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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

人工偽脳AIがつくるのは偽の脳  
（OnDeck Books(NextPublishing)） 
《【スマホ・読上】あり》 

阿江 忠 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2018 9784844398646 ¥3,960  ¥7,920  1028860007 

２０年後、私たちはどんな自動車に乗っ
ているのか？ ―電気自動車・ハイブ
リッド車・燃料電池車、そして自動―
（NextPublishing）《【スマホ・読上】あり》 

石川憲二 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2017 9784844397618 ¥3,960  ¥7,920  1028546187 

人工知能・機械学習 関連 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

32冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥262,053  同時3アクセス（本体）¥531,336 

いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本 
 ―人気講師が教える仕事にAIを導入する方法― 

同時1アクセス(本体) ¥5,544 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

著編者名 韮原 祐介 冊子版ISBN 9784295003410  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1027441291 

AIをビジネスに組み込むノウハウを徹底解説！！上司から「AIをやれ！」と言われたときに困らないための実践書。機
械学習の基礎知識から、導入・運用ノウハウまでしっかり解説。数式やプログラムは一切でてこないので、非エンジニ
アでもやさしく読める1冊です。 

いちばんやさしいRPAの教本 
 ―人気講師が教える現場のための業務自動化ノウハウ―
《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥5,346 

同時3アクセス(本体) ¥10,692 

著編者名 進藤 圭 冊子版ISBN 9784295004936  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1028697111 

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は、働き方改革や生産性向上を後押しするツールとして、いま大きな注
目を集めています。本書では、エンジニアや情報システム部門でない人でも理解できるように、製品の選定から導入計
画の立て方、運用方法まで、現場の人たちが知りたいことを丁寧に解説しました。 

いちばんやさしい人工知能ビジネスの教本 
 ―人気講師が教えるAI・機械学習の事業化― 

同時1アクセス(本体) ¥5,478 

同時3アクセス(本体) ¥10,956 

著編者名 二木 康晴 冊子版ISBN 9784295001256  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1025228514 

「人工知能を使ったビジネスアイデアが欲しい」本書は、人工知能ビジネスの具体的な成功事例から事業化のヒントを学べる構成に
なっています。また、人間の手を離れて価値を生み出す人工知能を使うにあたり、避けて通れない「法律の壁」についても具体的な注
意すべきポイントや検討方法をしっかりと説明しています。仕組みや事例だけでなく、法規制の面からも人工知能ビジネスを推進する
ためのノウハウを解説した一冊。 

冊子版ISBN 9784295005674 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

商品コード - 

できるUiPath 実践RPA 
清水 理史 著/できるシリーズ編集部 著 
2019年刊行 

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)をより具体
的に理解するならこの一冊! ビジネス業務を大幅に効率
できる「RPA」、本書ではその概念だけなく、実際に
UiPathのRPAサービスを使用し、RPAアプリのダウン
ロードから丁寧に解説。 
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

エンジニアなら知っておきたいAIのキホン 
 ―機械学習・統計学・アルゴリズムをやさしく解説― 

梅田 弘之 インプレス 2019 9784295005353 ¥7,260  ¥21,780  1029728116 

TensorFlowではじめるDeepLearning実装入門 
（Impress top gear） 

新村 拓也 インプレス 2018 9784295003182 ¥8,580  ¥17,160  1027045700 

Python機械学習プログラミング ―達人データサイエン
ティストによる理論と実践―第2版（Impress top gear） 

Sebastian 
Raschka 

インプレス 2018 9784295003373 ¥13,200  ¥26,400  1027296249 

AIアルゴリズムマーケティング 
 ―自動化のための機械学習/経済モデル、ベストプラ
クティス、アーキテクチャ―（impress top gear） 

Ilya Katsov インプレス 2018 9784295004745 ¥13,200  ¥26,400  1028859998 

TensorFlow機械学習クックブック ―Pythonベースの活
用レシピ60+―（Impress top gear） 

Nick McClure インプレス 2017 9784295002000 ¥13,860  ¥27,720  1025376225 

Rではじめる機械学習 ―データサイズを抑えて軽量な
環境で攻略法を探る―（Impress top gear） 

長橋 賢吾 インプレス 2017 9784295002055 ¥11,880  ¥23,760  1025599575 

Machine Learning実践の極意 ―機械学習システム構
築の勘所をつかむ!―（Impress top gear） 

Henrik Brink インプレス 2017 9784295002659 ¥11,220  ¥22,440  1026405295 

マンガでわかる人工知能 
 ―all about artificial intelligence― 

藤木 俊明 インプレス 2017 9784295001539 ¥4,620  ¥9,240  1025056260 

エンジニアのためのAI入門 （Think IT Books） Think IT編集部 インプレス 2017 9784295001546 ¥7,260  ¥14,520  1025180163 

2020年、人工知能は車を運転するのか 
 ―自動運転の現在・過去・未来― 

西村 直人 インプレス 2017 9784295000778 ¥4,389  ¥8,778  1025228515 

パソコンで楽しむ自分で動かす人工知能 中島 能和 インプレス 2017 9784295002048 ¥5,346  ¥10,692  1025356580 

Deep Learning Javaプログラミング 
 ―深層学習の理論と実装―（Impress top gear） 

巣籠 悠輔 インプレス 2016 9784844381280 ¥11,220  ¥22,440  1023746009 
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  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

