レンスの実況中継。電子版が閲覧できるシリアルコード付き。

DL不可

*1031533301*
医業承継の教科書 親族間承継・M＆A の手法と事例

医学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ■イ
診療所・中小病院の円滑な承継のために役立つ書。多様な事例をもとに、法務・ 271p
税務のポイントを図表を交えて平易に解説する。電子版が閲覧できる袋綴じのシリ 冊子版 978-4-7849-4890-1 2020.03

小松大介
（こまつ・だいすけ）
執筆
日本医事新報社

鈴木学
（すずき・がく）
執筆

アルナンバー付き。

DL不可

*1031616237*
開業医の教科書 医院経営のヒト・モノ・カネ・情報

医学

同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 13,794円 + 税
分類◎ 件名◎病院経営 カカ 182p
クリニックの経営に必要な節税、人事労務、法律、集患のノウハウを「ヒト・モノ・ 冊子版 978-4-7849-4911-3 2020.08
笠浪真
（かさなみ・まこと）
著
日本医事新報社

亀井隆弘
（かめい・たかひろ）
著

おカネ・情報」に分けて解説する。医療従事者に役立つ経営向上のヒントが満載。
電子版が閲覧できるシリアルナンバーを封入した袋綴じ付き。

DL不可

*1032310387*
外来で診る感染症 感染症診療コツのコツ
具芳明
（ぐ・よしあき）
編
日本医事新報社

外来診療を行う医師に向け、内科の診断・治療一般のエキスパートが自身の実践
を踏まえて「外来での感染症診療のコツ」を伝授する。役立つコラムも掲載。電
子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 ■ガ 238p
冊子版 978-4-7849-2938-2 2020.02
DL不可

*1031533305*
漢方を使いこなそう あなたも名医 ! ver.2 〈jmed 64〉
佐藤弘
（さとう・ひろし）
編
日本医事新報社

消化器症状、精神・神経症状など、さまざまな症状に対する漢方薬の使用目標を、
漢方医学の専門的知識を持つ執筆陣が簡潔に述べる。押さえておきたい用語と基
本的知識も収録。電子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学 ■カ
157p
冊子版 978-4-7849-6664-6 2019.10
DL不可

*1031274470*
878

肝炎どう診る? どう治す?

あなたも名医 ! 〈jmed 66〉

平松直樹
（ひらまつ・なおき）
編
日本医事新報社

ジェネラリストに必要な肝炎の基礎知識を説明し、C 型・B 型肝炎、アルコール性
肝障害等の疾患ごとに、診断や治療のポイントを解説する。Q＆Aも掲載。電子
版が閲覧できる袋とじのシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎493.47 件名◎肝炎 ■カ 175p
冊子版 978-4-7849-6666-0 2020.02
DL不可

*1031533310*
気管支鏡所見 見方・読み方・考え方

医学

同時アクセス1 9,196円 + 税
同時アクセス3 13,794円 + 税
分類◎492.13 件名◎気管支－検査法 ツ
気管支鏡の操作中に方向感覚を失いやすい部位を中心に、方向の定め方を説明 キ 82p
したうえで、病変の深さによる所見の取り方を実例とイラストで解説。クイズ形式の 冊子版 978-4-7849-5750-7 2020.02
土田敬明
（つちだ・たかあき）
著
日本医事新報社

病変の鑑別も収録。電子版のシリアルナンバーを記載した袋とじ付き。

DL不可

*1031533308*
抗がん剤をいつやめるか ? どうやめるか ?
最期まで患者さんの人生を支える医療の実践

勝俣範之
（かつまた・のりゆき）
編
日本医事新報社

抗がん剤をいつやめるか ? やめないとどうなるか ? 余命を聞かれたらどうするか ? 臨
床現場で最も難しい命題に、各領域のエキスパートが取り組む。電子版を閲覧で
きるシリアルナンバー袋綴じ付き。

高齢者の暮らしを守る在宅・感染症診療
高山義浩
（たかやま・よしひろ）
著
日本医事新報社

時間と資源が限られる在宅での高齢者の感染症診療と感染対策を、
「考え方」「症
候別アプローチ」「使いこなしたい薬剤」など4つの観点から実践的に解説する。
電子版が閲覧できる袋とじのシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 11,616円 + 税
同時アクセス3 17,424円 + 税
分類◎ 件名◎癌 ■コ 228p
冊子版 978-4-7849-6382-9 2020.04
DL不可

*1031873846*
医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎493.8 件名◎感染症 タコ 208p
冊子版 978-4-7849-5755-2 2020.02
DL不可

*1031533309*
修了事例から学ぶ主体性をひきだす訪問理学・作業療法

医学

同時アクセス1 7,744円 + 税
同時アクセス3 11,616円 + 税
分類◎494.78 件名◎リハビリテーション
「障害があるから何もできない」から「障害があってもできることがある」という考え ■シ 258p
に転換する方向づけとは。障害のある人が主体的に考え、行動するための支援の 冊子版 978-4-7849-6198-6 2019.11
中島鈴美
（なかしま・すずみ）
著
日本医事新報社

大島豊
（おおしま・ゆたか）
著

あり方を、訪問療法が修了した事例から考察する。

DL不可

*1031340580*
新組織学 改訂第7版 フルカラー新装版 〈Qシリーズ〉

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎ 件名◎組織学 ■シ 213p
系統的な組織学の知識をまとめたテキスト。組織と細胞のイメージがわくよう、フル 冊子版 978-4-7849-1179-0 2020.06

野上晴雄
（のがみ・はるお）
編著
日本医事新報社

藤原研
（ふじわら・けん）
編著

カラーのスケッチ + 模式図でわかりやすく解説する。顕微鏡での観察の助けにもな
る一冊。電子版を閲覧できる袋とじのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031873852*
新薬理学 改訂第7版 フルカラー新装版 〈Qシリーズ〉

医学

同時アクセス1 7,744円 + 税
同時アクセス3 11,616円 + 税
分類◎491.5 件名◎薬理学 ■シ 246p
Q＆A 形式で薬理学の要点を簡潔にまとめたフルカラーの入門書。関連・対比し 冊子版 978-4-7849-1167-7 2019.10

安原一
（やすはら・はじめ）
監修
日本医事新報社

て覚えるべき薬物を整理統合し、効率的に学習できるように工夫。内容をアップデー
トした改訂第7版。電子版閲覧用シリアルナンバー付き。

DL不可

*1031137190*
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診察所で診る足 病態・検査・診断・治療
井口傑
（いのくち・すぐる）
著
日本医事新報社

プライマリ・ケア医のための足診療テキスト。専門医に回す前に、目の前の患者
さんにできる検査・診断・治療を行うためのノウハウを解説します。電子版を閲覧
できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎494.67 件名◎足－疾患 イシ
213p
冊子版 978-4-7849-4855-0 2019.10
DL不可

*1031137191*
診療所で診るトラベルメディスン
大越裕文
（おおこし・ひろふみ）
編著
日本医事新報社

一般医によるトラベルメディスン（渡航医学）の実践に役立つ本。渡航に伴う健康
リスク、対策、渡航後の体調不良への対応から、疾患対策、注意点までを解説する。
電子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 11,374円 + 税
同時アクセス3 17,061円 + 税
分類◎498 件名◎旅行医学 オシ 278p
冊子版 978-4-7849-5760-6 2020.03
DL不可

*1031616236*
整形外科レジデントのための上肢の ベーシック手術

医学

同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎ 件名◎手－疾患 ■セ 150p
整形外科レジデントが “ 必ずマスターしておきたい ” 上肢の9つの基本手術をわかり 冊子版 978-4-7849-5806-1 2020.07

田中利和
（たなか・としかず）
編
日本医事新報社

やすく丁寧に解説する。研修医～専門医前の医師に最適な一冊。動画が視聴で
きるQRコード、袋とじの電子版シリアルナンバー付き。

DL不可

*1032310386*
選ばれ続けるクリニックをつくる本

患者＆スタッフの満足度の高いクリニック経営

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ハエ
141p
選ばれ続けるクリニックであるためのコンサルテーション提供者と、メディカルサポート・ 冊子版 978-4-7849-5746-0 2020.01

浜田真理子
（はまだ・まりこ）
著
日本医事新報社

奥田弘美
（おくだ・ひろみ）
著

コーチングの提唱者がタッグを組み、理想のクリニック経営のノウハウを余すことな
く紹介する。電子版が閲覧できるシリアルナンバー付き。

総合診療の視点で診る不定愁訴 患者中心の医療の方法

DL不可

*1031533300*
医学

同時アクセス1 11,374円 + 税
同時アクセス3 17,061円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■ソ 261p
医師の科学者的側面だけでなく、
「人を癒す」という側面にも光を当てた、プライマリ・ 冊子版 978-4-7849-5765-1 2020.03

加藤光樹
（かとう・こうき）
編
日本医事新報社

ケア医向けの不定愁訴診療の本。診断と治療から、マネジメント、事例解説まで
を収録。電子版を利用できる袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031616239*
胆膵 EUS アトラス

医学

同時アクセス1 22,990円 + 税
同時アクセス3 34,485円 + 税
分類◎493.47 件名◎胆道－疾患 ■タ
正確な描出が難しい胆膵の超音波内視鏡（EUS）アトラス。胆・膵疾患の典型 315p
的 EUS 像を基本に、豊富な症例から多数のバリエーションと、病理所見を提示する。 冊子版 978-4-7849-4865-9 2019.12

山口武人
（やまぐち・たけと）
監修・著
日本医事新報社

瀬座勝志
（せざ・かつし）
編集・著

電子版のシリアルナンバーを封入した袋綴じ付き。

DL不可

*1031434067*
長引く腰痛はこうして治せ !

患者の痛みから見えてくる腰痛の見極め方
村上栄一
（むらかみ・えいいち）
編著
日本医事新報社

患者を苦しめる長引く腰痛の原因に対し、どのようなアプローチをすれば痛みを取り
除くことができるのか。腰痛治療の専門家たちが行っている、長引く腰痛の診断～
治療の流れを紹介。電子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。
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医学
同時アクセス1 12,584円 + 税
同時アクセス3 18,876円 + 税
分類◎493.6 件名◎腰痛 ムナ 225p
冊子版 978-4-7849-5736-1 2020.02
DL不可

*1031533307*

長引く膝の痛みに対する治療戦略

医学

同時アクセス1 12,584円 + 税
同時アクセス3 18,876円 + 税
分類◎ 件名◎膝－疾患 イナ 222p
なぜ膝は痛むのか ? なぜ長引くのか ? 画像、バイオメカニクス、炎症、神経機能など、 冊子版 978-4-7849-5780-4 2020.05
池内昌彦
（いけうち・まさひこ）
編著
日本医事新報社

多方面から膝の痛みの病態に迫る。電子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

DL不可

*1031873847*
点眼薬の選び方 2版

医学

同時アクセス1 8,712円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎496.2 件名◎目薬 イテ 160p
眼科治療の基本である点眼薬。患者によく聞かれる市販薬から、調剤が必要とな 冊子版 978-4-7849-6241-9 2020.02

石岡みさき
（いしおか・みさき）
著
日本医事新報社

るような処方薬までをカバーし、薬の特色や副作用、疾患の治療法などを解説する。
電子版を閲覧できるシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533306*
乳房超音波入門 動画で学ぶ厳選100症例

医学

同時アクセス1 14,520円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳腺－疾患 ■ニ
乳房超音波検査のトレーニング本。正しい検査手技、鑑別診断の進め方を解説し、 189p
典型例から鑑別が難しい症例まで、様々な超音波所見のバリエーションを収録。 冊子版 978-4-7849-4885-7 2020.03

伊藤吾子
（いとう・あこ）
編
日本医事新報社

Web 動画用の QRコード、電子版用の袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031616235*
発症メカニズムから考える消化器診療

あるある症状にキレキレの対応をしよう!
横江正道
（よこえ・まさみち）
著
日本医事新報社

消化器診療でよく診る症状に対する、症状が出るメカニズムまで考えた病歴聴取、
それを踏まえて鑑別診断するための身体所見のとりかた、検査などを解説する。電
子版を無料閲覧できるシリアルナンバー付き。

非麻酔科医のための鎮静医療安全 臨床現場に活かす!
羽場政法
（はば・まさのり）
監修
日本医事新報社

駒澤伸泰
（こまざわ・のぶやす）
編集

「院内多職種連携を基盤とした鎮静トレーニング」 の エッセンスを凝縮。診療
科別の鎮静管理の実際も記載する。最新の鎮静医療安全の世界基準（ASASED2018）に準拠。電子版のシリアルナンバーを封入した袋とじ付き。

医学
同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 ヨハ
195p
冊子版 978-4-7849-5732-3 2019.12
DL不可

*1031340582*
医学
同時アクセス1 10,406円 + 税
同時アクセス3 15,609円 + 税
分類◎ 件名◎臨床医学 ■ヒ 176p
冊子版 978-4-7849-4900-7 2020.07
DL不可

*1032310384*
膝エコーのすべて 解剖・診断・インターベンション
中瀬順介
（なかせ・じゅんすけ）
執筆
日本医事新報社

土屋弘行
（つちや・ひろゆき）
監修

エコー画像とMRI、解剖写真を対比させながら、膝関節周囲の複雑な構造を分か
りやすく解説。エコーガイド下注射療法、ハイドロリリース手技等も収録。Web 動
画が見られるQRコード、袋とじ電子版のシリアルナンバー付き。

医学
同時アクセス1 15,730円 + 税
同時アクセス3 23,595円 + 税
分類◎494.77 件名◎膝－疾患 ナヒ
185p
冊子版 978-4-7849-4870-3 2020.01
DL不可

*1031434068*
病院建替えの教科書

医学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎498.163 件名◎病院経営 ■ビ
病院経営と建替え戦略を理想どおりに進めるための「基本構想」「基本計画」の 156p
立案・検討のポイントを、具体的な事例を踏まえて詳細に解説。ヒアリングシート例、 冊子版 978-4-7849-5741-5 2020.01

川崎淳一
（かわさき・じゅんいち）
著
日本医事新報社

坂本浩幸
（さかもと・ひろゆき）
著

電子版が閲覧できるシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533299*
881

腹部エコーの “ みかた” あなたも名医 ! 〈jmed 65〉

医学

同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎492.14 件名◎消化器－検査法 オ
日常臨床で触れる頻度の高い消化器領域の肝臓、胆囊、膵臓における腹部超音 フ 150p
波検査を用いた総合的な“ みかた”を解説する。動画が視聴できるQRコード、電 冊子版 978-4-7849-6665-3 2019.12
小川眞広
（おがわ・まさひろ）
著
日本医事新報社

金子真大
（かねこ・まさひろ）
著

子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031434070*
臨床で使える! 甲状腺疾患診療のテキスト

医学

同時アクセス1 13,310円 + 税
同時アクセス3 19,965円 + 税
分類◎493.49 件名◎甲状腺－疾患 フリ
甲状腺疾患診療のもやもやを解消するテキスト。基本的事項を網羅し、症例を多く 326p 図版14p
挙げ、診療のポイントを解説。主題に別の視点から切り込む記述で理解を深めら 冊子版 978-4-7849-7292-0 2019.09

深田修司
（ふかた・しゅうじ）
編著
日本医事新報社

れる。電子版が閲覧できる袋綴じのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031137193*
臨床現場で直面する疑問に答える成人食物アレルギーQ＆A

医学

同時アクセス1 10,164円 + 税
同時アクセス3 15,246円 + 税
分類◎493.14 件名◎食物アレルギー フ
成人の食物アレルギーついて、診療の基本的知識や診断、個別の病態への診断 リ 142p
と対応方法などを、実地臨床で直面する疑問や問題点を解決できるようQ＆A 形 冊子版 978-4-7849-5713-2 2019.12
福冨友馬
（ふくとみ・ゆうま）
著
日本医事新報社

式で解説する。電子版が利用できる袋とじのシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031340579*
喘息 バイブル 成人喘息を診療するすべての人へ 改題改訂

医学

同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎493.36 件名◎喘息 クゼ 374p
成人気管支喘息の診断から治療・管理までがわかる本。それぞれの患者に合った 冊子版 978-4-7849-5701-9 2020.02

倉原優
（くらはら・ゆう）
著
日本医事新報社

吸入薬の選び方、吸入薬・非吸入薬の喘息治療の実際、喘息発作時治療の具
体的手順などを紹介する。電子版を閲覧できる袋とじシリアルナンバー付き。

DL不可

*1031533304*
膵胆道系疾患を見抜く! あなたも名医 ! 〈jmed 69〉
花田敬士
（はなだ・けいじ）
編
日本医事新報社

日常診療において「膵胆道系疾患を鑑別診断するポイント」に力点を置き、基本
的な解剖・生理や各病態、鑑別に必要な診断アルゴリズムなどを解説する。電子
版のシリアルナンバーを記載した袋とじ付き。

医学
同時アクセス1 8,470円 + 税
同時アクセス3 12,705円 + 税
分類◎ 件名◎膵臓－疾患 ■ス 149p
冊子版 978-4-7849-6669-1 2020.08
DL不可

*1032310391*
がんばれ! 猫山先生 6

絵画

同時アクセス1 2,420円 + 税
同時アクセス3 3,630円 + 税
分類◎726.1 イガ 121p
「日本医事新報」連載中の医療四コマ漫画の単行本化第6弾！著者は『Dr.コトー 冊子版 978-4-7849-4098-1 2019.12
茨木保
（いばらき・たもつ）
作・画
日本医事新報社

診療所』の監修をつとめ、TVドラマ『コード・ブルー』の制作協力もしている茨
木保氏。自らの開業経験を踏まえ、ドクターを取り巻く様々な出来事を登場人物に
投影した「笑い」と「ペーソス」にあふれる内容です。

女性アスリートの健康管理・指導 Q＆A
能瀬さやか
（のせ・さやか）
編
日本医事新報社

女性アスリートに関わる医療従事者が、どのような健康管理や指導を行うべきか。
月経随伴症状、メンタル、妊娠・産後、アンチ・ドーピングなどの医学知識を、Q
＆A で解説。巻末のシリアルナンバーで電子版を閲覧できる。

DL不可

*1031434069*
スポーツ、体育
同時アクセス1 13,068円 + 税
同時アクセス3 19,602円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ■ジ
265p
冊子版 978-4-7849-2382-3 2020.04
DL不可

*1031670356*
882

日本評論社
トラウマインフォームドケア “ 問題行動 ”を捉えなおす援助の視点

心理学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎146.8 件名◎カウンセリング ノト
問題行動の背景にある、トラウマという「こころのケガ」。対象者の言動をトラウマ 186p
のメガネで見ることから始める、対人援助の新しいアプローチ「トラウマインフォー 冊子版 978-4-535-56382-7 2019.12

野坂祐子
（のさか・さちこ）
著
日本評論社

ムドケア」を紹介。『こころの科学』連載に加筆修正し再構成。

DL不可 EPUB

*1032442149*
ヘイトスピーチとは何か 民族差別被害の救済

〈別冊法学セミナー No.258 新・総合特集シリーズ 12〉
法学セミナー編集部編
日本評論社

明戸隆浩
（あけど・たかひろ）
ほか著

日本における民族差別に基づくヘイトスピーチ被害の過酷な実態を2つの事例や、
法廷の場で明らかにされ「発見」されてきたことをなどをあげて紹介。その本質的
な意味を捉え、被害救済と予防の方向性を考える。

ヘイトスピーチに立ち向かう 差別のない社会へ

〈別冊法学セミナー No.260 新・総合特集シリーズ 13〉

政治
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎316.81 件名◎人種差別 ■ヘ
172p
冊子版 978-4-535-40352-9 2019.09

*1031927324*
政治

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎316.81 件名◎ヘイトクライム ■
ヘ 232p
法はヘイトスピーチに立ち向かうことができるのか。憲法学と刑事法学の研究者らが、 冊子版 978-4-535-40353-6 2019.10

法学セミナー編集部編
日本評論社

明戸隆浩
（あけど・たかひろ）
ほか著

ヘイトスピーチ被害の予防と救済のために法制度上何ができるのかを検討。ヘイト
スピーチ対策の最先端を担う地方公共団体の例なども紹介する。

コンメンタール 借地借家法 第4版

*1031927325*
法律

同時アクセス1 17,490円 + 税
同時アクセス3 26,235円 + 税
分類◎324.81 件名◎借地・借家法 ■コ
これからの理論と実務の指針を示す、借地借家法のコンメンタール。民事調停法、 548p
サブリース概説も収録。借地条件の変更等の裁判手続に関する平成23年改正法、 冊子版 978-4-535-52331-9 2019.06
稻本洋之助
（いなもと・ようのすけ）
編
日本評論社

澤野順彦
（さわの・ゆきひこ）
編

平成29年の民法改正整備法に完全対応。

*1031927277*
シェブロン法理の考察

法律

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎323.9953 件名◎司法審査 ツシ
法文言を重視する立場、目的を重視する立場を並べながら、30年以上前のシェブ 216p
ロン判決のなかで示された解釈手法を整理して検討。シェブロン判決の生み出し 冊子版 978-4-535-52360-9 2018.09
辻雄一郎
（つじ・ゆういちろう）
著
日本評論社

た2段階審査が「法理」として生き残っていけるかを検証する。

*1032442133*
スタートライン債権法 第7版
池田真朗
（いけだ・まさお）
著
日本評論社

アイディアにあふれた、やさしく臨場感のある解説で、初めて民法を学ぶ人でも無
理なく読み通せる「本当の」入門書。他学部からの法科大学院希望者にも最適。
2020年施行の民法大改正に完全対応した第7版。

法律
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎324.4 件名◎債権法 イス 392p
冊子版 978-4-535-52455-2 2020.03

*1031927296*
リーガル・リサーチ LEGAL RESEARCH 第5版

法律

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律学－研究法 ■
進化する法情報を、目的に沿って横断的かつ体系的に整理・解説し、必要な情報 リ 439p
へのアプローチを的確に示した「リーガル・リサーチ」のハンド・ブック。最新の 冊子版 978-4-535-52162-9 2016.04

いしかわまりこ著
日本評論社

藤井康子
（ふじい・やすこ）
著

デジタルコンテンツ、データベースの情報をフォロー。

DL不可 EPUB

*1032295356*
883

我妻・有泉コンメンタール 民法 総則・物権・債権 第6版
我妻榮
（わがつま・さかえ）
著
日本評論社

有泉亨
（ありいずみ・とおる）
著

「現代用語化」された民法財産法編の全条文を検討し、歴史的経緯、判例、学
説を踏まえて、現在の水準を客観的に解説した注釈書。債権法・成年年齢・相続
法に対応した第6版。

法律
同時アクセス1 25,740円 + 税
同時アクセス3 38,610円 + 税
分類◎324 件名◎民法 ■ワ 1633p
冊子版 978-4-535-52444-6 2019.08

*1031927274*
基本刑法 1 総論 第3版
大塚裕史
（おおつか・ひろし）
著
日本評論社

十河太朗
（そごう・たろう）
著

判例実務の立場から、基本的な条文解釈力と具体的事例を解決できる事案処理
能力を養成できるよう工夫を凝らした刑法総論のテキスト。豊富な事例と設問を使い、
平明に解説する。共同正犯論等について全面的に見直した第3版。

法律
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎326 件名◎刑法 ■キ 500p
冊子版 978-4-535-52383-8 2019.03

*1031927308*
刑事訴訟法 第3版 〈新・コンメンタール〉

法律

同時アクセス1 22,110円 + 税
同時アクセス3 33,165円 + 税
分類◎327.6 件名◎刑事訴訟法 ■ケ
刑事訴訟法の条文の基本的な意味と立法趣旨を、学説と有機的に関連させながら 1297p
分かりやすく解説。判例の引用は最高裁判所の判例を中心とし、下級審裁判例は 冊子版 978-4-535-52334-0 2018.07

後藤昭
（ごとう・あきら）
編
日本評論社

白取祐司
（しらとり・ゆうじ）
編

とくに重要なものに限り掲載。2016年の法改正を踏まえた第3版。

*1031927275*
憲法 第2版 〈新・コンメンタール〉
木下智史
（きのした・さとし）
編
日本評論社

只野雅人
（ただの・まさひと）
編

日本国憲法の条文の趣旨を、関連法令、重要判例、学説を踏まえ、丁寧に解説
したコンメンタール。歴史的資料や国会における答弁を参照し、条文の規範的意
味内容をも明らかにする。天皇の生前退位など近時の論点もフォロー。

法律
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎323.14 件名◎憲法－日本 ■ケ
819p
冊子版 978-4-535-52433-0 2019.06

*1031927276*
現代検察官論
川崎 英明
日本評論社

戦後刑事司法改革の指導理念に「検察の民主化」があった。しかし、刑事訴訟
法施行から50年あまりたった今日、その実態は理念と乖離している。ドイツの史的
研究もふまえて、その課題の実現を考察する。

法律
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-535-51102-6

1997

*1031927314*
交通事故事件弁護学入門 第2版

法律

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎327.6 件名◎刑事裁判 タコ
交通事故事件の科学的弁護のあり方を論じ、具体的な事件を受任した際の手引と 175p
なるよう、調査し資料を収集する、対決鑑定を科学的に批判する等の基本活動を 冊子版 978-4-535-52272-5 2019.07
高山俊吉
（たかやま・しゅんきち）
著
日本評論社

解説。交通法をめぐる新たな動向に対応し、全面的に加筆補正を加える。

*1031927316*
情報化社会の表現の自由 電脳世界への憲法学の視座
辻雄一郎
（つじ・ゆういちろう）
著
日本評論社

プロバイダ責任法、P2P、児童ポルノとわいせつ規制…。米国の裁判例と理論
に依拠しながら、憲法学の表現の自由の原理・理念の今日的な意義を考える。

法律
同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎323.01 件名◎表現の自由 ツジ
295p
冊子版 978-4-535-51833-9 2011.09

*1032442134*
884

破産から新民法がみえる 民法の盲点と破産法入門
小林秀之
（こばやし・ひでゆき）
著
日本評論社

「新・破産から民法がみえる」を全面リニューアル。平成29年の民法（債権法）
改正による民法の大きな変容にも十分留意しながら、民法と破産法とがいかに密接
な関係にあるかを詳しく説明する。

法律
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎324 件名◎民法 コハ 248p
冊子版 978-4-535-52330-2 2018.06

*1031927338*
判例から考える行政救済法 第2版

法律

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎323.96 件名◎行政救済－判例
最高裁の重要判例に、下級審の注目すべき判決も含めた「主要判例」を中心にして、 ■ ハ 283p
判例の論理・動向を明らかにしつつ、行政事件訴訟法と国家補償法という行政救 冊子版 978-4-535-52448-4 2019.09

岡田正則
（おかだ・まさのり）
編
日本評論社

榊原秀訓
（さかきばら・ひでのり）
編

済法に関する論点を整理・検討し、評価を加える。

*1031927273*
法律文書作成の基本 Legal Reasoning and Legal Writing
第2版

田中豊
（たなか・ゆたか）
著
日本評論社

相談過程の文書、訴状、答弁書、判決書、契約書といった法律文書の「書き方」
を学ぶためのテキスト。演習問題を多数収録し、実際の事件における文書例も収
録する。平成29年債権法改正を反映して大改訂した第2版。

民事判例 19 2019年前期
現代民事判例研究会編
日本評論社

2019年1～6月公刊の裁判例登載誌に掲載された裁判例をとりあげ、民事裁判例
の動向、専門領域裁判例の動向を紹介する。さらに、それらのうち、とくに注目す
べき裁判例について検討する。今期の裁判例索引付き。

法律
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎320.7 件名◎法律 タホ 479p
冊子版 978-4-535-52384-5 2019.08

*1031927342*
法律
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎324.098 件名◎民法－判例 ■ミ
128p
冊子版 978-4-535-00247-0 2019.10

*1031927288*
企業法入門 第5版
龍田節
（たつた・みさお）
著
日本評論社

経済

杉浦市郎
（すぎうら・いちろう）
著

法律についての初心者に向けて、生活に身近な企業の活動や組織にかかわる法の
あり方をわかりやすく解説。会社法、独占禁止法など、企業に特有の法律につい
ての改正や、改正民法の成立に対応した第5版。

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎335 件名◎企業法 タキ 211p
冊子版 978-4-535-52343-2 2018.03

*1032295355*
計量経済学のための数学

経済

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 タケ
入門レベルの統計学から中・上級の計量経済学への橋渡しとなることを企図して、 257p
線形代数と確率論の基礎を解説。測度論的確率論の入門書にも最適。
『経済セミ 冊子版 978-4-535-55929-5 2019.08

田中久稔
（たなか・ひさとし）
著
日本評論社

ナー』連載を書籍化。

*1031927313*
最新｜日本経済入門 第6版

経済

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎332.107 件名◎日本－経済 コサ
経済的な真実とは何か ? 最新のデータと問題意識に基づいて日本経済を解説する。 336p
アメリカの TPP からの離脱、消費税率の引き上げ、マイナス金利の採用など、 冊子版 978-4-535-55902-8 2020.03
小峰隆夫
（こみね・たかお）
著
日本評論社

村田啓子
（むらた・けいこ）
著

2016年以降の新しい動きを取り込んだ第6版。

*1031927318*
885

動学マクロ経済学へのいざない

経済

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎331 件名◎マクロ経済学 ハド
ソローモデルに始まり、ラムゼイモデル、実物的景気循環モデルを経てニューケ 205p
インジアン・モデルに至るまでの一連の動学マクロ経済モデルの考え方を紹介。 冊子版 978-4-535-55949-3 2020.03
蓮見亮
（はすみ・りょう）
著
日本評論社

プログラムとデータはダウンロード可能。

*1031927334*
部分識別入門 計量経済学の革新的アプローチ
奥村綱雄
（おくむら・つなお）
著
日本評論社

計量経済学の分野で近年急速に発展している新しい手法「部分識別」を、実証
例とともに、丁寧にわかりやすく解説。従来の計量経済学の常識を覆す強力なアプ
ローチの全体像がわかる。『経済セミナー』連載をベースに単行本化。

経済
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎331.19 件名◎計量経済学 オブ
238p
冊子版 978-4-535-55893-9 2018.09

*1031927341*
基本講義消費者法 Basic Lecture of Consumer Law 第4版

社会

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎365 件名◎消費者保護－法令 ■
消費者法の基礎から応用までを学べるテキスト。広がりのある消費者法の世界を、 キ 391p
具体的な事例も交えてわかりやすく解説。消費者契約法の改正（平成30年法律 冊子版 978-4-535-52457-6 2020.03

中田邦博
（なかた・くにひろ）
編
日本評論社

鹿野菜穂子
（かの・なおこ）
編

第54号）などの立法や最新の消費者問題のコラムを新設した第4版。

*1031927309*
AI 時代を切りひらく算数 「理解」と「応用」を大切にする6年間の学び
芳沢光雄
（よしざわ・みつお）
著
日本評論社

分数ができない、% が分からない大学生。その原因は小学校算数の、理解を無視
した「やり方」の暗記にある。長年、算数・数学教育に携わってきた著者が、「理
解」と「応用」を大切にした小学校6年間の算数の新しい学びを示す。

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 件名◎数学 ヨエ 227p
冊子版 978-4-535-78876-3 2019.07

*1031927292*
p 進ゼータ関数 久保田－レオポルドから岩澤理論へ

〈シリーズゼータの現在〉

数学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎413.5 件名◎ゼータ関数 アピ
184p
実世界と並行して存在するp 進世界に、姿を変えて同時に存在するp 進ゼータ関数。 冊子版 978-4-535-60354-7 2019.02

青木美穂
（あおき・みほ）
著
日本評論社

p 進数を出発点に、その先の岩澤理論までを見渡す p 進ゼータ関数の入門書。

*1031927293*
オイラー《ゼータ関数論文集》
黒川信重
（くろかわ・のぶしげ）
著
日本評論社

小山信也
（こやま・しんや）
著

ゼータ関数の基本的な性質をたった一人で発見した、オイラー。彼のゼータ関数
研究の概要をまとめ、解説するとともに、特殊値表示、オイラー積、関数等式、積
分表示など各テーマについての論文5本を翻訳し収録する。

数学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎413.5 件名◎ゼータ関数 ■オ
244p
冊子版 978-4-535-79816-8 2018.08

*1031927294*
これからの微分積分
新井仁之
（あらい・ひとし）
著
日本評論社

高校の微積分からの接続と大学1年の線形代数に配慮したテキスト。多変数の極
値問題、陰関数定理、ラグランジュの未定乗数法、1階常微分方程式を丁寧に
解説する。機械学習の理論から誤差逆伝播法などについても概説。

数学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎413.3 件名◎微分学 アコ 362p
冊子版 978-4-535-78904-3 2019.11

*1031927295*
886

ビッグデータ統計解析入門 経済学部 / 経営学部で学ばない統計学

数学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎417 件名◎数理統計学 テビ
統計学の枠組みを基礎としながら、新しく生み出され続けるビッグデータの分析を念 149p
頭に置き、機械学習や人工知能の分析手法を解説する。例題等のデータのダウン 冊子版 978-4-535-55901-1 2018.12

照井伸彦
（てるい・のぶひこ）
著
日本評論社

ロードサービスつき。『経済セミナー』連載をもとに単行本化。

*1031927300*
ベイズ 法の基礎と応用

条件付き分布による統計モデリングとMCMC 法を用いたデータ解析

数学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
間瀬茂
（ませ・しげる）
著
分類◎417 件名◎数理統計学 マベ
日本評論社
262p
統計学の応用範囲を大きく広げ、新しい地平を開いたベイズ法。歴史的なエピソー 冊子版 978-4-535-78785-8 2016.02

ドや、条件付き確率分布による統計 モデリング、マルコフ連鎖 モンテカルロ法と
その応用を詳しく解説する。

よみがえる非 ユークリッド幾何
足立恒雄
（あだち・のりお）
著
日本評論社

ユークリッド「原論」とヒルベルト「幾何学の基礎」を出発点に、楕円幾何を含
めた古典的な幾何学の厳密な基礎付けと相互の関係や、非 ユークリッド幾何が現
代数学に果たした役割を語る。『数学セミナー』連載を加筆し書籍化。

*1031927303*
数学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎414.8 件名◎非ユークリッド幾何
学 アヨ 199p
冊子版 978-4-535-78879-4 2019.08

*1031927305*
街角の数学 数理のおもむき かたちの風雅
五輪教一
（ごわ・きょういち）
著
日本評論社

山崎憲久
（やまさき・のりひさ）
著

数学の普及活動に努める元数学教師と、冴える勘で図形を探求する木工職人が、
明治期の和算書に登場する、○△□だけで構成された問題や、算額の問題などを
解きながら、数学の楽しみ方を伝える。

数学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎414 件名◎幾何学 ゴマ 199p
冊子版 978-4-535-78899-2 2019.04

*1031927307*
現代整数論の風景 素数からゼータ関数まで

数学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎412 件名◎整数論 オゲ 194p
高度に抽象化した現代の整数論の理解のために、
「素数」や「ゼータ関数」をキー 冊子版 978-4-535-78858-9 2019.05

落合理
（おちあい・ただし）
著
日本評論社

ワードとして初等整数論からの橋渡しを試みる。『数学セミナー』連載を書籍化。

*1031927315*
行列・行列式・ベクトルがきちんと学べる線形代数
押川元重
（おしかわ・もとしげ）
著
日本評論社

連立1次方程式や矢線 ベクトルに関わる説明から始め、高次の行列式や高次元
数 ベクトル、さらに、データ解析に深く関わる実対称行列の議論をわかりやすく解
説する。

数学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎411.3 件名◎線型代数学 オギ
137p
冊子版 978-4-535-78919-7 2020.03

*1031927317*
山の上のロジック学園 不完全性定理をめぐる2週間の授業日誌

数学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎410.9 件名◎不完全性定理 タヤ
ロジック学園で行われる2週間の特別入門授業。入門生たちはロジックの理解を目 242p
指し奮闘するが、最終日に衝撃的な出来事が…。物語を通して「ゲーデルの不 冊子版 978-4-535-78913-5 2019.12
田中一之
（たなか・かずゆき）
著
日本評論社

バラマツヒトミ絵

完全性定理」などを理解できる一冊。『数学セミナー』連載を書籍化。

*1031927319*
887

算数から数学へ もっと成長したいあなたへ

数学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎410 件名◎数学 クサ 300p
分数がつくる豊かな世界、美を作り出す比、広さと形の秘密、相似形のない世界…。 冊子版 978-4-535-78891-6 2019.08

黒木哲徳
（くろぎ・てつのり）
著
日本評論社

小説を読むように、ゲームをするように、数学の考えを学べるテキスト。
『数学セミナー』
連載に加筆し書籍化。

*1031927320*
算数少女ミカ 割合なんて,こわくない !
石原清貴
（いしはら・きよたか）
著
日本評論社

割合がわからなくて算数・数学嫌いになり、中学校で登校拒否にまでなったミカは、
学習塾「石原教室」で割合の授業を受け…。算数でいちばん難しいとされる「割
合」の学び方・教え方を、ストーリー形式でわかりやすく解説する。

数学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎411.1 件名◎算術 イサ 164p
冊子版 978-4-535-79815-1 2018.08

*1031927321*
実験数学読本 The Mathematics of Experiments 2

やさしい実験からゆたかな数学へ
矢崎成俊
（やざき・しげとし）
著
日本評論社

身近な現象や実験から、「数学がつかえる、つくれる、見いだせる」ことを実感で
きる本。2は、曲線と曲面、重力と浮力などを、ホームセンターで買える材料を使っ
た実験を通して解説する。『数学セミナー』連載を単行本化。

小数と対数の発見

数学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎410.4 件名◎数学 ヤジ 24,215p
冊子版 978-4-535-78890-9 2019.09

*1031927322*
数学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎410.2 件名◎数学－歴史 ヤシ
〈60進の小数〉
〈10進位取り記数法〉等、科学的知の根本を支え、解析学への途 250p
を拓いたこれらの概念は、どのように発見され、展開されたのだろうか ? 科学史家に 冊子版 978-4-535-79813-7 2018.07
山本義隆
（やまもと・よしたか）
著
日本評論社

よって描き出される壮大な物語。『数学文化』連載を書籍化。

*1031927323*
数理工学の世界

The World of Applied Mathematics ＆ Physics

中村佳正
（なかむら・よしまさ）
編
日本評論社

京都大学工学部情報学科数理工学コース編集委員会編

近年 AI やデータサイエンスが注目され、数理工学の対象はますます広がり、手法
も進化している。その多様な研究の基礎から現状までを初学者向けに解説する。
数理工学にかかわりの深い研究者による座談会も収録。

数論のはじまり フェルマからガウスへ 〈数学の泉〉
高瀬正仁
（たかせ・まさひと）
著
日本評論社

多彩な素材を蒐集して数論の泉を造型したフェルマ。平方剰余相互法則の第1補
充法則を発見し、生涯を通じて数の理論に深く分け入ったガウス。2人の数論の流
れを丹念にたどり、数論史の全体像の復元を試みる。

数学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎410 件名◎数理工学 ■ス 189p
冊子版 978-4-535-78883-1 2019.10

*1031927328*
数学
同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎412.02 件名◎整数論－歴史 タス
292p
冊子版 978-4-535-60363-9 2019.03

*1031927330*
楕円積分と楕円関数 おとぎの国の歩き方

数学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎413.57 件名◎楕円関数 タダ
18世紀・19世紀に数学の発展の推進力となり、いまも数学や物理で多くの応用をも 305p
つ楕円関数について、平易に懇切に解説する。『数学セミナー』連載に加筆して 冊子版 978-4-535-78898-5 2019.09

武部尚志
（たけべ・たかし）
著
日本評論社

書籍化。

*1031927332*
888

谷山豊全集

THE COMPLETE WORKS OF YUTAKA TANIYAMA

谷山豊
（たにやま・ゆたか）
著
日本評論社

新版

杉浦光夫
（すぎうら・みつお）
ほか編

フェルマー最終定理の解決において、世界の数学界が注目した故人の業績とは。
若くして亡くなった数学者・谷山豊の英文論文から邦文の解説、エッセイ、随筆、
書簡、遺書までを網羅した全集。

特異点のこころえ トポロジーの本質を視るために
佐久間一浩
（さくま・かずひろ）
著
日本評論社

特異点 =「図形のなかの “ ふつうでない点 ”」をもとにかたちを捉える、数学者の技
法・感覚を堅苦しさなく伝える。微分トポロジー関連の未解決問題も取り上げる。
『数
学セミナー』連載を単行本化。

数学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎412 件名◎整数論 タタ 386p
冊子版 978-4-535-78886-2 2018.12

*1031927291*
数学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎414 件名◎特異点 サト 214p
冊子版 978-4-535-78897-8 2019.05

*1031927336*
微分積分学の試練 実数の連続性とε－δ

数学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎413.3 件名◎微分学 ミビ 303p
高校から大学へと数学を橋渡しする際につまずくことが多い「極限」の扱い（ε－δ 冊子版 978-4-535-78844-2 2018.12