書名 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

TensorFlowはじめました 
 ―実践！最新Googleマシンラーニング―
（NextPublishing）《【スマホ・読上】あり》 

インプレスＲ＆Ｄ 2016 9784802090889 ¥3,300  ¥6,600  1028546198 

TensorFlowはじめました 2 
 ―機械学習で超解像－Super Resolution― 
（NextPublishing）《【スマホ・読上】あり》 

インプレスＲ＆Ｄ 2017 9784844397748 ¥3,300  ¥6,600  1028546199 

TensorFlowはじめました 3 
 ―Object Detection ─ 物体検出―
（NextPublishing）《【スマホ・読上】あり》 

インプレスＲ＆Ｄ 2018 9784844398080 ¥3,300  ¥6,600  1028546200 

TensorFlow はじめました  有山 圭二 著 
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

発見・創発できる人工知能Otter 
 ―論理パズルからのアプローチ― 

安藤 類央 近代科学社 2018 9784764905740 ¥12,210  ¥24,420  1028301513 

知能はどこから生まれるのか? 
 ―ムカデロボットと探す「隠れた脳」― 

大須賀 公一 近代科学社 2018 9784764905818 ¥7,590  ¥15,180  1029161122 

アンサンブル法による機械学習 
 ―基礎とアルゴリズム― 

Zhou Zhi-Hua 近代科学社 2017 9784764905375 ¥13,860  ¥27,720  1025091808 

超実践アンサンブル機械学習 武藤 佳恭 近代科学社 2016 9784764905290 ¥8,910  ¥17,820  1024523348 

人工知能とは 松尾 豊 近代科学社 2016 9784764904897 ¥7,920  ¥15,840  1022526841 

シンギュラリティ 
 ―限界突破を目指した最先端研究 = Singularity― 

NAIST-IS書籍
出版委員会 

近代科学社 2016 9784764905047 ¥8,250  ¥16,500  1022526855 

一人称研究のすすめ 
 ―知能研究の新しい潮流― 

諏訪 正樹 近代科学社 2015 9784764904811 ¥8,910  ¥17,820  1022526789 

深層学習 麻生 英樹 近代科学社 2015 9784764904873 ¥11,550  ¥23,100  1022526791 

新人工知能の基礎知識 太原 育夫 近代科学社 2008 9784764903562 ¥9,240  ¥18,480  1023746042 

言語処理システムをつくる  
（実践・自然言語処理シリーズ 第1巻） 

同時1アクセス 
(本体) 

¥9,240 

同時3アクセス 
(本体) 

¥18,480 

著編者名 佐藤 理史 冊子版ISBN 9784764905320  

出版社 近代科学社 発行年 2017 商品コード 1024523341 

AIを考えるとき，「自然言語処理」は常に中心となるテーマである．本書は，著者らが実用化した言語処理システムを
最初に提示し，そのシステムをどのように作り上げたかを追体験しながら，設定不良問題などへの具体的な対処方
法を紹介している．本書全体をとおして，システム構築に際して，学ぶべき対象と方向性の手かがりが示されている． 

形態素解析の理論と実装  
（実践・自然言語処理シリーズ 第2巻） 

同時1アクセス 
(本体) 

¥11,550 

同時3アクセス 
(本体) 

¥23,100 

著編者名 工藤 拓 冊子版ISBN 9784764905771  

出版社 近代科学社 発行年 2018 商品コード 1028506679 

言語において意味を成す最小の要素である「形態素」の解析方法について、技術者向けにその理論や実装方法を
網羅的、体系的に解説する。実装や高速化等を扱いつつ、辞書やコーパスなどの言語資源の構築・利用についても
カバー。解析ツールを「ブラックボックス」として使っている人も中身を理解したうえで拡張・改良できる道筋ができ、ひ
いては独自の辞書の作成を目指せるようになる。C++11を使った具体的な実装方法も掲載。 
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  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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プログラミング言語 関連 

スッキリわかるシリーズ 

書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

スッキリわかるサーブレット&JSP入門 第2版 国本 大悟 インプレス 2019 9784295005940 ¥9,240  ¥27,720  1029973263 

スッキリわかるC言語入門 中山 清喬 インプレス 2018 9784295003687 ¥8,910  ¥17,820  1027910675 

スッキリわかるSQL入門 ―ドリル222問付き!―第2版 中山 清喬 インプレス 2018 9784295005094 ¥9,240  ¥18,480  1029342087 

スッキリわかるJava入門 実践編 第2版 中山 清喬 インプレス 2014 9784844336778 ¥7,788  ¥15,576  1018918028 

スッキリわかるJava入門 [入門編] 第2版 国本 大悟 インプレス 2014 9784844336389 ¥5,610  ¥11,220  1018918034 