嶺幸太郎
（みね・こうたろう）
著
日本評論社

論法）を分かりやすく解説する。計算を主体とせずに数学的概念の本質について
学びたいと考えている文科系の学生にも役立つテキスト。

*1031927340*
魔方陣の世界 新版
大森清美
（おおもり・きよみ）
著
日本評論社

平面の魔方陣、立体魔方陣、図形陣についての概説書。歴史や作り方、数学的
な理論など魔方陣の基礎を網羅し、豊富な図版とともにていねいに分かりやすく解
説する。作品例を多数追加し、魔方陣作品集としても楽しめる新版。

数学
同時アクセス1 15,180円 + 税
同時アクセス3 22,770円 + 税
分類◎410.79 件名◎魔方陣 オマ 421p
冊子版 978-4-535-78885-5 2018.09

*1031927326*
はじめて学ぶ物理学 学問としての高校物理 上
吉田弘幸
（よしだ・ひろゆき）
著
日本評論社

高校物理の内容を理論として精密に紹介することを通して、物理学の考え方、論
理の進み方を解説する物理学の入門書。上は、力学、熱学、弾性波動を取り上
げる。

物理学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎420 件名◎物理学 ヨハ 280p
冊子版 978-4-535-79821-2 2019.04

*1031927298*
はじめて学ぶ物理学 学問としての高校物理 下
吉田弘幸
（よしだ・ひろゆき）
著
日本評論社

高校物理の内容を理論として精密に紹介することを通して、物理学の考え方、論
理の進み方を解説する物理学の入門書。下は、電磁気学、光波、ミクロな世界
の物理を取り上げる。

物理学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎420 件名◎物理学 ヨハ 256p
冊子版 978-4-535-79822-9 2019.05

*1031927299*
フォック空間と量子場 上 増補改訂版 〈数理物理シリーズ〉
新井朝雄
（あらい・あさお）
著
日本評論社

量子場の数学の中心的理念のひとつをなすフォック空間の理論を詳述。序章では
量子場がいかなるものであるかについてのおおまかな観念を提示し、量子場にかか
わる数学的諸問題を概観する。新たな節を補った増補改訂版。

物理学
同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎421.3 件名◎場の量子論 アフ
355p
冊子版 978-4-535-78839-8 2017.07

*1031927301*
889

フォック空間と量子場 下 増補改訂版 〈数理物理シリーズ〉

物理学

同時アクセス1 19,140円 + 税
同時アクセス3 28,710円 + 税
分類◎421.3 件名◎場の量子論 アフ
上巻の理論の応用編としての量子場の理論を叙述する。量子場の個々のモデル 365p
を構成し、その基本的性質を論じる。ヒルベルト空間等の基本事項をまとめた付 冊子版 978-4-535-78840-4 2017.09
新井朝雄
（あらい・あさお）
著
日本評論社

録つき。概念や項目を追加し、近年の進展を加筆した増補改訂版。

*1031927302*
一般相対論入門 改訂版
須藤靖
（すとう・やすし）
著
日本評論社

アインシュタイン方程式や基本的な宇宙モデルの性質まで、一般相対論の基本的
な内容に絞り、その考え方を伝授する。章末問題も多数収録する。見返しに記事
あり。シュワルツシルト時空に関する計算なども取り入れた改訂版。

物理学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎421.2 件名◎相対性理論 スイ
220p
冊子版 978-4-535-78901-2 2019.09

*1031927306*
強相関電子系の物理 増補版
佐宗哲郎
（さそう・てつろう）
著
日本評論社

強相関電子系の基礎理論を、学部レベルの量子力学と統計力学の知識さえあれ
ば理解できるように解説するテキスト。「強相関電子系における超伝導」の章を新
たに加え、発展の著しい「多極子」を補足した増補版。

物理学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎428.4 件名◎物性論 サキ 338p
冊子版 978-4-535-78768-1 2014.12

*1031927310*
数理物理学の風景

物理学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎421.5 件名◎数理物理学 アス
対称性や量子力学をテーマに、数理物理学の世界を紹介。具体的な主題に沿っ 289p
た解説で、数理物理学の「風景」を伝え、その趣や雰囲気を一般向けに紹介する。 冊子版 978-4-535-78884-8 2019.03

新井朝雄
（あらい・あさお）
著
日本評論社

『数学セミナー』『数理科学』掲載を加筆し書籍化。

*1031927329*
素粒子論の始まり 湯川・朝永・坂田を中心に

物理学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎421.3 件名◎量子力学－歴史 カ
わが国の素粒子論は、湯川秀樹、朝永振一郎、坂田昌一の指導の下に発展を続 ソ 296p
け、終戦時から1950年代にかけて黄金時代を現出した。この3者を中心に、いか 冊子版 978-4-535-78833-6 2018.12

亀淵迪
（かめふち・すすむ）
著
日本評論社

にして素粒子論の研究が行われたかを描き出す。

*1031927331*
道具としての高校数学 物理学を学びはじめるための数学講義

物理学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎421.5 件名◎物理数学 ヨド 154p
関数からベクトル、微分・積分の考え方、曲線の方程式、複素数、微分方程式まで、 冊子版 978-4-535-79824-3 2019.10

吉田弘幸
（よしだ・ひろゆき）
著
日本評論社

数学を「思考と推論のための言語」として使いこなし、物理学の学習を楽しむため
の高校数学を解説。練習問題も収録する。

*1031927335*
ガンマ線 バースト 〈新天文学ライブラリー 5〉

天文学、宇宙科学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎440.12 件名◎天体物理学 カガ
宇宙で最も激しい爆発現象であるガンマ線バースト。多くの未解決問題が残るこの 288p
謎の現象の観測的な特徴を紹介し、その解釈と起源から、遠方宇宙を探る探針と 冊子版 978-4-535-60744-6 2019.01

河合誠之
（かわい・のぶゆき）
著
日本評論社

浅野勝晃
（あさの・かつあき）
著

しての役割までを丁寧に解説する。

*1031927286*
890

ブラックホール 宇宙物理の基礎

〈シリーズ〈宇宙物理学の基礎〉Series6〉
小嶌康史
（こじま・やすふみ）
著
日本評論社

小出眞路
（こいで・しんじ）
著

ブラックホールを学ぶのに必要な基礎を説明し、習得後には最先端の研究論文が
読めるところまで、実力が高められることを目指したテキスト。各章末に演習問題も
収録。

ブラックホール 天文学 〈新天文学ライブラリー 3〉

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎440.12 件名◎天体物理学 ■ブ
393p
冊子版 978-4-535-60345-5 2019.02

*1031927279*
天文学、宇宙科学

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎443.5 件名◎ブラック・ホール ミブ
ブラックホールはなぜ光るのか ? いつどこで生まれ、どう進化してきたのか ? ブラック 292p
ホール天体はどのように観測されるのか ? ブラックホール天文学の基本を、背後に 冊子版 978-4-535-60742-2 2016.01
嶺重慎
（みねしげ・しん）
著
日本評論社

ある物理過程の理解に重点を置いて解説する。

*1031927284*
宇宙の観測 3 高エネルギー天文学 第2版

〈シリーズ 現代の天文学 第17巻〉
井上一
（いのうえ・はじめ）
編
日本評論社

小山勝二
（こやま・かつじ）
編

天体からの X 線、ガンマ線、宇宙線、ニュートリノ、重力波の各観測・検出方法
について解説。全電磁波観測、宇宙線・宇宙ニュートリノ観測、重力波観測を統
合する「マルチメッセンジャー天文学」の新たな知見を加えた第2版。

宇宙マイクロ波背景放射 〈新天文学ライブラリー 6〉
小松英一郎
（こまつ・えいいちろう）
著
日本評論社

かつて宇宙は灼熱の火の玉であり、その残光は今も宇宙を満たしている。現代宇
宙論の柱である宇宙マイクロ波背景放射研究のトップランナーが、観測装置と理
論が解き明かした精密宇宙論の到達点を示す。

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎442 件名◎天体観測 ■ウ 324p
冊子版 978-4-535-60767-5 2019.10

*1031927280*
天文学、宇宙科学
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎443.9 件名◎宇宙論 コウ 404p
冊子版 978-4-535-60745-3 2019.09

*1031927287*
銀河考古学 〈新天文学ライブラリー 2〉
千葉柾司
（ちば・まさし）
著
日本評論社

銀河をその骨格である恒星に分離し、個々の恒星の性質に基づいて銀河の形成進
化を追跡する学問体系、銀河考古学。その内容を基礎から解説し、最新の研究
成果を理解するために必要な事項を紹介する。

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎443.6 件名◎銀河 チギ 255p
冊子版 978-4-535-60741-5 2015.07

*1031927283*
太陽系外惑星 〈新天文学ライブラリー 1〉
田村元秀
（たむら・もとひで）
著
日本評論社

ケプラー衛星の活躍など、新たな展開を見せる太陽系外惑星。系外惑星の観測
を理解するために必要な観測天文学の基礎、星惑星形成、太陽系内惑星、超低
質量天体についての概説とデータを掲載し、各種の系外惑星観測を詳解する。

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎445 件名◎惑星 タタ 292p
冊子版 978-4-535-60740-8 2015.07

*1031927282*
超新星 〈新天文学ライブラリー 4〉
山田章一
（やまだ・しょういち）
著
日本評論社

場の量子論や一般相対論の基礎的事項を理解していることを前提として、大質量
星の重力崩壊と超新星爆発について解説する。著者が大学で行ってきた重力崩壊
型超新星に関する集中講義のノートをもとにしたテキスト。

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎443.5 件名◎超新星 ヤチ 279p
冊子版 978-4-535-60743-9 2016.12

*1031927285*
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輻射輸送と輻射流体力学

〈シリーズ〈宇宙物理学の基礎〉Series3〉
梅村雅之
（うめむら・まさゆき）
著
日本評論社

福江純
（ふくえ・じゅん）
著

宇宙のさまざまな現象に重要な役割を果たす輻射（光）について、物質中の伝播
を扱う“ 輻射輸送 ”と、流体とカップルした現象を扱う“ 輻射流体力学 ” の基礎的な
取り扱いを解説する。各章末に演習問題も収録。

刑事司法における薬物依存治療プログラムの意義

「回復」
をめぐる権利と義務
丸山泰弘
（まるやま・やすひろ）
著
日本評論社

薬物犯罪、特に単純自己使用と単純所持に対する薬物政策を概観し、アメリカ合
衆国のドラッグ・コートを研究の比較対象としながら、「回復」の主体は誰なのかを
検討する。

発達性トラウマ障害のすべて

天文学、宇宙科学
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎440.12 件名◎天体物理学 ■フ
396p
冊子版 978-4-535-60342-4 2016.12

*1031927278*
医学
同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎498.12 件名◎薬物依存 マケ
207p
冊子版 978-4-535-52079-0 2015.03

*1031927311*
医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎493.74 件名◎心的外傷後ストレ
トラウマを中核に抱えた症例の場合、従来の精神療法は役に立たない。座談会「発 ス障害 ■ ハ 126p
達性トラウマ障害のゆくえ」をはじめ、わが国におけるエキスパートらによる、複雑 冊子版 978-4-535-90453-8 2019.09
杉山登志郎
（すぎやま・としろう）
編
日本評論社

性 PTSD の治療に焦点を当てた論考などを収録する。

*1031927339*
年報知的財産法 Intellectual Property Law Annual Report
2018-2019 〈法改正の動き〉= 平成最後の2大知財法改正

高林龍
（たかばやし・りゅう）
編
日本評論社

三村量一
（みむら・りょういち）
編

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

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

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

*1031927289*
技術、工学

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

高林龍
（たかばやし・りゅう）
編
日本評論社

三村量一
（みむら・りょういち）
編

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

スピントロニクス SPINTRONICS 〈シリーズ21世紀の物性〉

*1031927290*
電気工学

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

堤康雅
（つつみ・やすまさ）
著

できるようわかりやすく解説する。

*1031927297*
経済発展における共同体・国家・市場

アジア農村の近代化にみる役割の変化

農業

同時アクセス1 14,850円 + 税
同時アクセス3 22,275円 + 税
分類◎612.2 件名◎農業経済 カケ
296p
経済の近代化に伴い、伝統的な村落共同体は機能不全を起こしつつある。潅漑と 冊子版 978-4-535-55930-1 2020.02

加治佐敬
（かじさ・けい）
著
日本評論社

労働の例を用いて共同体・国家・市場の役割の変遷を、緻密な現地調査に基づ
き分析する。

892

*1031927312*

メガマーケティングによる市場創造戦略
携帯音楽配信サービスの誕生

商業

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
西本章宏
（にしもと・あきひろ）
著 勝又壮太郎
（かつまた・そうたろう）
著
分類◎675 件名◎マーケティング ニメ
日本評論社
227p
多数のプレイヤーの思惑が交錯する中で、着メロから着うたへ移り変わるケータイ 冊子版 978-4-535-55944-8 2020.01

音楽市場に着目。事例とデータ分析を駆使し、「メガマーケティング」の視座から
市場創造のメカニズムを読み解く。

特定商取引法 ハンドブック 第6版
齋藤雅弘
（さいとう・まさひろ）
著
日本評論社

池本誠司
（いけもと・せいじ）
著

政省令・通達・判例・学説を踏まえ、具体的紛争事例を多数想定しながら特定商
取引法の法理と実務対応を解説する。平成28年改正に対応し、行政処分や裁判
例を最新のものに改訂した第6版。

*1031927304*
商業
同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 24,750円 + 税
分類◎673.3 件名◎特定商取引に関する
法律 ■ト 832p
冊子版 978-4-535-52364-7 2019.03

*1031927337*
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白水社
日本史からの問い 比較革命史への道

日本史

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎210.6 件名◎日本－歴史－近代 ミ
「三谷史学」の核である、革命を「暴力」から切り離す視角はいかに生み出され ニ 252p
てきたのか。1968年の東大駒場の駒場寮から歴史認識論争を経て、比較革命史 冊子版 978-4-560-09745-8 2020.03
三谷博
（みたに・ひろし）
著
白水社

へと至る維新史家の遍歴を辿る。

DL不可 EPUB

*1031875599*
銃弾とアヘン 「六四天安門」生と死の記憶

アジア史、東洋史

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎222.077 件名◎天安門事件
30年前、天安門広場で何が起きたのか ? 民衆の視点から天安門事件の真相に迫 （1989）リジ 370p
り、今も続く当事者たちの苦難の道のりを追う。中国低層の声を記録しつづけてき 冊子版 978-4-560-09698-7 2019.07
廖亦武
（りゃお・いう）
著
白水社

土屋昌明
（つちや・まさあき）
訳

た亡命作家によるオーラルヒストリー。

DL不可 EPUB

*1031132295*
六四と一九八九 習近平帝国とどう向き合うのか

アジア史、東洋史

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎222.077 件名◎天安門事件
中国の現執行体制の基礎を形作った六四・天安門事件を世界史レベルのおいて （1989）■ロ 298,2p
再検討。存在感を増している中国の現在、今後のあり方を考え、習近平体制のゆ 冊子版 978-4-560-09740-3 2020.01
石井知章
（いしい・ともあき）
編
白水社

及川淳子
（おいかわ・じゅんこ）
編

くえを見定める。2019年6月開催のシンポジウムの報告・論文集。

DL不可 EPUB

*1031875600*
ヴァイキングの暮らしと文化 新装版

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎238.9 件名◎バイキング ボヴ■■
「北欧の海賊」という従来の偏見を排し、ルーン学、サガや詩などの史料を駆使して、 ■バ 330,4p
ヴァイキングの実像に迫る書。「家族」を中心とした社会を組織した、その豊かな 冊子版 978-4-560-09741-0 2019.11
レジス・ボワイエ著
白水社

熊野聰
（くまの・さとる）
監修

文化全般を詳説する。

DL不可 EPUB

*1031853807*
職業別 パリ風俗 〈白水 Uブックス 1134 エッセイ〉

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ 件名◎フランス－歴史ー19世紀
法廷では弁護をしない「代訴人」、情報通の「門番女」、医者より儲かる「薬剤師」、 カシ 288p
自営業としての「高級娼婦」 …。バルザックやフロベールの小説に描かれた様々 冊子版 978-4-560-72134-6 2020.04
鹿島茂
（かしま・しげる）
著
白水社

な職業の実態から、19世紀フランスの風俗や社会がわかる!

DL不可 EPUB

*1032379100*
〈賄賂〉のある暮らし 市場経済化後のカザフスタン

社会科学

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎302.2961 件名◎カザフスタン オ
カザフスタンの人びとは、生活や仕事の問題を解決するために、カネとコネをどの ワ 245,8p
ように駆使しているのか。その多様なサバイバル戦略を具体的に描き出すと同時に、 冊子版 978-4-560-09728-1 2019.11
岡奈津子
（おか・なつこ）
著
白水社

彼らの直面する厳しい現実、たくましい暮らしぶりも紹介する。

DL不可 EPUB

*1032023774*
上海フリータクシー 野望と幻想を乗せて走る「新中国」の旅

社会科学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎中国 ラシ 335,7p
チャイニーズ・ドリームと現実との狭間で生きる人びとの本音とは ? アメリカ人ジャー 冊子版 978-4-560-09759-5 2020.05

フランク・ラングフィット著
白水社

園部哲
（そのべ・さとし）
訳

ナリストが「話してくれたら運賃タダ」という奇抜なタクシーで都市と地方を行き来し、
時代の重要な転換点にある中国を見つめた野心的ルポ。

DL不可 EPUB

*1031986334*
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いまこそ経済成長を取り戻せ

崩壊の瀬戸際で経済学に何ができるか

経済

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
ダンビサ・モヨ著 若林茂樹
（わかばやし・しげき）
訳
分類◎333 件名◎経済政策 モイ
白水社
201,35p
政治・経済・社会を覆う「短期志向」、諸悪の根源としての「近視眼的思考」を 冊子版 978-4-560-09718-2 2019.09

いかに乗り越え、
リベラル・デモクラシーの凋落と権威主義体制の隆盛に対するのか ?
「経済成長」を軸にこれからのデモクラシーを展望する。

ホモ・デジタリスの時代 AIと戦うための（革命の）哲学

DL不可 EPUB

*1031301254*
経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎332.06 件名◎経済－歴史 コホ
1968年5月の学生運動を起点にして、現在までの思潮と今後の展望を、経済学、 222,17p
社会学、哲学、科学技術、心理学などから学際的に総括。新たな人文知のために、 冊子版 978-4-560-09721-2 2019.10

ダニエル・コーエン著
白水社

林昌宏
（はやし・まさひろ）
訳

デジタル社会における「経済成長」の真実に迫る。

DL不可 EPUB

*1031210726*
人口半減社会と戦う 小樽からの挑戦

経済

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎334.3117 件名◎日本－人口 ■
人口を増やす産業はあるのか ? 観光重視は果たしてプラスか ? 小樽市と小樽商科 ジ 266,1p
大学が行った人口減少についての共同研究の結果を紹介する。研究報告を受け 冊子版 978-4-560-09729-8 2019.11

小樽市人口減少問題研究会著
白水社

た大学研究者と市職員の座談会も収録。

DL不可 EPUB

*1031477128*
定本現代イギリス経済学の群像 正統から異端へ

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◎331.233 件名◎経済学者 ネテ
社会主義がベルリンの壁と共に崩れた1989年、現代経済学の起源を米主流派で 262p
はなく英ケンブリッジ学派に見出した記念碑的著作を復刊。現代経済学の形成に 冊子版 978-4-560-09723-6 2019.09
根井雅弘
（ねい・まさひろ）
著
白水社

関わった経済学者たちの理論と思想がもつダイナミックな意味を考察。

DL不可 EPUB

*1031301255*
手話通訳者になろう

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◎378.28 件名◎手話通訳 キシ
手話がどんな特徴をもつことばなのかを説明し、手話の学び方、手話通訳者のなり 176p
方を紹介。さまざまな分野の第一線で活躍する手話通訳者たちのインタビューも収 冊子版 978-4-560-09716-8 2019.09

木村晴美
（きむら・はるみ）
著
白水社

岡典栄
（おか・のりえ）
著

録する。手話の例文を動画で見ることができるQRコード付き。

DL不可 EPUB

*1031224190*
茶の世界史 中国の霊薬から世界の飲み物へ 新装版

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎383.889 件名◎茶－歴史 ホチ
水を除き、人類が最も古くから知っていた飲み物のひとつである茶が作り出してきた 283,13p
豊かな文化。その変遷の歴史を豊富な資料をもとに東西交流という観点から描く。 冊子版 978-4-560-09760-1 2020.04

ビアトリス・ホーネガー著
白水社

平田紀之
（ひらた・のりゆき）
訳

また、今日の茶貿易を取り巻く問題と状況も探る。

DL不可 EPUB

*1031889422*
水族館の歴史 海が室内にやってきた 新装版

動物学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎480.76 件名◎水族館－歴史 ブス
「生きた博物館」にして人工の生態系でもある水族館。その前史であるアクアリウ 196,9p
ムはいかにして誕生したのか。海中世界に憧れた人々の試行錯誤をたどりながら、 冊子版 978-4-560-09724-3 2019.08
ベアント・ブルンナー著
白水社

山川純子
（やまかわ・すみこ）
訳

現代の水族館が向かう先を見据えるユニークな文化史。

DL不可 EPUB

*1031009575*
895

ルネサンス庭園の精神史 権力と知と美のメディア空間

園芸

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎629.23 件名◎庭園－西洋 クル
ボッティチェッリ〈春〉に描かれたのは、実在の庭だったのか。初期近代イタリアを 352,35p
彩る数々の名苑奇園の内に、当時の自然観や美学、哲学、科学、工学が混淆す 冊子版 978-4-560-09711-3 2019.08
桑木野幸司
（くわきの・こうじ）
著
白水社

る創造的瞬間を見る、新しい文化史。図版も多数収録。

DL不可 EPUB

*1031393883*
バウハウスってなあに?