書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

スラスラ読めるUnity C#ふりがなプログラミング 安原 祐二 インプレス 2019 9784295005575 ¥6,600  ¥19,800  1029728118 

スラスラ読めるRubyふりがなプログラミング リブロワークス インプレス 2019 9784295005902 ¥6,600  ¥19,800  1029973259 

スラスラ読めるJavaScriptふりがなプログラミング リブロワークス インプレス 2018 9784295003854 ¥5,478  ¥10,956  1027875531 

スラスラ読めるシリーズ 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

82冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥545,556  同時3アクセス（本体）¥1,113,552 
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

これから学ぶJavaScript 齊藤 新三 インプレス 2018 9784295004097 ¥7,920  ¥15,840  1028057615 

基礎Ruby on Rails 改訂4版（Impress kiso series） 
 《【スマホ・読上】あり》 

黒田 努 インプレス 2018 9784295004608 ¥11,550  ¥23,100  1028340369 

Goプログラミング実践入門 ―標準ライブラリでゼロか
らWebアプリを作る―（impress top gear） 

Sau Sheong 
Chang 

インプレス 2017 9784295000969 ¥11,220  ¥22,440  1026940491 

Deep Learning Javaプログラミング ―深層学習の理論
と実装―（Impress top gear） 

巣籠 悠輔 インプレス 2016 9784844381280 ¥11,220  ¥22,440  1023746009 

Scalaスケーラブルプログラミング 第3版 Martin Odersky インプレス 2016 9784844381495 ¥15,180  ¥30,360  1026940505 

Scala関数型デザイン&プログラミング 
 ―Scalazコントリビューターによる関数型徹底ガイド―
（Impress top gear） 

Paul Chiusano インプレス 2015 9784844337768 ¥12,870  ¥25,740  1018918010 

Game programming patterns 
 ―ソフトウェア開発の問題解決メニュー― 
（Impress top gear） 《【スマホ・読上】あり》 

Robert Nystrom インプレス 2015 9784844338901 ¥12,540  ¥25,080  1028157720 

ゲームで学ぶ「JavaScript入門」 
 ―HTML5&CSSも身につく!―【スマホ・読上】 （※） 

田中 賢一郎 インプレス 2015 9784844339786 ¥7,260  ¥14,520  1028157789 

オブジェクト指向Javaプログラミング入門 第2版 多田 昌裕 近代科学社 2018 9784764904958 ¥9,240  ¥18,480  1027296250 

組込み開発のための実践的プログラミング 鷹合 大輔 近代科学社 2018 9784764905610 ¥8,910  ¥17,820  1027441294 

C言語で学ぶコンピュータ科学とプログラミング 小高 知宏 近代科学社 2017 9784764905344 ¥7,920  ¥15,840  1024523336 

Rubyで数独 ―AIプログラミング入門― 佐藤 理史 近代科学社 2016 9784764905276 ¥7,920  ¥15,840  1023746046 

JavaとUMLで学ぶオブジェクト指向プログラミング 半田 久志 近代科学社 2014 9784764904651 ¥8,250  ¥16,500  1022526814 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 



丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年6月 

8 

シリーズ 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

InDesign自動化サンプルプログラム逆引きリファレンス 上 
 （Adobe JavaScript(NextPublishing)） 

2019 9784844396840 ¥15,840  ¥31,680  1030361006 

InDesign自動化サンプルプログラム逆引きリファレンス 下 
 （Adobe JavaScript(NextPublishing)） 

2019 9784844396857 ¥15,840  ¥31,680  1030361007 

After Effects自動化サンプルプログラム 上 
 （Adobe JavaScriptシリーズ（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

2017 9784844397595 ¥14,190  ¥28,380  1028546319 

After Effects自動化サンプルプログラム 下 
 （Adobe JavaScriptシリーズ（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

2017 9784844397601 ¥9,900  ¥19,800  1028546320 

Photoshop自動化 基本編 （Adobe JavaScriptシリーズ） 
 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784844396673 ¥9,240  ¥18,480  1020238023 

Premiere Pro & Media Encoder自動化サンプル集 （Adobe JavaScript
シリーズ（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784802090476 ¥6,930  ¥13,860  1028546321 

Illustrator自動化 基本編 （Adobe JavaScriptシリーズ） 
 《【スマホ・読上】あり》 

2014 9784844396499 ¥9,240  ¥18,480  1020238022 

Adobe JavaScript開発の必須ツール （Adobe JavaScriptシリーズ . 
ExtendScript Toolkit(ESTK) 基本編） 《【スマホ・読上】あり》 

2014 9784844396130 ¥6,270  ¥12,540  1020238024 

Adobe JavaScriptリファレンス （New thinking and new ways） 
 《【スマホ・読上】あり》 

2013 9784844395959 ¥10,560  ¥21,120  1020238021 

古籏 一浩 著 / インプレスＲ＆Ｄ 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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シリーズ 
インプレスＲ＆Ｄ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

ドリル形式で楽しく学ぶ Processing-Java  
（Future Coders（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

田中賢一郎 2018 9784844398660 ¥7,260  ¥14,520  1030447025 

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔゲームプログラミング ―知っておきたい数学と物理の基本―
（Future Coders（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