芸術、美術

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎707.7 件名◎バウハウス ケバ
バウハウス工房って何 ? バウハウスって居心地はいいの ? 建築家の父が子どもた 59p
ちとドイツ・デッサウのバウハウスを見て回り、50の疑問にやさしく答える。用語・ 冊子版 978-4-560-09674-1 2019.10
インゴルフ・ケルン文 クリスティーネ・レッシュ絵
白水社

人名解説、バウハウス年譜も収録した、バウハウス入門。

DL不可 EPUB

*1031325338*
絵でわかる韓国語のオノマトペ 表現が広がる擬声語・擬態語

中国語

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎829.14 件名◎朝鮮語－擬声語・
韓国語を話す上で欠かせない表現である「オノマトペ」を、関連するキーワードで 擬態語 シエ 150p
まとめ、イラスト付きで掲載。練習問題も満載した、初級レベルから上級レベルま 冊子版 978-4-560-08809-8 2019.03
辛昭静
（しん・そじょん）
著
白水社

で使えるテキスト。音声ダウンロードサービス付き。

*1031629273*
15日間フランス文法おさらい帳 改訂版
中村敦子
（なかむら・あつこ）
著
白水社

「初級文法は終えたけど、いまひとつ自信がない」という方にぴったりのドリル。 苦
手項目がひと目でわかるので効率的に学習できます。

フランス語
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎855 件名◎フランス語－文法 ナジ
163p
冊子版 978-4-560-08835-7 2019.05

*1031986333*
フランス語で話す自分のこと日本のこと

フランス語

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎857.8 件名◎フランス語－会話 タ
フランス語で「自分のこと」「日本のこと」を話す実例を取り上げ、センテンスをつ フ 163p
なげて的確でまとまりのある説明を組み立てる方法と、たじろがずに質問に答え、や 冊子版 978-4-560-08746-6 2017.05
田中幸子
（たなか・さちこ）
著
白水社

川合ジョルジェット
（かわい・じょるじぇっと）
著

りとりする方法を紹介。音声を収録したCD 付き。

*1031477126*
スペイン語文法ライブ講義 !
加藤伸吾
（かとう・しんご）
著
白水社

著者が大学で行っているスペイン語初級文法の授業を、そのまま書籍化。軽い語
り口だけど丁寧に、初級修了までをわかりやすく解説します。覚えかた＆考えかたの
コツも満載。

スペイン語
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎865 件名◎スペイン語－文法 カス
212p
冊子版 978-4-560-08763-3 2018.01

*1031853806*
古代スラヴ語の世界史

ロシア語

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎889 件名◎教会スラブ語 ハコ
スラヴ人はどこから来て、どのように自分たちの文字を獲得したのか。そしてスラヴ 208,8p
の言語は、歴史と共にどのように変化したのか。古代スラヴ語の成立や移り変わりを、 冊子版 978-4-560-08864-7 2020.01
服部文昭
（はっとり・ふみあき）
著
白水社

スラヴ人やその国家の盛衰と絡めて綴る。

DL不可 EPUB

*1032326640*
896

パトリックと本を読む 絶望から立ち上がるための読書会
ミシェル・クオ著
白水社

神田由布子
（かんだ・ゆうこ）
訳

もっとも才能のあった教え子が罪を犯した。教え子 パトリックとの面会のため拘置所
に通う教師で法学生のミシェル。ともに本を読むことで、貧困からくる悪循環にあえ
ぐ青年の心に寄り添おうとする。自己発見と他者理解の記録。

英米文学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ 件名◎読書会 クパ 393p
冊子版 978-4-560-09731-1 2020.04
DL不可 EPUB

*1032295357*
アウステルリッツ 新装版
W.G.ゼーバルト著
白水社

鈴木仁子
（すずき・ひとこ）
訳

アントワープ、ロンドン、プラハ…。ウェールズの建築史家アウステルリッツの欧
州を巡る遍歴は、封印されていた記憶を呼び起こし、個人と歴史の深みに降りてい
く旅だった－。仮構の人物が〈私〉に暴力と権力の歴史を語る物語。

ドイツ文学
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎943.7 ゼア 298p
冊子版 978-4-560-09748-9 2020.02
DL不可 EPUB

*1032379099*
エリ・ヴィーゼルの教室から 世界と本と自分の読み方を学ぶ

フランス文学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎950.278 件名◎ヴィーゼル ,エリ
自らを「教師」と定義していた「ホロコーストの証人」。25年間にわたる著者の日 バエヴ■■■ビ 304p
記、5年分の授業ノート、エリ・ヴィーゼルから教えを受けた世界中の学生たちとの 冊子版 978-4-560-09720-5 2019.10
アリエル・バーガー著
白水社

園部哲
（そのべ・さとし）
訳

インタビューをもとに、エリ・ヴィーゼルの教えを詳解する。

DL不可 EPUB

*1031629274*
モンテーニュの言葉 人生を豊かにする365の名言
モンテーニュ著
白水社

久保田剛史
（くぼた・たけし）
編

仕事、名声、外見、友情、結婚、国家、病気、老いについて…。人間のすべ
ての問いに対し深い思索を重ねた、古典の名著「エセー」に収められた印象深い
名言を抜粋。モンテーニュの魅力的な思想や軽妙な語り口を味わえる一冊。

フランス文学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎957 モモ 195,41p
冊子版 978-4-560-09715-1 2019.09
DL不可 EPUB

*1031325339*
授業 / 犀 ベスト・オブ・イヨネスコ 新装版
ウージェーヌ・イヨネスコ著
白水社

安堂信也
（あんどう・しんや）
ほか訳

ベケットとともに不条理演劇の双璧をなすイヨネスコの、コミカルでグロテスクな名
作集。表題作ほか、パスティーシュの原点ともいえる「禿の女歌手」、前衛劇のモ
ダン・クラシック「椅子」など全6篇を収録する。

フランス文学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎952.7 イジ 317p
冊子版 978-4-560-09752-6 2020.02
DL不可 EPUB

*1031889423*

897

白帝社
六朝期における仏教受容の研究
遠藤祐介
（えんどう・ゆうすけ）
著
白帝社

六朝期の知識人がいかなる宗教的関心に導かれて仏教を受容したのか、そして六
朝期の知識人の宗教的関心には時代的変遷や連続性が見出されるのか。羅什到
来前後の時期を意識しながら考察する。

仏教
同時アクセス1 19,962円 + 税
同時アクセス3 29,944円 + 税
分類◎182.22 件名◎仏教－中国 エリ
539p
冊子版 978-4-86398-172-0 2014.12

*1030956571*
漢帝国成立前史 秦末反乱と楚漢戦争
柴田昇
（しばた・のぼる）
著
白帝社

後の中国王朝の原型となった漢帝国は、どのようにして始まったのか ? 秦末の民衆
反乱の発生から、項羽・劉邦の登場、楚漢戦争の終結に至るまでの歴史的過程
を再検討し、統一王朝誕生の実像に迫る。

アジア史、東洋史
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎222.041 件名◎中国－歴史－秦
時代 シカ 208p
冊子版 978-4-86398-323-6 2018.03

*1030956570*
資料中国史

前近代編

野口 鉄郎
白帝社

叙述部分と、地図・統計資料・コラム・芸術的遺産の写真などの基盤となる資料
の部分とに同量のページを割き、ふたつの部分を見開きに配置した大学用教科書。
歴代帝王在位元号西暦対照表つき。〈ソフトカバー〉

アジア史、東洋史
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-89174-340-6

1999

*1031537730*
古典のなかの〈治療世界〉〈癒〉へのインサイド・アウト

医学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎490.9 件名◎東洋医学－歴史 カ
近代の超克を文化接触論・医療文化論・中国医学史の領域から考察した論文集。 コ 171p
黄帝と扁鵲、淳于意、華佗、それぞれの「治療世界」のエッセンスと、それらを 冊子版 978-4-86398-242-0 2016.08

角屋明彦
（かどや・あきひこ）
著
白帝社

つなぐ「治療世界系列」を見据える。

*1030956569*
HSK 成語用法 解釈・例文・練習

中国語

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎824 件名◎中国語－熟語 ■エ
HSK5級・6級の113の成語の意味と用法を、例文を交えて解説。用法を理解でき 292p
るように誤用例を分析し、語句の並べ替え・日文中訳・中文日訳の練習問題も収録 冊子版 978-4-86398-298-7 2018.11
郭春貴
（かく・はるき）
編著
白帝社

郭久美子
（かく・くみこ）
編著

する。

*1030956574*
ハングル能力検定試験3級直前模試 〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験3級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅な試
験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆記の
模擬試験をそれぞれ5回分収録。CD-ROM 付。書き込み式。

中国語
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
281p
冊子版 978-4-86398-308-3 2018.09

*1030956578*
ハングル能力検定試験4級直前模試 〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験4級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅な試
験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆記の
模擬試験をそれぞれ5回分収録。CD-ROM 付。書き込み式。

中国語
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
230p
冊子版 978-4-86398-307-6 2018.09

*1030956577*
898

ハングル能力検定試験5級直前模試 〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験5級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅な試
験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆記の
模擬試験をそれぞれ5回分収録。本試験と同じ形式の実戦的な模擬試験、出題
内容の詳細な情報、豊富な合格資料を通して短期間で効率よく試験対策ができるよ
うに構成。

ハングル 能力検定試験準2級直前模試

〈ハン検合格特訓シリーズ〉
李昌圭
（い・ちゃんぎゅ）
著
白帝社

ハングル能力検定試験準2級級対策用の模擬試験問題集。2018年度からの大幅
な試験内容改定に対応。出題問題を類型別に詳細に分析・提示し、聞き取りと筆
記の模擬試験をそれぞれ5回分収録。

韓国語上級への道 ―トレーニングノート―
前田 , 真彦
白帝社

※書籍版付録の CD-ROMは、付いておりません。 新聞やニュースを主材料に、
中級から上級へのレベルアップのためのトレーニングを12週分収録。各週、読解
／韓訳／短作文／語彙／ニュースディクテーションと「学習エッセイ」からなる。
韓国語能力試験高級・ハングル能力試験準2級以上の対策に最適。

中検2級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回

中国語
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
201p
冊子版 978-4-86398-306-9 2018.12

*1030956576*
中国語
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ S829.1 件名◎朝鮮語 イハ
289p
冊子版 978-4-86398-309-0 2018.12

*1030956579*
中国語
同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 9,487円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-89174-896-8

2009

*1030956575*
中国語

同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
2017年6月、11月、2018年3月に実施した問題とそれに対する解答と解説を収める。 146p
リスニング問題の音声を収録したCD-ROM 付き。解説に出題の狙いを示し, 巻末 冊子版 978-4-86398-314-4 2018.05
日本中国語検定協会編
白帝社

に試験の概要紹介と試験結果データを付す。

動画

*1030956584*
中検3級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回

中国語

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
2017年6月、11月、2018年3月実施試験3回分を収録。日本中国語検定協会によ 128p
る公式の解答と解説集。
冊子版 978-4-86398-313-7 2018.05
日本中国語検定協会編
白帝社

動画

*1030956583*
中検4級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回

中国語

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
2017年6月、11月、2018年3月実施試験3回分を収録。日本中国語検定協会によ 119p
る公式の解答と解説集。
冊子版 978-4-86398-312-0 2018.06
日本中国語検定協会編
白帝社

動画

*1030956582*
中検準1級・1級試験問題 解答と解説 2018年版
第92・93・94回

中国語

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ
168p
2017年6月、11月、2018年3月に実施した問題とそれに対する解答と解説を収める。 冊子版 978-4-86398-315-1 2018.05

日本中国語検定協会編
白帝社

リスニング問題の音声を収録した CD-ROM 付き。解説に出題の狙いを示し、巻
末に試験の概要紹介と試験結果データを付す。

動画

*1030956580*
899

中検準4級試験問題 解答と解説 2018年版 第92・93・94回
日本中国語検定協会編
白帝社

2017年6月、11月、2018年3月実施の試験問題に、解答と詳しい解説を付した試
験問題解説集。リスニング問題を収録したCD 付き。書き込み式。

中国語
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ S820.7 件名◎中国語 ■チ 79p
冊子版 978-4-86398-311-3 2018.06
動画

*1030956581*
中国語の教室 【音声付】
張, 勤
白帝社

短い会話文と簡易な文章を配し、表現と読解の両方から文法強化をはかる。文法
項目は基本文法を厳選し、構造と使い方を日本語と対比しながら分かりやすく説明。
更に簡潔な例文を豊富に附し理解度を深める。練習は音読に力を入れるほか、検
定試験形式に慣れる問題も配置。web 学習をサポートするコンテンツを用意。

中国語中級作文 改訂版
程 , 美珍
白帝社

全25 課 + 総合練習1 ～ 6 。補語といくつかの特殊文型に重点を置き、基本的か
つ重要な文法表現を習得できるよう、可能な限り多様で到達度の高い練習問題を
用意した。改訂にあたり、説明に若干の手直しと補充を加え、練習問題に新しい
単語や言い方を取り入れた。巻末に中国語の基本構造と中国語の品詞一覧を付し
た。

はじめての漢詩創作
鷲野 , 正明
白帝社

予備知識がない状態からでも一首読めるようになる、漢詩作りの入門書。作詩の規
則、漢詩に用いられることば、句や詩の構成について、多くの名作を例に懇切丁寧
に説明する。例として挙げられた詩の解説も詳しく、作品鑑賞としても楽しめる。実
作に役立つ韻字表や、引用詩、作詩に関する重要語句の索引が付録につき、文
字も大きく利用しやすい。

900

中国語
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86398-140-9

2014

動画

*1030956568*
中国語
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-86398-104-1

2013

*1030956572*
日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-89174-751-0

*1030956573*

2005

風鳴舎
10の姿で保育の質を高める本 〈これからの保育シリーズ 7〉
汐見稔幸
（しおみ・としゆき）
著
風鳴舎

中山昌樹
（なかやま・まさき）
著

10の姿とは、保育所保育指針・幼稚園教育要領・認定こども園教育保育要領で「幼
児期の終わりまでに育ってほしい姿」と表現されている育ちの視点や目標像のこと。
21世紀型の保育の実際を、10の姿と絡めて丁寧に説明する。

教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.1 件名◎保育 シジ 159p
冊子版 978-4-907537-17-3 2019.05

*1030910467*
1946年ロンドン講義録 〈国際モンテッソーリ協会（AMI）公認シ

リーズ‐Montessori Education‐02〉
マリア・モンテッソーリ著 アネット・ヘインズ 編
風鳴舎

「モンテッソーリ・メソッド」の創始者、マリア・モンテッソーリが第二次大戦後の
1946年にロンドンで行った、3～6歳の子どもを対象とした教師養成コースの33講
義を収録する。

子どもから始まる新しい教育

モンテッソーリ・メソッド確立の原点 〈国際モンテッソーリ協会
（AMI）
公認シリーズ‐Montessori Education‐03〉
マリア・モンテッソーリ著
風鳴舎

AMI 友の会 NIPPON 訳・監修

「モンテッソーリ・メソッド」の創始者、マリア・モンテッソーリが1938年に行った講
演の記録「教育の四段階」をはじめ、「教育の再構築」「道徳と社会教育」など
6冊の原書、小冊子を併せて書籍化。

人間の傾向性とモンテッソーリ教育

普遍的な人間の特質とは何か? 新版 〈国際モンテッソーリ協会
（AMI）
公認シリーズ‐Montessori Education‐01〉
マリオ・M. モンテッソーリ著
風鳴舎

AMI 友の会 NIPPON 訳・監修

1956年、オランダで開催された国際会議における著者の講演録。「人は人間らし
い特徴を獲得するために後押ししてくれる特質を持って生まれてくる」というモンテッ
ソーリの思想のポイントを、親近感のある口調で語りかける。

忘れられた市民 子ども モンテッソーリが訴える永遠の問題 〈国際

モンテッソーリ協会（AMI）公認シリーズ‐Montessori Education‐04〉
マリア・モンテッソーリ著
風鳴舎

AMI 友の会 NIPPON 訳・監修

「モンテッソーリ・メソッド」の創始者、マリア・モンテッソーリによる子ども論。1932
年に行った講演の記録「平和と教育」や、子どもの人権を求めるメッセージ「忘れ
られた市民 子ども」などを収録。

教育
同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 23,683円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モセ
335p
冊子版 978-4-907537-02-9 2016.10

*1030910470*
教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モコ
141p
冊子版 978-4-907537-08-1 2017.08

*1030910471*
教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モニ
133p
冊子版 978-4-907537-01-2 2018.09

*1030910469*
教育
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 15,950円 + 税
分類◎376.11 件名◎幼児教育 モワ
121p
冊子版 978-4-907537-09-8 2018.08

*1030910472*

901

文学通信
中華オタク用語辞典

社会

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎361.5 件名◎サブカルチャー ハチ
中華圏で使われているオタク用語をまとめた辞典。マンガ、アニメ、ゲーム、アイドル、 231p
二次創作、エロなどに関する言葉を集成。10年前から現在までのネットサービスを 冊子版 978-4-909658-08-1 2019.06

はちこ著
文学通信

振り返るコラムも掲載。

*1030866909*
全訳男色大鑑 歌舞伎若衆編
井原西鶴
（いはら・さいかく）
作
文学通信

染谷智幸
（そめや・ともゆき）
編

井原西鶴の「男色大鑑」 後半・歌舞伎若衆図鑑を現代語訳。漫画家陣が西鶴
の世界をビジュアルに表現したカラー口絵や挿絵のほか、生活用品や風俗など、
図やイラストも多数収録。各章にキャッチコピー＆あらすじ付き。

日本文学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎913.52 イゼ 245p
冊子版 978-4-909658-04-3 2019.10

*1030866912*
真山青果とは何者か ? Who is MAYAMA Seika?