田中賢一郎 2017 9784844397557 ¥8,580  ¥17,160  1028546329 

ゲームを作りながら楽しく学べるＨＴＭＬ５＋ＣＳＳ＋ＪａｖａＳｃｒｉｐｔプログラミン
グ 改訂版（Future Coders（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

田中賢一郎 2017 9784844397519 ¥4,950  ¥9,900  1028546331 

プログレッシブウェブアプリＰＷＡ開発入門 （NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

柴田 文彦 2018 9784844398196 ¥5,280  ¥10,560  1028546248 

実践!GeneXusによるシステム開発 （NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 JBCC株式会社 2018 9784844398653 ¥8,250  ¥16,500  1028860006 

実践Expo （NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 中川 幸哉 2018 9784844398752 ¥8,250  ¥16,500  1030447028 

プログラミングの基本がJavaScriptで学べる本 （NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

佐藤 信正 2017 9784844397847 ¥2,970  ¥5,940  1028546247 

簡単にできるWeb開発－CSP入門 （NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 山本 和子 2017 9784844397960 ¥5,940  ¥11,880  1028546269 

OpenStack Swiftによるオブジェクトストレージ入門  
（Cloudシリーズ（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

山縣 陽 2016 9784844396222 ¥5,940  ¥11,880  1028546326 

Excelマクロで覚えるプログラミングの勘所  
（OnDeck Books（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

野堀 岳男 2016 9784844397250 ¥3,630  ¥7,260  1028546344 

JavaScriptでインタラクティブ3Dコンテンツを作ろう Kinect+jThree+Milkcocoa
を使って東北ずん子と踊る―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

大田 昌幸 2015 9784802090261 ¥5,940  ¥11,880  1028546194 

Kinect v2楽しいプログラミング入門 （NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 大田 昌幸 2015 9784844396772 ¥2,970  ¥5,940  1028546196 

オープンデータ時代の標準Web API SPARQL （NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

加藤 文彦 2015 9784802090438 ¥4,620  ¥9,240  1028546214 

Objective-Cの要点 ―iOSアプリ開発の基本中の基本― 
（iOSプログラミングの要点シリーズ(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

柴田 文彦 2015 9784844396147 ¥4,290  ¥8,580  1028546335 

楽しいプログラミング ―オブジェクト指向言語Rubyを使って 
―増補改訂新版（NextPublishing） 

小波 秀雄 2014 9784844396383 ¥8,250  ¥16,500  1028499581 

Visual BasicによるKinect基本プログラミング （Next Publishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

薬師寺 国安 2013 9784844395799 ¥5,280  ¥10,560  1028546201 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

初心者でも大丈夫!! IonicとFirebaseでゼロからはじめるアプリ開発 柳原 新 2019 9784844398707 ¥5,280  ¥10,560  1030360998 

Netlifyで始めるサーバーレス開発 竹本 雄貴 2019 9784844398738 ¥5,280  ¥10,560  1030361001 

Chrome Developer Tools 入門 渋田 美里 2019 9784844398882 ¥5,280  ¥10,560  1030361003 

Flutter×Firebaseで始めるモバイルアプリ開発 《【スマホ・読上】あり》 下畑 翔 2019 9784844398783 ¥5,280  ¥10,560  1030447020 

Extensive Xamarin ―ひろがるXamarinの世界― 《【スマホ・読上】あり》 榎本 温 2018 9784844398103 ¥4,950  ¥9,900  1028546377 

Hello!! Nuxt.js 《【スマホ・読上】あり》 那須 理也 2018 9784844398400 ¥5,280  ¥10,560  1028546378 

Ｈｅｌｌｏ！！ Ｖｕｅ．ｊｓ 最新プログ 《【スマホ・読上】あり》 那須 理也 2018 9784844398264 ¥4,290  ¥8,580  1028546379 

iOSアプリ開発デザインパターン入門 《【スマホ・読上】あり》 千葉 大志 2018 9784844398325 ¥5,280  ¥10,560  1028546381 

ＪａｖａＳｃｒｉｐｔＡＳＴ入門 《【スマホ・読上】あり》 佐々木 俊介 2018 9784844398226 ¥5,280  ¥10,560  1028546382 

ＯｐｅｎＬａｙｅｒｓ４で遊ぼう 《【スマホ・読上】あり》 佐藤 奈々子 2018 9784844398233 ¥3,300  ¥6,600  1028546384 

Pragmatic Opal Rubyで作るブラウザアプリケーション開発ガイド 
 《【スマホ・読上】あり》 

大崎 瑶 2018 9784844398141 ¥3,960  ¥7,920  1028546385 

Scalaをはじめよう! ―マルチパラダイム言語への招待― 
 《【スマホ・読上】あり》 

伊藤 竜一 2018 9784844398127 ¥5,280  ¥10,560  1028546386 

TypeScriptで作るシングルページアプリケーション 《【スマホ・読上】あり》 鈴木 潤 2018 9784844398158 ¥4,620  ¥9,240  1028546387 