日本文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎910.268 件名◎真山青果 ■ママ
元禄忠臣蔵の作者、真山青果。劇作家以外に小説家、研究者など容易に捉えき 271p
れない様々な顔を持つ青果の全貌に迫る。2016年12月開催のシンポジウムの内 冊子版 978-4-909658-15-9 2019.07
星槎グループ監修 飯倉洋一
（いいくら・よういち）
編
星槎グループ 文学通信
（発売）

容に、座談会・コラム・青果作品小事典・ビジュアルガイド等を付す。

*1030866910*

902

文光堂
統計分析のここが知りたい ―保健・看護・心理・教育系研
究のまとめ方―
石井 秀宗
文光堂

統計分析を行う研究者に必要なのは，データをどのような方法で分析し，その結果を
どう解釈すれば良いのかを判断する正しい知識．本書は23の研究例をあげ，統計
分析の基本的な考え方，注意点，結果の解釈方法を15章にわけて解説．

Qスイッチルビーレーザー治療入門 ―美容皮膚科医・形成
外科医のために―
葛西 健一郎
文光堂

Qスイッチルビーレーザーで，どのような皮膚疾患が，どのぐらいきれいになるのか？
照射手順は？ 患者さんへの説明は？ 本書は，老人性色素班，後天性真皮メラノ
サイトーシス，そばかす，黒子，太田母班，刺青など，Qスイッチルビーレーザーで
治療可能な「シミ」について，豊富な症例で丁寧に解説する入門書．

イラストで学ぶ胸部エックス線写真
すぐに役立つ50のチェックポイント

数学
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-4460-3

2005

*1031254974*
医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-2622-7

2008

*1031350446*
医学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎492.433 件名◎放射線診断学 ス
イ 178p
難解な胸部エックス線写真の読解について、診療に必要な初歩的な読影能力を身 冊子版 978-4-8306-3758-2 2019.12
鈴木滋
（すずき・しげる）
著
文光堂

につけるためのテキスト。異常所見の検出に重点を置き、陰影にイラストを重ねて
胸部 エックス線写真を直感で捉えられるように解説。確認問題付き。

イラスト耳鼻咽喉科 第4版

〈Bunkodo Illustrated Basic Series〉
森満保
（もりみつ・たもつ）
著
文光堂

耳科学から鼻科学、口腔・咽頭科学、音声・言語学まで、耳鼻咽喉科領域全体
をカバーした解説書。各項目別にイラストと説明を見開き2ページでおさめる。臨床
における数々の新展開を反映させた第4版。

インスリン療法マニュアル 第5版

*1031828318*
医学
同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎496.5 件名◎耳鼻咽喉科学 モイ
331p
冊子版 978-4-8306-3328-7 2012.03

*1031507087*
医学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎493.123 件名◎糖尿病 ■イ
糖尿病の第一線で治療に携わっている勤務医、研修医、看護婦が、ベッドサイド 186p
で利用できるインスリン治療の手引。各種インスリン療法の実際など、内容をアップデー 冊子版 978-4-8306-1393-7 2019.05
薄井勲
（うすい・いさお）
編集
文光堂

戸邉一之
（とべ・かずゆき）
編集

トした第5版。見返しにインスリン製剤一覧表あり。

*1031132305*
カラーイラストでみる先天性心疾患の血行動態
治療へのアプローチ

金子幸裕
（かねこ・ゆきひろ）
著
文光堂

平田康隆
（ひらた・やすたか）
著

複雑な先天性心疾患を血行動態から整理して、最適な治療法へと導く書。先天性
心疾患の血行動態と手術術式について、正確に解剖を表現したシンプルなイラス
トを用い、患者管理や手術のポイントを平易に解説する。

ケースで学ぶ理学療法臨床思考 基本編 第2版

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎493.23 件名◎心臓－疾患 ■カ
214p
冊子版 978-4-8306-1916-8 2012.06

*1031853795*
医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎492.5 件名◎理学療法 ■ケ
骨関節障害、神経障害、内部障害の3つの理学療法領域から、基本的な疾患や 353p
外傷、臨床実習などで関わる機会の多い30症例を掲載。思考の流れを「仮説立案」 冊子版 978-4-8306-4579-2 2019.12
有馬慶美
（ありま・けいみ）
編集
文光堂

松本直人
（まつもと・なおと）
編集

と「仮説証明」の2つのパートで構成。

*1031828320*
903

ケースで学ぶ理学療法臨床思考 実践編 第2版
有馬慶美
（ありま・けいみ）
編集
文光堂

三宮克彦
（さんのみや・かつひこ）
編集

骨関節障害、神経障害、内部障害の3つの理学療法領域から、関わる機会の多
い46症例を掲載。データ解釈の結論、その根拠、思考内容の順に記載し、思考
の基盤となるクリニカル・ルールも併記する。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎492.5 件名◎理学療法 ■ケ
542p
冊子版 978-4-8306-4580-8 2019.12

*1031828321*
ここまで診れる! 外来での婦人科超音波
診断プロセスが身につく76症例

馬場一憲
（ばば・かずのり）
著
文光堂

婦人科超音波検査で得た画像から何を考え、何を確認するのか、診断までのコツ
と考え方を解説した症例集。外来で、自分で検査して、診断に至るプロセスが身
につく76症例を紹介する。

この1冊で極める頭痛の診断学

患者の痛みの理解と, 適切な診断・治療のために

柴田靖
（しばた・やすし）
著
文光堂

頭痛の病態生理から問診、身体・神経診察、画像検査、診断に至る考え方まで
を解説。著者自身が経験したケーススタディ22症例も紹介する。頭痛診療のエッ
センスが詰まった書。

これからの循環器診療に役立つ漢方薬処方テキスト

医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎ 件名◎産婦人科学 バコ 14,189p
冊子版 978-4-8306-3125-2 2020.04

*1032383738*
医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493.74 件名◎頭痛 シコ 173p
冊子版 978-4-8306-1028-8 2020.03

*1032288284*
医学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎493.2 件名◎循環器病 キコ
漢方薬が、循環器診療における標準治療の一翼を担うようになってきた今、著者の 127p
経験や新たな治験をもとに、漢方 エキス製剤の基本から、心不全や高血圧などに 冊子版 978-4-8306-1949-6 2020.03
北村順
（きたむら・じゅん）
著
文光堂

田邊一明
（たなべ・かずあき）
監修

対する漢方薬処方、漢方の副作用までを解説する。

*1032288286*
さらに! 一発診断100 プライマリ・ケアの現場で役立つ
宮田靖志
（みやた・やすし）
編著
文光堂

中川紘明
（なかがわ・ひろあき）
編著

病歴や身体所見から診断をすばやく導く「一発診断」を、100のケースを通して解
説。シンプルな記述とビジュアル重視の構成で、一発診断のポイントを楽しみなが
ら理解できる。〈一発診断100〉シリーズ第3弾。

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■サ 203p
冊子版 978-4-8306-1027-1 2019.05

*1031132303*
スキル 外来手術アトラス ―すべての外科系医師に必要な
美しく治すための基本手技―第3版
市田 , 正成
文光堂

基礎編では形成外科的な基本手技を，実際編では，救急外来や当直などでよく遭
遇する顔面や手指等の外傷から，四肢・躯幹部の瘢痕，腫瘍，奇形に至るまで，そ
れぞれ複数の手術法を提示し，症例に合わせたベストチョイスの手術法を学ぶこと
ができる．

そうだったんだ! 脂質異常症 治療の新潮流を探る 第2版
伊藤浩
（いとう・ひろし）
編集
文光堂

脂質異常症治療の最新の潮流をまとめ、個々の患者の病態に合わせて効率よく心
血管イベントを抑制する根拠を提示。さらに（複数の）合併症を有する脂質異常
症患者に対して、最小限の薬剤で治療する実例も示す。

医学
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 72,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-2616-6

*1031132301*
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◎493.2 件名◎脂質異常症 ■ソ
262p
冊子版 978-4-8306-1948-9 2020.03

*1032288285*
904

2006

どうする!? 高齢者の内視鏡診療

医学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.4 件名◎消化器病 ■ド
高齢者への内視鏡診療におけるポイントと注意点をコンパクトにまとめる。総説で 159p
は高齢者内視鏡診療の基礎知識、各論は各部位ごとの症候論・検査・治療をQ 冊子版 978-4-8306-2106-2 2019.05
山本頼正
（やまもと・よりまさ）
編集
文光堂

西村誠
（にしむら・まこと）
編集

＆A 形式で解説する。

*1031132307*
どう向き合う!? 高齢者の認知機能

セラピストのための基本的な考え方と臨床応用

牧迫飛雄馬
（まきざこ・ひゅうま）
編集
文光堂

さまざまな立場から高齢者の認知機能をとらえるための基本となる考え方や知識のほ
か、誰しもが遭遇する可能性がある事象を例に挙げ、臨床応用を見据えた対策を
解説する。

まれな疾患の麻酔 A to Z

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.758 件名◎認知症 ■ド
211p
冊子版 978-4-8306-4576-1 2019.06

*1031254973*
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◎494.24 件名◎麻酔 ■マ
およそ400の “まれな疾患 ”をとりあげ、麻酔に際しての注意事項を示し、病態生理、 30,680p
臨床症状などを解説。第一線で働く麻酔科医に役立つ最新情報を提供する。「麻 冊子版 978-4-8306-2827-6 2015.05
高崎眞弓
（たかさき・まゆみ）
編集
文光堂

河本昌志
（かわもと・まさし）
編集

酔科トラブルシューティングA to Z」の姉妹編。

*1031959565*
メラノーマ・母斑の診断アトラス 臨床・ダーモスコピー・病理組織

医学

同時アクセス1 35,200円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚癌 サメ 375p
臨床・ダーモスコピー・病理組織の写真を数多く掲載し、
メラノーマ・母斑の基礎知識、 冊子版 978-4-8306-3460-4 2014.11
斎田俊明
（さいだ・としあき）
著
文光堂

診断の仕方を分りやすく解説。随所で最新知見や問題点を説明し、診断演習や症
例検討会なども収録する。

*1031254975*
リウマチ・膠原病の合併症や諸問題を解く

〈リウマチ・膠原病診療 ハイグレード〉

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◎493.6 件名◎リウマチ ■リ
20,434p
リウマチ・膠原病の疾患横断的な症状、検査異常、臓器病変、合併症への対処、 冊子版 978-4-8306-2059-1 2016.01
山岡邦宏
（やまおか・くにひろ）
ゲスト編集
文光堂

五野貴久
（ごの・たかひさ）
ゲスト編集

また重要な難治性病態へのアプローチとマネジメントについて、Q＆A 形式で解
説する。

リウマチ・膠原病内科クリニカルスタンダード

必携 ベッドサイドで必ず役立つリウマチ・膠原病学のエッセンス

三森経世
（みもり・つねよ）
編集
文光堂

リウマチ・膠原病内科の臨床・診療に必要なエッセンスをコンパクトにまとめた診
断と治療のガイド。箇条書きで手順を示し、一目でわかる図表・処方例を豊富に収録。

*1031418080*
医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎493.6 件名◎リウマチ ■リ 331p
冊子版 978-4-8306-2023-2 2010.08

*1031418075*
リハビリテーション医学・医療用語集 第8版

医学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ R494.78 件名◎リハビリテーショ
リハビリテーション医療や介護におけるリハビリテーションマネジメントに関わるすべ ン－用語集 ■リ 434p
ての人に役立つ用語集。和語8358語、欧語8275語を収載し、ひらがな表記（読 冊子版 978-4-8306-2740-8 2019.06
日本リハビリテーション医学会編
文光堂

みがな）を加える。

*1031350454*
905

医師が知っておきたい外来で役立つ栄養・食事療法のポイント

医学

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎498.58 件名◎病態栄養学 ■イ
外来医が自ら栄養ケアを進められるよう、疾患ごとに疾患と栄養ケアとの関連性や、 165p
栄養ケアの基本的な考え方とプランニングを示し、管理栄養士による栄養指導を 冊子版 978-4-8306-1388-3 2015.02
加藤昌彦
（かとう・まさひこ）
編
文光堂

具体的に紹介。『Medical Practice』連載に加筆。

*1031132311*
一冊できわめるステロイド診療ガイド
田中廣壽
（たなか・ひろとし）
編集
文光堂

宮地良樹
（みやち・よしき）
編集

最新の知見をもとに、各分野の第一人者が、ステロイドの用法・用量から副作用
までを徹底解説。病気・病態別の使い分けのコツをきめ細かに解説し、薬剤やガ
イドラインの一覧など付録も充実。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎492.38 件名◎ステロイド剤 ■イ
7,293p
冊子版 978-4-8306-1019-6 2015.03

*1031828312*
一冊でわかる肝疾患 超音波・CT・MRI・血管造影・病理で学ぶ
小川眞広
（おがわ・まさひろ）
編集
文光堂

比較的臨床の場で遭遇することの多い肝疾患を取り上げ、それぞれの疾患概念、
診断、症状、臨床検査、画像診断、病理組織、治療のポイントなどをまとめる。
救急外来の対処方法と肝不全のマネジメントも解説する。

医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎493.47 件名◎肝臓－疾患 ■イ
255p
冊子版 978-4-8306-2107-9 2019.11

*1031828309*
一冊でわかる婦人科腫瘍の画像診断 JSAWI 発

医学

同時アクセス1 18,040円 + 税
同時アクセス3 27,060円 + 税
分類◎495.4 件名◎婦人科疾患 ■イ
婦人科腫瘍の画像診断について、モダリティから組織診断までを解説。また、各 183p
種治療後の画像変化を踏まえ、代表的な腫瘍の初回診断と再発診断を並列して 冊子版 978-4-8306-3124-5 2019.09
片渕秀隆
（かたぶち・ひでたか）
編集
文光堂

楫靖
（かじ・やすし）
編集

説明するほか、ピットフォール、読影 サインが表す病態・疾患なども収録。

*1031418079*
運動療法学 障害別アプローチの理論と実際 第2版
市橋則明
（いちはし・のりあき）
編集
文光堂

運動療法を行う場合の基礎知識として痛みや老化といった13項目を解説するほか、
関節可動域制限、筋力低下など18項目の障害別運動療法の理論と実際を紹介。
執筆者の交代と項目の追加によって内容を刷新した第2版。

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎492.5 件名◎運動療法 ■ウ
526p
冊子版 978-4-8306-4503-7 2014.02

*1031350452*
栄養管理をマスターする 代謝の理解はなぜ大事 ?
〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉

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◎498.58 件名◎病態栄養学 ■エ
10,373p
正しい栄養管理に欠かせない生化学の知識をわかりやすく解説。スクリーニング・ 冊子版 978-4-8306-8153-0 2014.07
大村健二
（おおむら・けんじ）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

アセスメントにはじまる管理の基礎から、疾患・病態・時期別の管理を症例 ベース
で説明。ライフサイクルによる代謝の変化にも配慮する。

外来を愉しむ攻める問診

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
山中克郎
（やまなか・かつお）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

鑑別診断に重要なポイントを明確にする“ 攻める問診 ”を行うためのテキスト。厚生
労働省が定める臨床研修の到達目標「頻度の高い症状」35項目から特に大切な
15症状を取り上げ、問診の技法を具体的に解説。

906

*1031828316*
医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎492.1 件名◎診断学 ■ガ 193p
冊子版 978-4-8306-8146-2 2012.04

*1031507085*

寄生虫学テキスト 第4版

医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎491.9 件名◎寄生虫 ■キ
海外渡航者により寄生虫病が持ち込まれるケースの増加や、遺伝子検査などによる 25,296p
診断・治療法の進歩など、変化が著しい寄生虫学。最新の知見を盛り込みながら、 冊子版 978-4-8306-0519-2 2019.12
上村清
（かみむら・きよし）
著
文光堂

木村英作
（きむら・えいさく）
著

重要度の高い疾患を中心に解説する。コラムや写真も豊富に掲載。

*1031828322*
機能でみる船橋整形外科方式肩と肘のリハビリテーション

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎494.77 件名◎肩－疾患 ■キ
保存療法を中心に、船橋整形外科病院の肩関節・肘関節治療を集大成。肩関節・ 445p
肘関節における診断と治療、理学療法に対する考え方や取組みについて解説する。 冊子版 978-4-8306-2741-5 2019.10
菅谷啓之
（すがや・ひろゆき）
編集
文光堂

高村隆
（たかむら・たかし）
編集

巻末に機能解剖のミニレクチャーなどの付録付き。

*1031828313*
救急・当直で使える外科的処置のコツ

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉

医学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 ■キ
8,223p
救急外来・全科当直の初期対応や災害時に役立つよう、一般的な外科的処置を 冊子版 978-4-8306-8155-4 2014.10
山畑佳篤
（やまはた・よしひろ）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

網羅。外科的処置の基本姿勢から、熱傷処置、骨折・脱臼への対応など個別の
創傷処置のコツ、救命に要する外科的処置まで、コンパクトに解説する。

区切アトラス イラストで学ぶ系統的肺区域切除術
野守裕明
（のもり・ひろあき）
著
文光堂

岡田守人
（おかだ・もりひと）
著

肺区域切除術における手技のポイントなどを説明したのち、右上葉区域・右下葉
区域・左上葉区域・左下葉区域などの切除について、カラーイラストで解説する。
手技のみでなく、外科的な区域解剖の理解をも深める有用な書。

*1031828317*
医学
同時アクセス1 52,800円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎494.645 件名◎胸部外科 ノク
262p
冊子版 978-4-8306-2335-6 2011.05

*1031132310*
呼吸器領域 IVR 実践マニュアル

医学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.3 件名◎呼吸器病 ■コ
気管支動脈塞栓術、気管支動脈化学動注療法、CTガイド下肺生検、気道ステ 141p
ント、胸腔ドレナージなど、呼吸器領域の IVR 手技について、画像や図を多く取り 冊子版 978-4-8306-3757-5 2019.05
衣袋健司
（いぶくろ・けんじ）
編集
文光堂

入れてわかりやすく解説する。病理（生検標本）も収録。

*1031132308*
高血圧診療ガイド 2020
日本高血圧学会高血圧診療ガイド2020作成委員会編
文光堂

「高血圧治療ガイドライン2019（JSH2019）」に準拠し、エビデンスに基づく診療
方針をふまえ、診断から評価、治療までの一連の流れ、患者指導のポイントなど、
日常診療における対応をわかりやすく簡潔にまとめる。

医学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎493.25 件名◎高血圧 ■コ
119p
冊子版 978-4-8306-2060-7 2020.04

*1032383741*
高齢者のその人らしさを捉える作業療法 大切な作業の実現
籔脇健司
（やぶわき・けんじ）
編集
文光堂

高齢者の、その人らしい作業の捉え方と作業を実現するための方法を概説。会話
や観察など自然な場面から対象者を捉える非構成的評価と、その人らしい「施設
生活」と「在宅生活」へのアプローチを紹介する。

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◎493.185 件名◎老年医学 ■コ
237p
冊子版 978-4-8306-4519-8 2015.03

*1031350453*
907

高齢者の栄養管理ガイドブック カラー図解
下田妙子
（しもだ・たえこ）
編集
文光堂

高齢者の栄養ケアマネジメントを解説したガイドブック。味覚低下、摂食・嚥下
機能低下などに対応した栄養管理の実際や、栄養面から考えた口腔ケア、具体
的な献立例や症例を紹介。

医学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎498.59 件名◎栄養 ■コ 135p
冊子版 978-4-8306-6037-5 2010.02

*1031254970*
高齢者の機能障害に対する運動療法 運動療法学各論
市橋則明
（いちはし・のりあき）
編集
文光堂

高齢者の機能障害に対する運動療法に必要な知識と技術を、医療としての運動療
法だけでなく、転倒予防や介護予防といった領域も含めて、第一線で研究・実践
に取り組む理学療法士らが解説する。

医学
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎493.185 件名◎老人医学 ■コ
167p
冊子版 978-4-8306-4384-2 2010.05

*1031350449*
腰椎分離症のミカタ
酒井紀典
（さかい・としのり）
著
文光堂

医学
西良浩一
（さいりょう・こういち）
監修

徳島大学分離研究40年の歴史を凝集。長年にわたり腰椎分離症に向き合い続け
た著者が、病態、診断、保存治療、手術治療、リハビリテーションなど、腰椎分
離症の見方を解説する。非典型例・難治例・類似疾患も掲載。

同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎494.66 件名◎脊椎－疾患 サヨ
88p
冊子版 978-4-8306-2739-2 2019.05

*1031132304*
骨関節障害理学療法学 理学療法アクティブ・ラーニング・テキスト

医学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎494.77 件名◎骨－疾患 ■コ
学生が必要水準の学習目標に向かって自ら、またはクラスメイトと協力して学ぶた 389p
めのテキスト。骨関節障害の基礎的な病因から一般的なリスク管理、評価、理 冊子版 978-4-8306-4578-5 2020.02
対馬栄輝
（つしま・えいき）
編集
文光堂

有馬慶美
（ありま・けいみ）
編集

学療法までを解説し、予習課題や設問等を掲載する。書き込み欄あり。

*1031959564*
最新産科学 The Latest Obstetrics 異常編 改訂第22版

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎495.5 件名◎産婦人科学 アサ
異常妊娠や合併症妊娠から、産科の危機管理、異常分娩、異常産褥、異常新生児、 506p 図版31p
母子保健まで、最新の産科学を解説。放射能汚染と妊婦管理の知識について、 冊子版 978-4-8306-3121-4 2012.02
荒木勤
（あらき・つとむ）
著
文光堂

基礎と臨床から記述した改訂第22版。

*1031350450*
最新産科学

正常編 改訂第22版

荒木 勤
文光堂

初版発刊から版を重ねて60年になる産科教科書の決定版．前版から6年ぶりの改
訂．基準値等を最新に改めたほか，新ラマーズ法やソフロロジー法などについての
記載を追加．さらに，ES 細胞に関わる最新の知見など産科に関わるものが押さえて
おくべき内容を盛り込んだ．正常新生児に関わる図表は大幅に見直しを行い，差し
替えを行った．

視能訓練士国家試験合格ノート

「要点整理」
と
「問題演習」でらくらくマスター
小林義治
（こばやし・よしはる）
編集
文光堂

908

松岡久美子
（まつおか・くみこ）
編集

“ 最短コースで，とにかく国試に合格したい！” 本書は，そんなあなたを応援する強
い味方．日頃から学生に国試対策を伝授している執筆陣が，視能訓練士国試合格
に本当に必要なコツとポイントを教科書とは一味違うテイストで重点解説．国試本
番で使える知識を定着させる．豊富な図版は，読者が覚えやすいように工夫を凝らさ
れたものばかり．

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-3119-1

2008

*1031350447*
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◎視能訓練士 ■シ 164p
冊子版 978-4-8306-5605-7 2020.04

*1032383739*

若手医師のための透析診療のコツ

透析患者を受け持ったら、ズバリこう診る・管理する!
〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
加藤明彦
（かとう・あきひこ）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

透析治療や透析生活の基礎知識、透析患者について知っておくべき知識のほか、
実際に管理していく上で遭遇する悩みへの対処法、頻度の高い合併症の管理を説
明する。メモ欄あり。

循環器の基本薬を使いこなす 腎機能保護を考慮した選び方・

使い方のコツ 増補版 〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
服部隆一
（はっとり・りゅういち）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

卒後5～6年までの若手医師を対象にしたリファレンスブック。降圧薬や心不全治療
薬の選び方・使い方の基本ルールについて説明するほか、循環器の基本薬の薬理・
処方のエッセンスを解説。新たな薬剤を追加するなどした増補版。

小児科学 PEDIATRICS 改訂第10版
五十嵐隆
（いがらし・たかし）
編集
文光堂

小児の生理学的特性や心身の発達などを含め、小児科学における重要な項目すべ
てを適切かつ簡潔に解説したテキスト。小児保健の知識等、現代の小児科診療
に必要な内容を積極的に取り上げた改訂第10版。

医学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎494.93 件名◎透析 ■ワ
10,225p
冊子版 978-4-8306-8144-8 2011.09

*1031959567*
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◎493.2 件名◎循環器病 ■ジ
143p
冊子版 978-4-8306-8149-3 2013.02

*1031507084*
医学
同時アクセス1 52,800円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎493.9 件名◎小児科学 ■シ
1141p
冊子版 978-4-8306-3034-7 2011.04

*1031507082*
小児科診療のお悩み相談室

子どもの診療が苦手な人のための Q＆A
末廣豊
（すえひろ・ゆたか）
編
文光堂

緊急性のある場合のサインは? 虐待を疑うのはどんなとき? 脱水症、熱中症で大切
なことは ? 初歩的すぎて誰にも相談できない悩みから、親への説明のコツ、日常診
療のちょっとした落とし穴までを、Q＆A 形式で解説する。

小児外来診療のコツとワザ 今日から実践できる40の Tips!