「Auth0」で作る!認証付きシングルページアプリケーション 
 《【スマホ・読上】あり》 

土屋 貴裕 2018 9784844398417 ¥5,280  ¥10,560  1028860008 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

インプレスＲ＆Ｄ 

シリーズ（NextPublishing） 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

現場で使えるVue.js tips集 《【スマホ・読上】あり》 渋田 達也 2018 9784844398431 ¥5,280  ¥10,560  1028860009 

Haskellで作るWebアプリケーション 《【スマホ・読上】あり》 岡本 和樹 2018 9784844398516 ¥5,280  ¥10,560  1028860011 

Swiftで書いておぼえるTDD 《【スマホ・読上】あり》 田中 賢治 2018 9784844398585 ¥4,620  ¥9,240  1028860013 

ネコミミでもわかるフロントエンド開発環境構築 《【スマホ・読上】あり》 汐瀬 なぎ 2018 9784844398592 ¥4,620  ¥9,240  1028860014 

Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス 改訂新版 《【スマホ・読上】あり》 渡邊 達明 2018 9784844398615 ¥5,280  ¥10,560  1028860016 

テスト駆動で作る!初めてのAzureアプリ 《【スマホ・読上】あり》 窓川 ほしき 2018 9784844398554 ¥5,280  ¥10,560  1030447015 

Visual Studio Codeデバッグ技術 《【スマホ・読上】あり》 森下 篤 2018 9784844398622 ¥5,280  ¥10,560  1030447016 

実践 Android Data Binding 《【スマホ・読上】あり》 坂口 亮太 2018 9784844398721 ¥5,280  ¥10,560  1030447017 

サーバーレスでお手軽自動化!Google Apps Script活用入門 
 2018年最新改訂版 《【スマホ・読上】あり》 

中山 貴幸 2018 9784844398561 ¥5,280  ¥10,560  1030447019 

テストが書けない人のAndroid MVP 《【スマホ・読上】あり》 高畑 匡秀 2018 9784844398714 ¥4,620  ¥9,240  1030447022 

比較して学ぶRxSwift入門 《【スマホ・読上】あり》 髙橋 凌 2018 9784844398790 ¥5,280  ¥10,560  1030447024 

Essential Xamarin ネイティブからクロスプラットフォームまで 
 モバイル.NETの世界 《【スマホ・読上】あり》 

榎本温 2017 9784844397915 ¥7,590  ¥15,180  1028546376 

ソフトウェア技術者のためのＦＰＧＡ入門 機械学習編 《【スマホ・読上】あり》 石原 ひでみ 2017 9784844398004 ¥5,940  ¥11,880  1028546392 

最新JavaScript開発 ―ES2017対応モダンプログラミング― 
 《【スマホ・読上】あり》 

佐々木俊介 2017 9784844397885 ¥3,300  ¥6,600  1028546396 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

インプレスＲ＆Ｄ 

シリーズ（NextPublishing） 
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楽しく学ぶJava入門 
（NextPublishing） 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

楽しく学ぶJava入門 合本 （NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 2016 9784802090742 ¥5,940  ¥11,880  1028546261 

楽しく学ぶJava入門 1日目 ―はじめてのJavaプログラミング―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784802090322 ¥2,310  ¥4,620  1028546262 

楽しく学ぶJava入門 2日目 ―変数と基本データ型―（NextPublishing）  
 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784802090339 ¥2,310  ¥4,620  1028546263 

楽しく学ぶJava入門 3日目 ―オブジェクトと文字列の基本操作―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784802090414 ¥2,310  ¥4,620  1028546264 

楽しく学ぶJava入門 4日目 ―配列とコレクションクラスの操作―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784802090421 ¥2,310  ¥4,620  1028546265 

楽しく学ぶJava入門 《【スマホ・読上】あり》 5日目 ―いろいろな制御構造―
（NextPublishing） 

2015 9784802090445 ¥2,310  ¥4,620  1028546266 

楽しく学ぶJava入門 6日目 ―ストリームとファイルの読み書き―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784802090452 ¥2,310  ¥4,620  1028546267 

楽しく学ぶJava入門 7日目 ―メソッドの定義とオリジナルのクラスの作成―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

2015 9784802090469 ¥2,310  ¥4,620  1028546268 

大津 真 著 / インプレスＲ＆Ｄ 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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Ｐｙｔｈｏｎ 関連  

Python機械学習ライブラリ 
 ―scikit-learn活用レシピ80+―（Impress top gear） 

同時1アクセス(本体) ¥12,870 

同時3アクセス(本体) ¥38,610 

著編者名 Julian Avila 冊子版ISBN 9784295005742  

出版社 インプレス 発行年 2019 商品コード 1029973261 

本書では、機械学習プログラミングの背景にある理論については省略し、機械学習を実装するためのコーディングの
各種テクニックを習得できるようにする。具体的には、データ前処理、分類、回帰、クラスタリング、次元削減などの
コーディング手法について、scikit-learn を使った Python コードのレシピ集として解説する。 

Python機械学習プログラミング 
 ―達人データサイエンティストによる理論と実践― 
第2版（Impress top gear） 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

著編者名 Sebastian Raschka 冊子版ISBN 9784295003373  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1027296249 

機械学習本ベストセラーの第2版！機械学習全般をカバー。著者陣の経験に基づく洞察と専門的な知識を学べる―本書では、機械
学習の各理論、数学的背景、Pythonコーディングの実際を網羅的に解説。初期のアルゴリズムから、ニューラルネットワーク
（CNN/RNN）までを取り上げます。本書は、機械学習を本格的に理解・実践するのに不可欠な一冊となっています。 

逆引きPython標準ライブラリ 
 ―目的別の基本レシピ180+!―（Impress top gear） 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

著編者名 大津 真 冊子版ISBN 9784295003106  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1027296247 

Pythonの標準スキルを身につける！便利に使えるPython標準ライブラリの活用術。初中級スキルアップの近道！ 文字列/データ操
作、テキスト処理、ファイル操作、数値演算、ネットワークアクセス、GUIなど、使えるテクニックを満載。―Pythonの基本的な文法を
すでに理解したユーザーが次に学ぶべきテーマとして、Python標準ライブラリを取り上げます。 

Pythonスクレイピングの基本と実践 
 ―データサイエンティストのためのWebデータ収集術― 
（impress top gear） 

同時1アクセス(本体) ¥10,890 

同時3アクセス(本体) ¥21,780 

著編者名 Seppe vanden Broucke 冊子版ISBN 9784295005285  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1029452719 

本書では、Pythonを使ったスクレイピングの基本と実践を解説。第1部で「HTTP／HTML／CSSの仕組み」「requestsやBeautiful 
Soupライブラリ活用の基本」を説明。第2部で「フォーム、ログイン、Cookieの操作」「JavaScriptサイトへの対処」「クローラーへの拡
張」を解説。第3部で「ベストプラクティス」「規模の大きいサンプル」を示し、データサイエンス指向の使用法にも焦点を当てています。
本当に興味深いプロジェクトは、情報という宝の山を探索することから始まります。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

21冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥200,046  同時3アクセス（本体）¥433,422 

スッキリわかるPython入門 

国本大悟、須藤秋良 著/株式会社フレアリンク 監修 

2019年刊行 

冊子版ISBN 9784295006329 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

商品コード - 

Pythonではじめるプログラミング  
データ処理までしっかりマスター 

小波 秀雄 著  2019年刊行 

冊子版ISBN 9784295006060 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

商品コード - 
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Pythonデータ分析/機械学習のための 
基本コーディング！ 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥37,620 

著編者名 Daniel Y. Chen 冊子版ISBN 9784295005650  

出版社 インプレス 発行年 2019 商品コード 1029728122 

本書では、分析の前にデータを整備することから始め、実際にさまざまなデータ操作を行うコーディング例を解説し
ます。さらには、データの準備ができたら、データに対して統計モデルや線形モデルを適合させる方法、適合結果
の評価する方法までを説明。データ分析/機械学習に必要となる基本的なプロセスをたどることで、データ分析/機
械学習の一連のテクニックを理解できるようにしていきます。 

スラスラ読める Pythonふりがな 
プログラミング 

同時1アクセス(本体) ¥5,478 

同時3アクセス(本体) ¥10,956 

著編者名 リブロワークス 冊子版ISBN 9784295003861  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1027875532 

サンプルプログラムが、版元サイトより無料でダウンロード可能です。詳細は「本書サンプルプログラムのダウンロードについて」
のページをご参照ください。「プログラムの読み方をすべて載せる（ふりがなをふる）」という手法で究極のやさしさを目指した、まっ
たく新しいPython（パイソン）の入門書です。本書内に登場するプログラムの読み方をすべて載せ、さらに、漢文訓読の手法を取
り入れ、読み下し文を用意。プログラムの1行1行が何を意味していて、どう動くのかが理解できます。この新しいアプローチで「プ
ログラムが読めないから、自分がいま何をしているのかわからない」といったプログラミング入門者が途中で挫折してしまう原因を
解決しました。 

これから学ぶPython 
同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

著編者名 大津 真 冊子版ISBN 9784295005162  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1029342086 

本書ではプログラミングの初心者を対象に、Pythonの学習において重要なポイントや、わかりにくい部分を生徒の
疑問に先生が答える対話形式で、できるだけ平易に説明しています。また、グラフィック部分に使用したturtle（ター
トル：亀）は、プログラミングを視覚的・感覚的に学ぶための標準モジュールです。 

いちばんやさしいPythonの教本 
 ―人気講師が教える基礎からサーバサイド開発まで― 

同時1アクセス(本体) ¥6,534 

同時3アクセス(本体) ¥13,068 

著編者名 鈴木 たかのり 冊子版ISBN 9784295002086  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1025376226 

講義＋実習のワークショップ形式の学習書！本書は、講義+実習のワークショップ形式で、会話bot「pybot」を作りな
がら楽しく学べる「はじめてでも挫折しない」Pythonの入門書です。なぜそうするのかを知りたい、仕組みが知りたい、
応用できる基礎を身に付けたい、そんな読者のさまざまな要望に応える新しい教本です。少しずつ新しいことを学
びながら進み、プログラムに機能を追加していくので、いま自分は何をやっているのかを、ちゃんと理解しながら進
められます。ぜひ本書でPythonプログラミングの楽しさを実感してください！ 

基礎Python 【スマホ・読上】 
（Impress kiso series） （※） 

同時1アクセス(本体) ¥8,844 

同時3アクセス(本体) ¥17,688 

著編者名 大津 真 冊子版ISBN 9784844380153  

出版社 インプレス 発行年 2016 商品コード 1028157793 

本書で解説するPythonは現在もっとも注目を集めているプログラミング言語のひとつです。プログラミング言語の人
気度の目安となるPYPL（http://pypl.github.io/PYPL.html）では、2016年1月の時点でJavaに続いて2位に位置して
いることからも、その人気のほどが伺えるでしょう。その大きな理由として、Pythonがパワフルなオブジェクト指向の
スクリプト言語でありながら、わかりやすく、すっきりしたプログラムを作成可能であることがあげられます。文法もシ
ンプルで、これからプログラミングを始める方にとっても最適な言語です。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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ドリル形式で楽しく学ぶ Processing-Python  
（Future Coders（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

著編者名 田中 賢一郎 冊子版ISBN 9784844398745  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2018 商品コード 1030447026 

ドリルでプログラミングの基礎を確実に身につけよう 

Ｐyｔｈｏｎゲームプログラミング 
 ―知っておきたい数学と物理の基本―（Future Coders
（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

著編者名 田中 賢一郎 冊子版ISBN 9784844397571  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2017 商品コード 1028546330 

Pythonで学ぶ数学と物理の基本 

ゲームを作りながら楽しく学べるＰyｔｈｏｎ 
プログラミング （Future Coders（NextPublishing）） 

《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

著編者名 田中 賢一郎 冊子版ISBN 9784844397533  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2017 商品コード 1028546332 

高校生のためのPython入門書 

PythonでGUIをつくろう 
 ―はじめてのQt for Python― 
（技術の泉シリーズ(NextPublishing)） 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

著編者名 浅野 一雄 冊子版ISBN 9784844398776  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2019 商品コード 1030360999 

Qt for PythonでインタラクティブなGUIを作る！ 

株とPython ―自作プログラムでお金儲けを目指す本―

（技術の泉シリーズ(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

著編者名 宮部 保雄 冊子版ISBN 9784844398844  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2018 商品コード 1030447021 

Pythonで捗る株式取引！ 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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Pythonで体験してわかるアルゴリズムと
データ構造 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

著編者名 西澤 弘毅 冊子版ISBN 9784764905702  

出版社 近代科学社 発行年 2018 商品コード 1027882438 

15の課題でアルゴリズムとデータ構造を学ぶ。各章の前半で具体的な事例から原理を理解する。確実に身につけ
るために各章に練習問題とその解答を配置。また後半ではPythonを使ってアルゴリズムのプログラムを組み、実際
にどのように動くかを体験できる。原理部分の理解と、プログラミング部分が分かれているので、原理が理解できて
いないのか、プログラムが理解できていないのかが、明確に区別できる。 

データ分析ライブラリーを用いた最適化モデル
の作り方 （Pythonによる問題解決シリーズ 1） 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

著編者名 斎藤 努 冊子版ISBN 9784764905801  

出版社 近代科学社 発行年 2018 商品コード 1029161121 

「実践」という観点から、Pythonを用いて様々なテーマの問題解決を行うための手法を解説するシリーズ。  第一弾
である本書は、Pythonのデータ分析ライブラリーと最適化ライブラリーを組み合わせることで、シンプルでわかりや
すい最適化モデルの作成方法を学ぶことを目的とする。サンプルプログラムをダウンロードし、実際に手を動かしな
がら学べる。Pythonで最適化モデルを構築する読者には必読の書。 

Python言語によるプログラミングイントロダクション 

―データサイエンスとアプリケーション― 
（世界標準MIT教科書） 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

著編者名 John V.Guttag 冊子版ISBN 9784764905184  

出版社 近代科学社 発行年 2017 商品コード 1025376228 

大変好評を得ている、MITのトップクラスの人気を誇る講義内容をまとめた計算科学の教科書の第2版。今回の改
訂では、後半の内容が大幅に増え、新たに5章が追加されている。特に「機械学習」を意識して、統計学の話題が
豊富になっている。Python言語を活用して、計算科学を学ぶ読者必携の書！ Python Ver3.5に対応。 

Python言語によるビジネスアナリティクス 
 ―実務家のための最適化・統計解析・機械学習― 

同時1アクセス(本体) ¥21,120 

同時3アクセス(本体) ¥42,240 

著編者名 久保 幹雄 冊子版ISBN 9784764905160  

出版社 近代科学社 発行年 2016 商品コード 1022526859 

ビジネスにおける複雑で難しい実際問題を解決するためには、様々な科学技術計算を駆使する必要がある。プロ
グラミング言語・Pythonに注目し、問題解決に有用なPythonモジュールについて解説する。 