医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
215p
冊子版 978-4-8306-3037-8 2014.06

*1032288289*
医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎493.92 件名◎小児科学 ■シ
よちよち歩き骨折とは ? 釣り針が刺さってしまったら? 医療設備や器具が満足に揃っ 201p
ていない地域の診療所でも役立つ、小児診療のコツとワザを多数紹介。日常診療 冊子版 978-4-8306-1029-5 2020.04
熊谷秀規
（くまがい・ひでき）
編集
文光堂

における「子どもならでは」の問題に対するヒントが満載。

*1032383740*
小児臨床栄養マニュアル チームで実践 !!

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◎493.983 件名◎小児栄養 ■シ
小児栄養管理の基本、各種疾患・病態における小児栄養管理、チーム医療など、 258p
大人とは異なるこどもの栄養管理の実際を、ポイントやコツを交えてわかりやすく解説。 冊子版 978-4-8306-6059-7 2012.02
高増哲也
（たかます・てつや）
編集
文光堂

深津章子
（ふかつ・あきこ）
編集

*1031254969*
心電図で見方が変わる急性冠症候群
小菅雅美
（こすげ・まさみ）
著
文光堂

木村一雄
（きむら・かずお）
監修

急性冠症候群の心電図診断の必携書。心電図を掲載しながら、症例に学ぶ心電
図診断のポイントをわかりやすく解説する。実際の臨床経験に基づいた知識と知恵
が満載。

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◎492.123 件名◎心電図 コシ 89p
冊子版 978-4-8306-1925-0 2015.04

*1031418076*
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心不全をマスターする 病態を理解して治療できる医師になろう

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
服部隆一
（はっとり・りゅういち）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

収縮性 / 拡張性心不全の病態と関連する疾患、最新の治療をわかりやすく解説。
相互に関連する事項には参照リンクを提示し、心不全診療の「いま」がオーバービュー
できる。心不全の臨床研究一覧も収載。

心房細動のトータルマネジメント 治療の常識が変わる!

医学
同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎493.235 件名◎心不全 ■シ
10,295p
冊子版 978-4-8306-8150-9 2013.03

*1032288291*
医学

同時アクセス1 16,280円 + 税
同時アクセス3 24,420円 + 税
分類◎493.23 件名◎心房細動 ■シ
心房細動のトータルマネジメントの最新情報をまとめたテキスト。「脈のコントロー 214p
ルから生命予後の改善へ」と大きく変貌している心房細動治療を、エキスパート 冊子版 978-4-8306-1922-9 2014.03
伊藤浩
（いとう・ひろし）
編集
文光堂

が解説する。また、知っておくべき心房細動の知識も収録。

*1031507083*
新しい薬疹 薬剤による皮膚有害事象の新タイプ

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◎494.8 件名◎皮膚病 ■ア 178p
近年、多様な薬剤が登場し、従来にはなかった新しいタイプの薬疹が報告されて 冊子版 978-4-8306-3471-0 2019.11
戸倉新樹
（とくら・よしき）
編集
文光堂

いる。現在日常的にみられる、薬剤による皮膚有害事象をまとめ、発生機序、症状、
対処法について詳細に解説する。臨床写真もふんだんに掲載。

*1031828314*
図解診療放射線技術実践ガイド

第一線で必ず役立つ知識・実践のすべて 第4版

遠藤啓吾
（えんどう・けいご）
編集主幹
文光堂

杜下淳次
（もりした・じゅんじ）
編集委員

放射線技術学の知識と実践をまとめたガイド。放射線部門で働くための基礎知識
から、放射線画像検査技術、核医学検査技術、放射線治療技術、放射線管理
までを、豊富な図版とともに解説する。内容を大幅に刷新した第4版。

正常がわかる胎児超音波検査
馬場一憲
（ばば・かずのり）
編集
文光堂

市塚清健
（いちずか・きよたけ）
編集

胎児形態異常スクリーニング検査の方法について解説し、異常所見や妊娠初期（10
～13週）と後期（28～31週）のスクリーニング法（レベル1）を紹介する。「超
音波胎児形態異常スクリーニング」の姉妹書。

医学
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎492.4 件名◎放射線医学 ■ズ
1026p
冊子版 978-4-8306-4232-6 2020.01

*1031853791*
医学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎495.6 件名◎胎児 ■セ 94p
冊子版 978-4-8306-3747-6 2016.04

*1031853794*
精神医学 第5版
大月 三郎
文光堂

精神医学の広汎な領域について整理された知識を提供し，他分野，諸科学との基
礎的関連事項の記載に留意して総合的にまとめられた新しい教科書．高度国際化
の現状にあわせて，各論の記載は国際疾病分類に準拠した．巻末には英・独・和
ならびに独・英・和対照用語集を収載．

脊髄損傷理学療法マニュアル 第3版
岩崎洋
（いわさき・よう）
編著
文光堂

豊富な図を用いながら脊髄損傷へのアプローチをまとめた実践書。基本動作、
ADL 動作、応用動作を獲得していく過程を中心に、脊髄損傷の理学療法のすべ
てをマニュアル化する。現状に即した内容とした第3版。

医学
同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-3619-6

*1031507088*
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◎494.66 件名◎脊髄－疾患 イセ
442p
冊子版 978-4-8306-4581-5 2020.02

*1031959563*
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2003

炭酸ガスレ－ザ－治療入門 ―美容皮膚科医・形成外科
医のために―
葛西健一郎
文光堂

炭酸ガスレーザーで治療できる皮膚疾患（黒子，脂漏性角化症，老人性色素斑，
スキンタッグ，ニキビアト…など）とその方法について，基本から丁寧に解説した．
写真が豊富でわかりやすく，初めて炭酸ガスレーザー治療に取り組む形成外科医，
美容皮膚科医に最適の1冊である．

超音波胎児形態異常スクリーニング

産婦人科医・助産師・臨床検査技師のために

馬場一憲
（ばば・かずのり）
編集
文光堂

市塚清健
（いちずか・きよたけ）
編集

胎児超音波検査を行う際に何を捜せばよいのかをスクリーニングのチェック項目とし
て示すとともに、それによって見つかる可能性のある形態異常の超音波像をまとめる。
「産婦人科研修の必修知識2013」準拠。

内科レジデント実践マニュアル
経時的流れに応じた適切な治療

原和弘
（はら・かずひろ）
監修
文光堂

第11版

三井記念病院内科編集

内科レジデントを対象に、代表的疾患のマネジメントのガイドラインを示した、外来・
病棟・当直で役立つコンパクトなマニュアル。針刺し事故の対応、感染症・違法
薬物の迅速検査、主な抗菌薬の略語一覧等も収録。

内科主訴25の確定診断術 問診スキルでここまで絞り込める!
塩尻俊明
（しおじり・としあき）
編集
文光堂

熱が出た、呼吸が苦しい、めまいがする、しびれる…。内科主訴25を取り上げ、
問診にその他の所見を組み合わせて確定診断へ至る筋道をスッキリ整理。スマー
トな鑑別診断の極意を伝授する。

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◎
冊子版 978-4-8306-2620-3

2008

*1031350445*
医学
同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎495.6 件名◎胎児 ■チ 135p
冊子版 978-4-8306-3744-5 2015.04

*1031853793*
医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎493 件名◎内科学 ■ナ 437p
冊子版 978-4-8306-2049-2 2020.03

*1032288283*
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◎492.1 件名◎診断学 ■ナ 343p
冊子版 978-4-8306-1018-9 2013.08

*1031853792*
脳神経外科診療プラクティス 3

脳神経外科医のための脳機能と局在診断

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◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
335p
脳神経外科診療に重要と思われる神経症候をピックアップし、それぞれのメカニズム、 冊子版 978-4-8306-2403-2 2014.10
橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

分類、評価（診断）などについて、図を交えて解説する。日常臨床と、その背景
となる神経学的知識を整理するのに役立つ。

脳神経外科診療プラクティス 6

脳神経外科医が知っておくべきニューロサイエンスの知識

橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

膨大なニューロサイエンス分野の中から、脳神経外科診療にとって特に重要と思
われる項目を取り上げ、図表や写真を用いて視覚的に理解できるよう解説する。脳
神経外科研修医から専門医取得後の医師まで広く想定したテキスト。

脳神経外科診療プラクティス 1 脳血管障害の急性期マネジメント
橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

脳血管障害発症直後の病院前救護、病院の救急外来、ストロークユニットをはじ
めとした急性期病棟等の場面を取り上げ、実際の担当医の思考や動きに沿って、
押さえておくべき事項をまとめる。それらの理論的背景も解説する。

*1031959569*
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◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
226p
冊子版 978-4-8306-2406-3 2015.10

*1031959570*
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◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
286p
冊子版 978-4-8306-2401-8 2014.03

*1032288287*
911

脳神経外科診療プラクティス 4 神経救急診療の進め方

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◎494.627 件名◎脳神経外科 ■ノ
神経救急診療で押さえておくべき事項について、受傷（発症）直後の病院前救護、 264p
病院の救急外来、救命救急センターをはじめとした急性期病棟といった場面を切り 冊子版 978-4-8306-2404-9 2014.10
橋本信夫
（はしもと・のぶお）
監修
文光堂

飯原弘二
（いいはら・こうじ）
シリーズ 編集

取り、実際の担当医・担当者の思考や動きに沿って解説する。

*1032288288*
皮膚科トラブル 対応テキスト
出光俊郎
（でみつ・としお）
編
文光堂

皮膚科専門医でも手こずるトラブルへの対応について解説した実践書。診断や治
療のトラブルをはじめ、合併症や思いがけない事態の発生などを取り上げ、トラブ
ルの原因、対応、予防・回避策、トラブル後のフォローを示す。

医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚科学 ■ヒ
228p
冊子版 978-4-8306-3468-0 2019.05

*1031132309*
皮膚疾患超音波アトラス

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚病 サヒ 261p
表皮真皮の疾患に対してより高分解能のある22MHz の高周波超音波検査プロー 冊子版 978-4-8306-3470-3 2019.06
沢田泰之
（さわだ・やすゆき）
著
文光堂

ベを使用したアトラス。皮下腫瘍、皮膚腫瘍、炎症性疾患などについて、臨床写
真、超音波検査、病理組織が同一の症例、同一の断面で比較できる。

*1031254971*
皮膚病アトラス 第5版
西山 茂夫
文光堂

皮膚科学教科書として定評のある西山皮膚病アトラスが大幅改訂．本書では総論
「発疹のみかた」で1つ1つの発疹の特徴をつかみ，その上で各論に進んで，非常
に臨床に即した力をつけることができる．今回の改訂では，新しい皮膚疾患や全身
疾患関連の皮膚症状（デルマドローム）を追加．また新たに口腔粘膜，舌の疾患
の項を設けた．

皮膚病理のすべて 1 基礎知識とパターン分類
真鍋俊明
（まなべ・としあき）
編集
文光堂

安齋眞一
（あんさい・しんいち）
編集

皮膚の病理組織像をみるための基本的な知識から、パターン分類で診断に迫る理
論までを具体的かつ明確に解説。従来の皮膚病理教科書の絵合わせ診断ではな
く、診断に到達するためのパターン認識の考え方が基本から学べる。

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◎
冊子版 978-4-8306-3445-1

2004

*1031418077*
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◎494.8 件名◎皮膚病 ■ヒ 453p
冊子版 978-4-8306-3469-7 2019.06

*1031254972*
非定型 パーキンソニズム 基礎と臨床

医学

同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎493.74 件名◎パーキンソン病 ■
非定型 パーキンソニズムは進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症などパー ヒ 27,242p
キンソン病に似た症状を示す疾患群。疾患ごとの歴史、診断基準、画像・病理所見、 冊子版 978-4-8306-1547-4 2019.05
下畑享良
（しもはた・たかよし）
編集
文光堂

治療を提示し、病態解明や治療法の確立に向けた最新情報をまとめる。

*1031132306*
美容皮膚科はじめの一歩 生粋の皮膚科医によるまじめな美容皮膚科
川端康浩
（かわばた・やすひろ）
編・著
文光堂

生粋の皮膚科医が、美容皮膚科をはじめるにあたっての心構え、準備・手続き、
研鑽方法などを紹介。また、ケミカルピーリングといった、美容皮膚科各論の基礎
的理論と基本手技、トラブルの解決方法等を解説する。

医学
同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎494.8 件名◎皮膚科学 カビ
265p
冊子版 978-4-8306-3467-3 2019.04

*1031132302*
912

分子標的 /Bio 時代のリウマチ・膠原病治療ストラテジー

〈リウマチ・膠原病診療 ハイグレード〉
松本功
（まつもと・いさお）
ゲスト編集
文光堂

保田晋助
（やすだ・しんすけ）
ゲスト編集

リウマチ・膠原病患者への初診時のアプローチや患者背景に応じた治療選択など
を示したリファレンス・ブック。各疾患の概念と病態、治療選択へのアプローチ、
標準治療、複雑・重篤な病態の治療を解説。よくある疑問にも答える。

麻酔科トラブルシューティング A to Z
高崎眞弓
（たかさき・まゆみ）
編集
文光堂

河本昌志
（かわもと・まさし）
編集

麻酔の始まりから終わりまでの間に起こる約280項目のトラブルと疑問について、具
体的な対処法を解説。項目は「術前」「術中・術後」、さらに臓器別に分けて掲
載する。探しやすいキーワード一覧も収録。

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◎493.6 件名◎リウマチ ■ブ 422p
冊子版 978-4-8306-2058-4 2015.10

*1031418078*
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◎494.24 件名◎麻酔 ■マ
23,637p
冊子版 978-4-8306-2832-0 2010.10

*1031959566*
目でみる妊娠と出産 〈Visual Series〉
馬場一憲
（ばば・かずのり）
編集
文光堂

「胎児・新生児」「母体」「分娩」の3部構成で産科領域の必要事項を網羅。わ
かりやすいイラストと臨床で使えるデータをふんだんに盛り込み、産科や新生児に
ついてわかりやすく解説する。

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎495.6 件名◎妊娠 ■メ 253p
冊子版 978-4-8306-3122-1 2013.09

*1032288290*
輸液のコツとポイント 原則から処方の具体例までわかる

〈Bunkodo Essential ＆ Advanced Mook〉
畑啓昭
（はた・ひろあき）
編集
文光堂

BEAM 編集委員会編集

覚えておくと必ず役立つ輸液の基礎知識を解説。輸液が必要がどうかの判断から、
輸液を止めるタイミングまで、診療科・疾患ごとの輸液のポイントがわかる。具体
的な商品名をあげた、実践的な処方例も掲載。穴埋め問題つき。

予防に導くスポーツ整形外科

医学
同時アクセス1 13,640円 + 税
同時アクセス3 20,460円 + 税
分類◎492.26 件名◎輸液 ■ユ
12,353p
冊子版 978-4-8306-8145-5 2012.02

*1031959568*
医学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎494.7 件名◎整形外科学 ■ヨ
アスリートに発生する主要な整形外科疾患の疫学や発症メカニズム・動作分析な 31,525p
どの基礎的知識から予防のためのトレーニング、再発予防のためのリハビリテーショ 冊子版 978-4-8306-5189-2 2019.11
古賀英之
（こが・ひでゆき）
編集
文光堂

二村昭元
（にむら・あきもと）
編集

ン・外科的治療までを、最新のエビデンスに基づいて具体的に解説。

*1031828310*
理学療法プログラムデザイン

ケース別アプローチのポイントと実際

2

医学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎492.5 件名◎理学療法 ■リ
321p
片麻痺、パーキンソン、体幹、肩関節、股関節、膝関節、脳性麻痺、失調、呼吸、 冊子版 978-4-8306-4390-3 2012.05
武富由雄
（たけとみ・よしお）
監修
文光堂

市橋則明
（いちはし・のりあき）
編集

脊髄損傷、高齢者に分け、問題を抱えたケースを合計106列挙。ケースごとに「解
説」「理学療法のポイント」「理学療法の実際」を提示する。

理学療法プログラムデザイン ―ケース別アプローチのポ
イントと実際―
武富 由雄
文光堂

「片麻痺」「パーキンソン病」「体幹」「肩関節」「股関節」「膝関節」「下腿・
足関節」に分けて構成．それぞれ具体的な問題を抱えたケースが119列挙されて
いる．ケースごとに「解説」「理学療法のポイント」「理学療法の実際」に分け，
理学療法そのもののみを記してある．

*1031350451*
医学
同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-4352-1

2009

*1031350448*
913

理学療法リスク管理・ビューポイント
文光堂

本書では，リスク管理を具体的に理解するためのエピソードを中心に，リスクの重
要度，考えられるリスク，対応策について解説．PBL（Problem Based Learning
問題基盤型学習）の例題を満載し，重要なチェックポイントおよび対策をわかりやす
く簡潔に示した．

医学
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8306-4341-5

2007

*1031828323*
臨床実践体幹の理学療法 〈教科書にはない敏腕 PT のテクニック〉
松尾善美
（まつお・よしみ）
監修
文光堂

橋本雅至
（はしもと・まさし）
編集

実際に臨床現場で行われ、結果を出している体幹の理学療法テクニックを解説。
腰痛に対する理学療法を例示するほか、臨床上工夫された体幹機能の評価方法
や運動療法などを取り上げる。

医学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎493.6 件名◎腰痛 ■リ 179p
冊子版 978-4-8306-4577-8 2019.08

*1031418082*
アスレティックトレーニング学

アスリート支援に必要なクリニカル・エビデンス

スポーツ、体育

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎780.19 件名◎スポーツ医学 ■
ア 465p
アスリートの支援に必要となるエビデンスに基づいた知識と技術を網羅したテキスト。 冊子版 978-4-8306-5191-5 2019.12
広瀬統一
（ひろせ・のりかず）
編集
文光堂

泉重樹
（いずみ・しげき）
編集

エントリーレベルの標準的な記述を中心に、競技現場でも継続して活用することの
できる実践的な内容まで解説する。

イラスト図解筋力トレーニング 医・科学的根拠に基づくアプローチ

*1031828319*
スポーツ、体育

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎780.7 件名◎筋力トレーニング ■
スポーツ医・科学の理論に基づいた正しい筋力トレーニングを紹介。筋力トレーニ イ 11,491p
ングの基礎、部位別の正しいトレーニング方法、スポーツ動作別筋力トレーニング 冊子版 978-4-8306-5190-8 2019.11
松本秀男
（まつもと・ひでお）
編集
文光堂

今井覚志
（いまい・さとし）
編集

を取り上げる。

*1031828315*
健康運動指導士試験要点整理と実践問題 第2版

スポーツ、体育

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ S780.19 件名◎スポーツ医学 ■
健康・体力づくり事業財団が認定する「健康運動指導士」の試験対策テキスト． ケ 241p
2019年度版の健康運動指導士養成講習会テキストの改訂内容に完全対応！ 各章 冊子版 978-4-8306-5188-5 2019.08
稲次潤子
（いなじ・じゅんこ）
監修
文光堂

上岡尚代
（かみおか・なおよ）
編集

ごとに，
「整理と暗記」と「予想問題」に分けて解説．

*1031418081*

914

へるす出版
トリアージナースガイドブック 2020

医学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 17,600円 + 税
分類◎492.916 件名◎救急看護 ■ト
救急外来看護師のみならず、一般病棟の看護師、在宅訪問の看護師など、急な 215p
症状を有する患者の対応にあたるすべての看護師のためのトリアージガイド。
トリアー 冊子版 978-4-89269-986-3 2019.10

日本救急看護学会監修 日本救急看護学会トリアージ委員会編集
へるす出版

ジとは何かから、主要症状別・対象別のトリアージまでを解説する。

*1032295315*
ナースのためのくすりの事典 2020

医学

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎499.1 件名◎医薬品 ■ナ
医薬品を薬効別に分類し、一般名を50音順に記載。商品名・適応症・用法用量 45,685p
のほか、副作用、使用上の注意、看護のポイント、患者・家族への指導のポイン 冊子版 978-4-89269-993-1 2020.01
守安洋子
（もりやす・ひろこ）
著
へるす出版

原景子
（はら・けいこ）
著

トなどを収録。身につけておきたい基礎知識をQ＆A 形式でフォロー。

*1031496581*
外傷専門診療ガイドライン JETEC 改訂第2版
日本外傷学会監修 日本外傷学会外傷専門診療ガイドライン改訂第2版編集委員会編集
へるす出版

日本外傷学会が認定する外傷専門医に必要な知識をまとめた診療ガイドライン。
外傷診療体系論、チームアプローチなどのほか、損傷部位ごとに戦略と戦術を連
続して解説。爆傷についても取り上げる。

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◎494.3 件名◎外傷 ■ガ 489p
冊子版 978-4-89269-954-2 2018.06

*1031496582*
救急救命士実践力アップ119
桂田菊嗣
（かつらだ・きくし）
編著
へるす出版

瀧野昌也
（たきの・まさや）
編著

現役の救急救命士に向けた実践的な問題集。現場で得られる情報を基に、具体
的な対応法を尋ねる問題を119問収録する。「誤嚥と誤飲」「もっとも速い冷却法は
何か」といったコラムも掲載。

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◎492.29 件名◎救急療法 ■キ
244p
冊子版 978-4-89269-972-6 2019.04

*1032295314*
救急撮影ガイドライン 救急撮影認定技師標準テキスト 改訂第3版

医学

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 25,520円 + 税
分類◎ 件名◎放射線診断学 ■キ 296p
救急医療概論から外傷・内因性疾患ごとの救急撮影、安全管理の技術と知識まで、 冊子版 978-4-89269-999-3 2020.04

日本救急撮影技師認定機構監修
へるす出版

今日における救急放射線技術の最先端をまとめた救急撮影技師認定試験の標準テ
キスト。新たなエビデンスやガイドラインを加筆した改訂第3版。

*1032295317*
現場で使えるプレホスピタル 実践英会話ポケットブック 第2版

医学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎492.29 件名◎救急療法 フゲ
救急の現場活動ですぐ使える英会話フレーズ集。よく遭遇する症例をピックアップし、 127p
SNSアプリ「LINE」のようなレイアウトで救急隊員と傷病者・家族の会話を再現。 冊子版 978-4-89269-994-8 2020.02

藤原ウェイン翔
（ふじわら・うぇいん しょう）
著
へるす出版

坂本哲也
（さかもと・てつや）
監修

日本語訳も付す。消防隊員向けに救助の場面も収録する。

動画

*1031657005*
在宅医ココキン帖
市橋亮一
（いちはし・りょういち）
編著
へるす出版

医学
紅谷浩之
（べにや・ひろゆき）
編著

在宅医療を実践していくうえで求められる知識を「疾患×時系列」という形でコンパ
クトにまとめた“ 心得禁忌 =ココキン” 帖。デキる在宅医のアタマの中を見える化し、
患者紹介や緊急往診などその時々に必要な事柄を解説する。

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 件名◎在宅医療 ■ザ 223p
冊子版 978-4-89269-981-8 2019.07

*1032295313*
915

消毒と滅菌のガイドライン 2020年版

医学

同時アクセス1 9,460円 + 税
同時アクセス3 18,920円 + 税
分類◎498.6 件名◎感染症対策 ■シ
消毒・滅菌の基本的な考え方や消毒薬の使い方、感染症（病原体）別の消毒法、 203p
多様な滅菌法の原理・適応など、院内の消毒・滅菌に必要な知識を網羅。新型 冊子版 978-4-89269-995-5 2020.02

大久保憲
（おおくぼ・たかし）
編集
へるす出版

尾家重治
（おいえ・しげはる）
編集

コロナウイルス感染症の情報も掲載する。

*1031629231*
胆膵 EUS 教本 コンベックスEUSを極める

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◎492.14 件名◎胆道－検査法 ■
胆道・膵臓疾患の診断と治療に必要不可欠な内視鏡手技である超音波内視鏡 タ 66p
（EUS）。挿入方法から、十二指腸球部・十二指腸下行部の操作、腹腔内動脈 冊子版 978-4-89269-944-3 2018.04
大西洋英
（おおにし・ひろひで）
監修
へるす出版

関根匡成
（せきね・まさなり）
編集

の観察、術後腸管までを解説する。EUS 動画が閲覧できるURL 付き。

*1032295316*
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勉誠出版
デジタルアーカイブ・ベーシックス Digital Archive Basics 2
災害記録を未来に活かす

今村文彦
（いまむら・ふみひこ）
監修
勉誠出版

鈴木親彦
（すずき・ちかひこ）
責任編集

大地震、豪雨による土砂災害…。震災・災害の記憶を風化させずに未来の防災
に活かしていくためにも、その記憶をいかに残していくか。各種機関、企業が行なっ
ているデジタルアーカイブの取り組みを紹介する。

デジタルアーカイブ・ベーシックス Digital Archive Basics 3

自然史・理工系研究 データの活用
井上透
（いのうえ・とおる）
監修
勉誠出版

中村覚
（なかむら・さとる）
責任編集

自然科学、理工デジタルアーカイブが生み出す知とは ? 高等教育機関、研究機
関等が開発・運用している各種データベースや Web サイトを紹介し、天文学、生
物学、環境学などの自然科学分野における取組みの事例を一望する。

唐代通行『尚書』の研究 写本から刊本へ
山口謠司
（やまぐち・ようじ）
著
勉誠出版

儒教の最重要経典のひとつ「尚書」。唐代に通行していた各種写本の本文中の揺
れ（異同）、魏晋時代の写本の思想的諸解釈の可能性、宋代の刊本の出現の意
義などを考察。種々の写本資料を駆使し、唐代通行の「尚書」を復元する。

総記
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.5 件名◎デジタルアーカイブ
■デ 274p
冊子版 978-4-585-20282-0 2019.08

*1030831386*
総記
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.5 件名◎デジタルアーカイブ
■デ 233p
冊子版 978-4-585-20283-7 2020.04

*1031814474*
東洋思想
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎123.2 件名◎書経 ヤト 460p
冊子版 978-4-585-29187-9 2019.10

*1031137133*
国体はどのように語られてきたか 歴史学としての「国体」論
小林敏男
（こばやし・としお）
著
勉誠出版

国家の特殊性・固有性を志向する思想・言説の史的展開を探る歴史学としての国
体論。幕末、後期水戸学における国体観から、終戦を経た新憲法制定、象徴天
皇制に関わる国体論にいたるまでを通史的に解説する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎155 件名◎国体 ココ 286p
冊子版 978-4-585-22228-6 2019.02

*1032326644*
上海におけるプロテスタント

現代中国の都市と宗教空間をめぐる変遷

キリスト教

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎プロテスタント－中国 ムシ
296,9p
急速な経済発展と社会の変化が宗教に与える影響とは。国家によって宗教活動に 冊子版 978-4-585-21055-9 2020.05
村上志保
（むらかみ・しほ）
著
勉誠出版

対する様々な制限を受けながらも、現代を生きる中国プロテスタントたちの姿を、経
済都市上海でのフィールドワークを通して描く。

英国の出版文化史 書物の庇護者たち

*1031873751*
図書、書誌学

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎023.33 件名◎出版－イギリス シ
現在の出版流通が成立する以前の書物を支えていたのは、パトロンの存在だった－。 エ 352p
西洋における中世以降の書物の成り立ちを辿りながら、作家、パトロン、書籍、新 冊子版 978-4-585-22251-4 2019.09
清水一嘉
（しみず・かずよし）
著
勉誠出版

聞、広告といった18世紀イギリスの出版文化の全貌に迫る。

*1031274412*
江戸庶民の読書と学び
長友千代治
（ながとも・ちよじ）
著
勉誠出版

教養ブームは江戸時代にもあった! 当時のベストセラーである啓蒙書や教養書、そ
して、版元・貸本屋の記録など、人びとの読書と学びの痕跡を残す諸資料の博捜
により、日本近世における教養形成・書物流通の実情を描き出す。

図書、書誌学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎023.1 件名◎出版－日本 ナエ
322,10p
冊子版 978-4-585-22193-7 2017.10

*1031325276*
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カピタン最後の江戸参府と阿蘭陀宿 歩く、異文化交流の体現者

日本史

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－江戸時
鎖国下、出島のカピタン（オランダ商館長）が日蘭貿易の継続を求めて行った「江 代 カカ 255p
戸参府」。その最後の旅の全行程を、国内外の史・資料から再現。多数のエピソー 冊子版 978-4-585-22244-6 2019.07
片桐一男
（かたぎり・かずお）
著
勉誠出版

ドを紹介しつつ、江戸幕府の対外政策の実態を解明する。

*1030831385*
ニコラエフスクの日本人虐殺 一九二〇年、尼港事件の真実

日本史

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎210.69 件名◎尼港事件
（1920）
ロシア革命後の、赤色 パルチザンの実態とは ? 1920年にロシア極東のニコラエ グニ 326p
フスク市で起きた日本人虐殺事件「尼港事件」の真実を、事件直後のロシア「調 冊子版 978-4-585-22274-3 2020.04
アナトーリー・グートマン著
勉誠出版

長勢了治
（ながせ・りょうじ）
訳

査委員会」報告と生き証人達の生々しい証言で明らかにする。

*1031814472*
近世豪商・豪農の〈家〉経営と書物受容 北奥地域の事例研究
鈴木淳世
（すずき・よしとき）
著
勉誠出版

19世紀前半。相次ぐ飢饉や財政窮乏などに対し、北奥・八戸藩で対照的な行動
をなした豪商・豪農を取り上げ、その背景にある思想の形成過程を蔵書体系や書
物受容から探り、共同体との共生においての「知」の関わりを描き出す。

日本史
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 38,500円 + 税
分類◎212.1 件名◎八戸藩 スキ
457,8p
冊子版 978-4-585-22265-1 2020.02

*1031616150*
三島由紀夫と青年将校 五・一五から二・二六

日本史

同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎210.7 件名◎日本－歴史－昭和時
維新でほろんだ幕府親藩大名の末裔で、二・二六事件決起将校や特攻隊の霊が 代 スミ 198p
憑依したかのように「憂国」「英霊の聲」を書いた三島由紀夫。三島の出生から 冊子版 978-4-585-22259-0 2019.11
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

自決した45歳までをたどりながら、太平洋戦争へと進む日本の姿を描く。

*1031274414*
史料が語るノモンハン敗戦の真実

日本史

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎210.7 件名◎ノモンハン事件
ノモンハンは大東亜戦争の縮図。スターリンの策略にしてやられた戦いだった…。 （1939）アシ 262p
昭和の陸軍の対ソ準備、参謀本部と関東軍の対立が生じた理由、日本陸軍の廃 冊子版 978-4-585-22250-7 2019.09
阿羅健一
（あら・けんいち）
著
勉誠出版

院などを、史料をひもとき論じる。

*1030990080*
邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!!

「畿内説」における
「失敗の本質」 〈勉誠選書〉
安本美典
（やすもと・びてん）
著
勉誠出版

「根拠なき信念」に取り憑かれ、事実よりマスコミ発表を重視する研究者たち。邪
馬台国は福岡県朝倉市地域にあったことを詳述し、「畿内説」がデータの改ざんな
ど、「研究不正」の域に達していることを論じる。

神功皇后と広開土王の激闘 蘇る大動乱の五世紀

〈推理・邪馬台国と日本神話の謎〉

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎210.273 件名◎邪馬台国 ヤヤ
32,252p
冊子版 978-4-585-22243-9 2019.09

*1030831380*
日本史

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
ヤジ 294p
風雲の5世紀は、高句麗の広開土王と日本の神功皇后によってはじまった－。「古 冊子版 978-4-585-22561-4 2019.03
安本美典
（やすもと・びてん）
著
勉誠出版

事記」「日本書紀」などに記されている神功皇后の朝鮮半島侵攻の話はつくり話な
のか。内外の文献から史実の核を抽出し、大動乱の時代を復元する。
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*1032019486*

雪の二・二六 最大の反戦勢力は粛清された
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

第一次世界大戦で戦勝国となった日本は、第二次世界大戦では米・英と戦ってみ
じめな敗戦国となった。この大きな曲がり角が二・二六事件である－。第一次世界
大戦への参戦から二・二六事件による統制派の完勝までを検証する。

日本史
同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎210.7 件名◎日本－歴史－昭和時
代 スユ 194p
冊子版 978-4-585-22249-1 2019.09

*1030831382*
戦国期武田氏領の研究 軍役・諸役・文書
柴辻俊六
（しばつじ・しゅんろく）
著
勉誠出版

戦国期における武田氏の領国支配の構造はいかなるものであったのか。武田氏の
権力基盤を構成していた家臣団と在郷の諸階層の実態、武田氏領の崩壊過程と、
徳川家康への領国体制の継承状況などを論じる。

日本史
同時アクセス1 26,950円 + 税
同時アクセス3 37,730円 + 税
分類◎210.47 件名◎日本－歴史－室町
時代 シセ 382p
冊子版 978-4-585-22248-4 2019.08

*1030990081*
日中戦争の正体 中共・ソ連・ドイツにだまされた

日本史

同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎210.74 件名◎日中戦争
（1937～
蔣介石軍を指揮し、昭和12年8月13日に上海で日本軍に奇襲総攻撃を仕掛けたド 1945）スニ 212p
イツ軍事顧問団。石原莞爾ら陸軍参謀本部の早期和平論こそが、太平洋戦争を 冊子版 978-4-585-22271-2 2020.03
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

避ける正しい選択だったとする著者が、日中戦争の正体を暴く。

*1031670255*
日本の建国 神武天皇の東征伝承・五つの謎 〈勉誠選書〉
安本美典
（やすもと・びてん）
著
勉誠出版

神武天皇の建国伝承は、史実なのか、神話なのか、単なる作り話なのか。「古事
記」や「日本書紀」は、なぜ長い神話を語らなければならなかったのか。日本のは
じまりを考察する。長浜浩明著「日本の誕生」の徹底批判も収録する。

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 ヤニ
253p
冊子版 978-4-585-22281-1 2020.06

*1032310311*
日本近世社会と町役人

日本史

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎215.1 件名◎山梨県－歴史 モニ
日本近世社会において、支配者である武士と都市の民衆との結節点を担った町役 240,6p
人。彼らは如何にして自身の家を存続させていったのか。伝来した史料等の博捜に 冊子版 978-4-585-22266-8 2020.02
望月良親
（もちずき・よしちか）
著
勉誠出版

より彼らの姿を明らかにし、新たな近世社会の様相を描き出す。

*1031670260*
発見 ! ユダヤ人埴輪の謎を解く
田中英道
（たなか・ひでみち）
著
勉誠出版

日本で、高い帽子、伸びた髭、豊かなもみあげをつけたユダヤ人埴輪が多数出土
している。それは秦氏一族である－。古代史の謎を、形象学・遺伝子学・文献学
から実証的に解明する。

日本史
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 3,850円 + 税
分類◎210.32 件名◎埴輪 タハ 179p
冊子版 978-4-585-22252-1 2019.10

*1030990083*
鳳岡林先生全集 第1巻～第4巻 影印
林鳳岡
（はやし・ほうこう）
著
勉誠出版

徳田武
（とくだ・たけし）
編

江戸前期の漢学界を代表する林鳳岡の文章の影印を集成。その詩と散文から、
江戸前期の生活や政治、学問、日中韓の交流史を構築する手掛かりともなる朝鮮
通 信 使との交 流、中
分売不可
国文化の捉え方などを
セットバーコード
知ることができる。

*9784585290605*

日本史
本体84,000円 + 税
同時アクセス1 184,800円 + 税
同時アクセス3 277,200円 + 税
分類◎121.54 ハホ
冊子版 978-4-585-29060-5(set)
2014.02
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幕末政治と開国 明治維新への胎動
奥田晴樹
（おくだ・はるき）
著
勉誠出版

幕末日本の政治が「開国」という問題に直面するなかで、国家の体制はいかに変
容し、対応していったのか。変革の核心をなす「国制」の問題に焦点を絞り、幕
末維新の変革がどのように始まったか、その背景と経緯を論述する。

日本史
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎210.58 件名◎日本－歴史－幕末
期 オバ 407p
冊子版 978-4-585-22221-7 2018.10

*1032326646*
名将山本五十六の絶望

日本史

同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－大正時代 スメ
戦争回避を望みながらも、日本征服を狙ったオレンジ計画を奉じるアメリカと戦い敗 218p
れた山本五十六。彼を中心に、ワシントン海軍軍縮条約、大艦巨砲主義を目指し 冊子版 978-4-585-22284-2 2020.07
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

た五・一五事件、日中戦争への深入りなどについて綴る。

*1031983374*
新羅中古期の史的研究

アジア史、東洋史

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎ 件名◎朝鮮－歴史－新羅時代 タ
朝鮮半島の古代史で主導的役割を担った新羅について、新羅中古期
（514～654年） シ 538,12p
を中心に考究。各種の新羅碑文を諸史料とともに読み込み、当時の東アジアの国 冊子版 978-4-585-22278-1 2020.07
武田幸男
（たけだ・ゆきお）
著
勉誠出版

際関係における新羅の史的実態とその展開過程を明らかにする。

*1032433692*
岐点の軌跡 続 老いてなお岐点あり

伝記

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎289.1 件名◎北原保雄 キキキ
託された任務は、衰退する地方私立大学の再興と人口減少に悩む地方都市の再 577p
活性化－。新潟産業大学学長を務めた著者が、ふるさとである新潟県柏原市にお 冊子版 978-4-585-28503-8 2020.03
北原保雄
（きたはら・やすお）
著
勉誠出版

ける努力と、新潟産業大学での模索などについて綴る。

*1031866383*
浮世絵・名所図会で楽しむ伊勢屋と犬の伊勢参り
吉元昭治
（よしもと・しょうじ）
著
勉誠出版

お江戸日本橋の商人・伊勢屋助衛は、ふと思い立ち飼犬の金をお供に伊勢参りの
旅へ…。弥次喜多の「東海道中膝栗毛」を下敷きにした珍妙な物語。浮世絵・
名所図会などのカラー図版も多数収録する。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 5,830円 + 税
分類◎291.5 件名◎東海道 ヨウ 110p
冊子版 978-4-585-27053-9 2019.12

*1031274413*
激動の世界に対処する思考の転換5つの鍵

社会科学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎304 件名◎日本 イゲ 271p
劣後する国力、つるべ落としの人口減少、社会道徳の混乱…末期症状を断ち切る 冊子版 978-4-585-23074-8 2020.04
飯田汎
（いいだ・ひろし）
著
勉誠出版

には、心の転換が不可欠。東京大学における講義録や、多数の講演から選び抜
いたキーワードをもとに課題を摘出。思考の転換5つの鍵として論じる。

*1031670258*
新しいナショナリズムの時代がやってきた!
加瀬英明
（かせ・ひであき）
著
勉誠出版

ケント・ギルバート著

コロナ禍と米大統領選、台頭する独裁者・習近平の共産中国、国家に権力を与
えない日本国憲法、コロナ以降の世界…。世界激変の時代に日本はどう対処すべ
きかを、加藤英明とケント・ギルバートが本音で語り合う。

社会科学
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 3,850円 + 税
分類◎ カア 188p
冊子版 978-4-585-23082-3 2020.07