あたらしい数理最適化 
 ―Python言語とGurobiで解く ― 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

著編者名 久保 幹雄 冊子版ISBN 9784764904330  

出版社 近代科学社 発行年 2012 商品コード 1022526864 

パラダイムの変化に応えた新しい時代の数理最適化の入門書。基礎理論を例を用いて解説するとともに、正しくか
つ高速に動くプログラムを示すことによって、実務家が実際問題を解く際の手本を示す。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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デザイン関連 

できるPhotoshop Elements 2019 
 ―Windows & macOS対応― 

同時1アクセス(本体) ¥6,105 

同時3アクセス(本体) ¥12,210 

著編者名 樋口 泰行 冊子版ISBN 9784295005346  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1029452714 
4大特典が利用可能です。詳細は「4大特典のご案内」のページをご参照ください。 Photoshop Elementsは、写真の整理や編集に適したソフトです。本書は、
最新の「Photoshop Elements 2019」を丁寧に解説した入門書です。レッスンの冒頭には、編集前の写真と、編集後の写真を並べて掲載しているので、何がで
きるのかがひと目で分かります。最新機能の「自動作成機能」「ミームメーカー」の使い方や、つまずきがちなインストールの手順なども手厚く解説しています。 

エンジニアのための理論でわかるデザイン入門  
（Think IT BOOKS） 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

著編者名 伊藤 博臣 冊子版ISBN 9784295002338  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1025599574 
ロジックがわかればデザインは怖くない！本書は、Think ITの連載記事「ITエンジニアのためのデザイン入門」の内容をまとめ、加筆して書籍化したものです。
「デザインはセンスではない。プログラムはロジック。デザインも同じだから、ITエンジニアでも十分に習得できる」をコンセプトに、「デザインセンスがない」と諦
めていることが多いITエンジニアにデザインの基礎から学んでもらうとともに、実際の業務の中で「どのように活用するのか」を知ってもらう内容となっています。 

ごめんなさい、もしあなたがちょっとでも行き詰まりを感じているなら、不便をとり入れ
てみてはどうですか? ―不便益という発想―【スマホ・読上】（しごとのわ） （※） 

同時1アクセス(本体) ¥4,455 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

著編者名 川上 浩司 冊子版ISBN 9784295000921  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1028157754 
不便は手間だが役に立つ！ 便利な時代の新しいアイデアの本ビジネスや社会では、「便利」「最短」「効率」を追求する仕事の進め方や、企画の考え方が溢
れています。しかし、便利=豊かな社会なのでしょうか。少しでも疑問がある人は、不便をとり入れることで新しい発想ができます。本書では、不便から生まれ
る益を「不便益」と呼び、新しいモノ・サービスを考えるビジネスマンやクリエイターの視野を広げます。本書のタイトルは『ごめんなさい、もしあなたがちょっとで
も行き詰まりを感じているなら、不便をとり入れてみてはどうですか？ 

UIデザインの心理学 
 ―わかりやすさ・使いやすさの法則― 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

著編者名 ジェフ・ジョンソン 冊子版ISBN 9784844337713  

出版社 インプレス 発行年 2015 商品コード 1018918011 

心理学の成果に基づいたUI設計のガイドラインを幅広く学べるテキスト。色覚・周辺視野・認識といった視覚中心の機能のほか、注意・記
憶・想起・学習など脳の機能について、具体例をまじえながら留意すべき点を説明する。 

プロトタイピング実践ガイド 
 ―スマホアプリの効率的なデザイン手法― 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

著編者名 深津 貴之 冊子版ISBN 9784844336242  

出版社 インプレス 発行年 2014 商品コード 1018918036 

スマートフォンアプリを中心としたプロダクト開発における効果的なプロトタイピングの手法を、図を多用してわかりやすく解説。実際の設
計やデザイン、開発業務に役立つ情報を提供する。 

できるクリエイターGIMP 2.8独習ナビ  
（できるクリエイターシリーズ） 

同時1アクセス(本体) ¥5,029 

同時3アクセス(本体) ¥10,058 

著編者名 ドルバッキーヨウコ 冊子版ISBN 9784844333340  

出版社 インプレス 発行年 2013 商品コード 1018868705 

劇的に使いやすくなった、無料&最強のグラフィックソフト「GIMP」2.8を完全解説。レッスン・リファレンス・練習問題の3ステップで、基本を学
べる。Windows & Mac OSⅩ対応。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

17冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥138,283  同時3アクセス（本体）¥276,566 

書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

Mメソッド ―多空間のデザイン思考― 松岡 由幸 近代科学社 2013 9784764904446 ¥7,260  ¥14,520  1026022118 

できるクリエイター Inkscape独習ナビ Windows＆Mac対応 羽石 相 インプレス 2016 9784844381556 ¥5,874  ¥11,748  - 

一生使える 見やすい資料のデザイン入門 森重 湧太 インプレス 2016 9784844339632 ¥5,280  ¥10,560  - 
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人間中心設計入門 （HCDライブラリー 第0