*1031983373*
920

迷走する韓国をどうしたら救えるか 警告 !日本も韓国病を患っている
加瀬英明
（かせ・ひであき）
著
勉誠出版

どうして韓国が今日のような国になってしまったのか。できるだけ客観的に、韓国人
が背負ってきた歴史や、その中で培われた独特な精神構造、生活文化に配慮しな
がら、迷走する韓国を救う方法を探る。

社会科学
同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎302.21 件名◎韓国 カメ 196p
冊子版 978-4-585-23073-1 2020.01

*1031434023*
日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか
ユダヤ人から見た日本のユダヤ政策

政治

同時アクセス1 11,000円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
メロン・メッツィーニ著 水内龍太
（みずうち・りゅうた）
訳
分類◎316.88 件名◎ユダヤ人 メニ
勉誠出版
336,60p
なぜ日本政府と日本軍は ユダヤ 人迫害政策を採用しなかったのか。1930年代と 冊子版 978-4-585-22260-6 2020.02

1940年代の日本統治下におけるユダヤ人の体験と、日本の対 ユダヤ人政策を、
ユダヤ人の視点で追跡する。

老年こそ創造の時代 「人生百年」の新しい指針
田中英道
（たなか・ひでみち）
著
勉誠出版

葛飾北斎90歳、ミケランジェロ89歳。経験と知見を積み重ねた「人生100年」は
古来存在し、人類が考え続けてきたテーマ。大局的な視点に立ち、国内外の先人
に学ぶことで、現代を生きる老人の新しい生き方を模索する。

*1031670257*
社会
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 3,850円 + 税
分類◎367.7 件名◎高齢者 タロ 234p
冊子版 978-4-585-23076-2 2020.02

*1031533245*
「本読み」の民俗誌 交叉する文字と語り
川島秀一
（かわしま・しゅういち）
著
勉誠出版

村人が集まる機会に、独特の節回しで本を読んで聞かせる人びと「ホンヨミ」。地
域社会において「本」「読むこと」「書くこと」はどのような意味を持っていたのか。
ホンヨミに触れてきた人びとへの取材から民俗社会を描き出す。

風俗習慣、民俗学、民族学
同時アクセス1 9,625円 + 税
同時アクセス3 13,475円 + 税
分類◎ 件名◎宮城県－風俗 カホ 297p
冊子版 978-4-585-23081-6 2020.06

*1032433691*
知っておきたい和食の秘密

風俗習慣、民俗学、民族学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 2,970円 + 税
分類◎383.81 件名◎料理
（日本）ワシ
文豪たちの食の風景、卑弥呼の食卓、江戸のごはん事情…。世界を席巻する日 206p
本の豊かな食文化と、その底に流れる精神を、絶品オムライスから伝統的な日本 冊子版 978-4-585-23075-5 2020.03
渡辺望
（わたなべ・のぞむ）
著
勉誠出版

料理まで、メニューの裏側をのぞきながら探究する。

*1031959607*
核拡散時代に日本が生き延びる道 独自の核抑止力の必要性

国防、軍事

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎392.1076 件名◎日本－国防 ヤ
反日中朝の核脅威が高まる中、どうすれば日本の平和と安定を維持できるのか。極 カ 213p
めて大きな破壊力を持つ核兵器による戦争の抑止策に焦点を当てて、日本独自の 冊子版 978-4-585-23077-9 2020.04
矢野義昭
（やの・よしあき）
著
勉誠出版

核抑止力の必要性と可能性、その保有のあり方を論じる。

*1031670259*
国防態勢の厳しい現実

国防の主役たるべき国民に軍事プロが訴える自衛隊の苦しい実態
高井三郎
（たかい・みつお）
著
勉誠出版

拉致被害者、竹島、北方領土を取り返す奇策、列国軍とは違いすぎる陸自幹部、
曹士の実態、隊員の処遇改善…。戦略・戦術研究者が、今のままでは自衛隊が
独立国の軍隊として機能しないことを、鋭く剔りだす。

国防、軍事
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎392.1076 件名◎自衛隊 タコ
207p
冊子版 978-4-585-23078-6 2020.03

*1031670256*
921

自衛隊創設の苦悩その実相と宿痾

警察から生まれた軍隊でない武装集団 警察予備隊・保安隊・自衛隊

横地光明
（よこち・みつあき）
著
勉誠出版

江口博保
（えぐち・ひろやす）
編集代表

半生を陸上自衛隊に捧げて幕僚監部の各種幕僚、学校教官、各レベルの部隊
指揮官を歴任した著者が、戦後の防衛体制の整備運営について考察。陸上自衛
隊史の根本問題を示し、日本の危機に警告する。

数と易の中国思想史 術数学とは何か

国防、軍事
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎392.1076 件名◎自衛隊 ヨジ
256p
冊子版 978-4-585-23079-3 2020.03

*1031814473*
数学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎419.2 件名◎中国算法－歴史 カ
暦算と占術からなる中国の数術、術数学。東アジア全域に巨大な影響を与えてき ス 244p
た術数学に見え隠れする数と易のジレンマを解明し、術数学の諸相を相対的に捉 冊子版 978-4-585-21045-0 2018.05
川原秀城
（かわはら・ひでき）
著
勉誠出版

えることで、中国思想史の基底をなす学問の体系を明らかにする。

*1032326645*
パンデミックと漢方 日本の伝統創薬
渡辺望
（わたなべ・のぞむ）
著
勉誠出版

日本の伝統医学であり、さまざまな即効性があり、多くの病を治してきた漢方。新薬
アビガンも漢方研究から生まれた。21世紀の日本の創薬力を、漢方薬の歴史から
明らかにする。

医学
同時アクセス1 4,125円 + 税
同時アクセス3 5,775円 + 税
分類◎ 件名◎東洋医学 ワパ 148p
冊子版 978-4-585-24012-9 2020.07

*1031983372*
世界が隠蔽した日本の核実験成功

核保有こそ安価で確実な抑止力

海洋工学、船舶工学

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

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

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

矢野義昭
（やの・よしあき）
訳

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

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

*1030831383*
誰も語らなかったフェルメールと日本

絵画

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 5,830円 + 税
分類◎723.359 件名◎フェルメール ,ヨハ
オランダの巨匠フェルメールとユダヤ人哲学者スピノザとの関係、ユダヤ人の東 ンネス タダフ 220p
インド会社と石見銀による莫大な利益と繁栄…。西洋美術史の第一人者が大画家 冊子版 978-4-585-27052-2 2019.08
田中英道
（たなか・ひでみち）
著
勉誠出版

の謎を語る。フェルメール作品全36点をカラーで収載。

*1030831381*
日本アニメ誕生

演劇

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎アニメーション－歴史 トニ
手塚治虫との出会い、エイトマン誕生、アトム輸出…。日本アニメのオリジナル・ 211p
シナリオライター第一号として、数々のエポックメイキングとなる作品とともに歩んだ 冊子版 978-4-585-27056-0 2020.08
豊田有恒
（とよだ・ありつね）
著
勉誠出版

著者が、アニメ誕生秘話を縦横無尽に語る。貴重な写真も掲載。

*1032433693*
922

この本を書いたのは誰だ? 統計で探る“ 文章の指紋 ”

言語

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎801.6 件名◎文章 ムコ 203p
シェイクスピア、
「聖書」「源氏物語」など、数多く存在する書き手が疑わしい文章。 冊子版 978-4-585-29198-5 2020.03
村上征勝
（むらかみ・まさかつ）
著
勉誠出版

書き手を特定できるような文章の特徴 =「文章の指紋」をみつける様々な方法を紹
介し、著者が携わった日本語を対象とする事例を解説する。

*1031670261*
平安時代における変体漢文の研究
田中草大
（たなか・そうた）
著
勉誠出版

日本で著述され、かつ、本来の中国語文には見られない和習を含んだ漢文、変体
漢文。平安時代の変体漢文の特性と言語的特徴を、同時代の諸文体との対照か
ら浮き彫りにし、日本語史のなかに定位する。

日本語
同時アクセス1 17,600円 + 税
同時アクセス3 26,400円 + 税
分類◎810.23 件名◎日本語－歴史 タヘ
378,7p
冊子版 978-4-585-29172-5 2019.02

*1031389246*
サハ 語文法 統語的派生と言語類型論的特異性

中国語

同時アクセス1 26,950円 + 税
同時アクセス3 37,730円 + 税
分類◎829.575 件名◎ヤクート語－文法
日本の真北にある東シベリアで話されているチュルク系言語であるサハ語。長年 エサ 249p
のフィールド調査による記述研究から、一見すると複雑なサハ語の形態音韻交替 冊子版 978-4-585-28049-1 2020.03
江畑冬生
（えばた・ふゆき）
著
勉誠出版

や形態統語法を言語研究一般へも資する形で整理する。

*1031814476*
シベ 語のモダリティの研究
児倉徳和
（こぐら・のりかず）
著
勉誠出版

満洲語の一変種として知られる、中国・新疆ウイグル自治区で話されるシベ 語。
シベの人々の頭の中で、情報や知識はどのように処理されているのか。フィールドワー
クをもとに、シベの人々の思考とシベ 語の文法システムを探る。

中国語
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎829.53 件名◎シベ 語 コシ 452p
冊子版 978-4-585-28039-2 2018.03

*1032019485*
漢籍伝来 白楽天の詩歌と日本

日本文学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎910.23 件名◎日本文学－歴史－
約1100年前、中国から日本へ伝来した「漢籍」。源氏物語をはじめとする「やまと 古代 シカ 300,6p
ことば」の文学に多大な影響を与えた唐代の詩人・白楽天による「白氏文集」から、 冊子版 978-4-585-05445-0 2010.01
静永健
（しずなが・たけし）
著
勉誠出版

日本そして東アジアの伝統文化を考える。

*1031853770*
三条西家本狭衣物語注釈

日本文学

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎913.381 件名◎狭衣物語 ■サミ
室町時代に書写されたと考えられる三条西家本「狭衣物語」をもとに校訂本文を 290p
作成。梗概と注、特異な異同を取りあげる本文考を付すとともに、20のコラムを収録。 冊子版 978-4-585-29177-0 2019.02
学習院大学平安文学研究会編
勉誠出版

室町時代の「狭衣物語」享受の一端を明らかにする。

*1031325275*
私小説の技法 「私」語りの百年史 増補改訂

日本文学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎910.26 件名◎小説
（日本）
－歴史
田山花袋「蒲団」からリービ英雄「千々にくだけて」まで、私小説の百年を辿り、 ウワ 396,8p
成立と変遷、今後の可能性を提示。「認識する私 /される私」から生まれる作品群 冊子版 978-4-585-29144-2 2017.12
梅澤亜由美
（うめざわ・あゆみ）
著
勉誠出版

を「私探究」の文学として捉え、従来とは異なる観点で考察する。

*1031866386*
923

同性愛文学の系譜 日本近現代文学におけるLGBT 以前 / 以後

日本文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 10,780円 + 税
分類◎910.26 件名◎日本文学－歴史－
近代以降、同性愛は文学の中でどのように表現されてきたのか。BL、百合という 近代 イド 275p
文脈で語られると共に、一方でLGBTQを考えるための文学としても着目されている 冊子版 978-4-585-29191-6 2020.02
伊藤氏貴
（いとう・うじたか）
著
勉誠出版

同性愛文学。明治から平成までの文学史の一側面に光を当てる。

*1031533244*
南方熊楠と日本文学

日本文学

同時アクセス1 15,400円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎910.2 件名◎日本文学－歴史 イミ
熊楠は、日本文学にどのような価値を見出し、学問に利用していったのか ? 熊楠が 408p
研究の基礎とした資料群を精査し、人文学の展開の中に位置付け、これからの日 冊子版 978-4-585-22270-5 2020.02
伊藤慎吾
（いとう・しんご）
著
勉誠出版

本文学研究の可能性を提示。貴重資料の翻刻も多数収録。

*1031866382*
日本 SF 誕生 空想と科学の作家たち

日本文学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎910.264 件名◎日本文学－歴史
1960年代初頭、SFは未知のジャンルだった－。小松左京、星新一、筒井康隆ら、 －昭和時代（1945年以後）トニ 203p
不可思議な現象と科学に好奇心を燃やし、SFを広めようと苦闘した第一世代の SF 冊子版 978-4-585-29184-8 2019.08
豊田有恒
（とよだ・ありつね）
著
勉誠出版

作家たちの物語。

*1030831384*
幕末明治の社会変容と詩歌

日本文学

同時アクセス1 22,000円 + 税
同時アクセス3 33,000円 + 税
分類◎911.15 件名◎和歌－歴史 アバ
幕末明治期、詩や歌は、いかなる政治的社会的役割を担ったのか。伝統文芸とし 444,31p
ての和歌、欧米詩の模倣から始まった新体詩の展開を、前近代から近代へと続く 冊子版 978-4-585-29196-1 2020.02
青山英正
（あおやま・ひでまさ）
著
勉誠出版

史的展開のなかに位置づけ、社会的行為としての文芸の営みを描く。

*1032418952*
漱石文体見本帳

日本文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 10,780円 + 税
分類◎910.268 件名◎夏目漱石 キソナ
夏目漱石と同じ時代を生きた読者たちは、多彩な表現をあやつる「文章家」として 270,4p
彼を愛していた。漱石の小説文体を10に分類し、具体的な文例を味わいながら、 冊子版 978-4-585-29189-3 2020.01
北川扶生子
（きたがわ・ふきこ）
著
勉誠出版

その効果と背景をわかりやすく紹介する。

*1031814475*
本邦における三国志演義受容の諸相

中国文学

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎923.5 件名◎三国志演義 ナホラ
東アジア共通の古典「三国志演義」を、日本人はどのように読んだのか。その受 533,31p
容の諸相を明らかにするとともに、絵画資料や日本人の思想・歴史観にも言及する。 冊子版 978-4-585-29179-4 2019.02
長尾直茂
（ながお・なおしげ）
著
勉誠出版

人名索引、三国志人名・事項索引付き。

*1032418951*
100人の作家で知るラテンアメリカ文学ガイドブック

スペイン文学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 10,780円 + 税
分類◎ R960.29 件名◎ラテン アメリカ文
文学史的に重要と考えられる、19～21世紀のラテンアメリカ文学の作家とその代 学－作家－便覧 テヒ 231p
表作を網羅したガイドブック。人物像をよく伝える有名な逸話、興味深い裏話なども 冊子版 978-4-585-29194-7 2020.03
寺尾隆吉
（てらお・りゅうきち）
著
勉誠出版

盛り込む。

*1031616151*
924

法研
こころの温度計 ―あったかい人間関係がはかれる―
中島 , 真澄
法研

素敵なひとになるために、素敵なひとに出会うために、こころの知性をレベルアップ。
頭で考えるひと、ハートで感じるひと、からだで反応するひとのタイプ別にアドバイス。

心理学
同時アクセス1 1,100円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-87954-172-7

1997

*1030953504*
法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド

従業員が安心して実力を発揮できる職場をつくるために
LGBTとアライのための法律家ネットワーク著
法研

藤田直介
（ふじた・なおすけ）
編著

多様な人々と共に安心して働き、個々の能力を発揮できる職場を築いていくための
必要な知識や考え方、気をつけるべき点などをわかりやすく解説。具体的な事例、
想定される問題と解決法なども紹介する。

10歳若くなる声トレ・のどトレ・歌トレ

70歳でも遅くない。声を鍛えて健康寿命を伸ばす本

玉澤明人
（たまざわ・あきひと）
著
法研

萩野仁志
（はぎの・ひとし）
監修

のどを健康にして長生きしましょう。のどを鍛え嚥下をスムーズにする「あえいおう体操」
「スマイルごっくん体操」などを、写真とイラストで解説します。目的別スペシャル
メニューも掲載。

ウルトラ図解血液がん 白血病・悪性リンパ 腫・多発性骨髄腫の
正しい理解と適切な最新治療 〈オールカラー家庭の医学〉

神田善伸
（かんだ・よしのぶ）
監修
法研

白血病、悪性リンパ 腫、多発性骨髄腫を代表とする血液のがんについて、基本
的な知識から症状と診断、最新の治療法までを、カラー図版とともに解説する。退
院後の生活上の注意も掲載。

やさしくなりたいあなたへ贈る慈悲とマインドフルネス瞑想

経済
同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎336.4 件名◎ダイバーシティ
（経営）
■ホ 223p
冊子版 978-4-86513-608-1 2019.12
EPUB

*1031986337*
医学
同時アクセス1 1,320円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎498.3 件名◎健康法 タジ 119p
冊子版 978-4-86513-664-7 2019.10

*1031853812*
医学
同時アクセス1 1,320円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎493.173 件名◎白血病 ■ウ
159p
冊子版 978-4-86513-611-1 2020.02
EPUB

*1031986339*
医学

やさしさを感じられる毎日に

同時アクセス1 1,540円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
有光興記
（ありみつ・こうき）
著
分類◎498.39 件名◎マインドフルネス ア
法研
ヤ 207p
人間関係の悩みの解消に役立つ「マインドフルネス瞑想」と、慈しみの気持ちを 冊子版 978-4-86513-663-0 2020.03

向ける「慈悲の瞑想」を併せて行えば、自分自身のやさしさに気づくことができる。
「慈
悲とマインドフルネス瞑想」の事例とその実践方法を紹介する。

レビー小体型認知症がわかる本 第二の認知症

EPUB

*1031986340*
医学

同時アクセス1 1,430円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎493.75 件名◎レビー小体型認知
幻覚症状が起こっている大切な人への接し方と病気の正しい知識を、15の事例を 症 カレ 143p
取り上げて、イラストでわかりやすく解説する。家族の疑問や悩みごとに関するQ＆ 冊子版 978-4-86513-665-4 2019.11
川畑信也
（かわばた・のぶや）
著
法研

Aも収録。

*1031853813*
胃がん・食道がん病後のケアと食事 手術後・退院後の ベスト
パートナー 〈再発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ〉

山田和彦
（やまだ・かずひこ）
監修
法研

胃がん・食道がんの退院後の期間別や化学療法中の美味しいレシピを、患者の
状態別・体調不良別に多数紹介。知っておきたい治療と病気の基礎知識や、後
遺症と副作用への対処法、医療保険などの提出書類の書き方なども収録。

医学
同時アクセス1 1,540円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎493.455 件名◎胃癌 ■イ 175p
冊子版 978-4-86513-616-6 2019.12
EPUB

*1031853814*
925

地域医療の未来 地域包括ケアシステムと総合診療医の役割

〈医研シリーズ 2〉
医療科学研究所監修
法研

総合診療医が地域医療に関わることで、効果的な地域包括ケアシステムの構築
に成功した事例を紹介。導入のプロセスや成果を提示し、他の地域での導入の
可能性、今後の発展性等も論じる。

乳がん病後のケアと食事 手術後・退院後の ベストパートナー

〈再発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ〉
佐伯俊昭
（さえき・としあき）
監修
法研

乳がんの再発・悪化を防ぐ主食・主菜・副菜別のレシピ、化学療法中のレシピ、糖質・
脂質オフに役立つ食材などを紹介。
また、病気の知識と治療法、副作用への対処法、
再発を防ぐ生活、経済的支援の手続きなどについて解説する。

美容外科手術受ける前に絶対読む本

セイケイしようかな～…と思ったら
保阪善昭
（ほさか・よしあき）
著
法研

美容外科手術を受けたいと思っている人へ、自分の考えをまとめるポイントや、医
療機関のチェックポイントを紹介し、手術の一般的な方法、基礎知識をイラストを
交えて解説する。『へるすあっぷ21』連載を改稿・再編。

病院で受ける検査がわかる本 5訂版

医学
同時アクセス1 1,650円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎498.021 件名◎医療－日本 ■チ
234p
冊子版 978-4-86513-729-3 2020.02

*1031986336*
医学
同時アクセス1 1,540円 + 税
同時アクセス3 4,620円 + 税
分類◎495.46 件名◎乳癌 ■ニ 159p
冊子版 978-4-86513-617-3 2020.03
EPUB

*1031986341*
医学
同時アクセス1 1,430円 + 税
同時アクセス3 4,290円 + 税
分類◎494.79 件名◎美容外科 ホビ
191p
冊子版 978-4-86513-662-3 2020.01
EPUB

*1031986338*
医学

同時アクセス1 1,760円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎492.1 件名◎臨床検査法 タビ
病院で受ける検査全般について説明し、症状別に行われる検査と疑われる病名を 374p
チャートで整理。画像などによる主な生体検査や検体検査の目的、進め方、検査 冊子版 978-4-86513-668-5 2020.01
高木康
（たかぎ・やすし）
共著
法研

田口進
（たぐち・すすむ）
共著

値の読み方・活かし方を解説するほか、遺伝子検査等も紹介する。

*1031986335*

926

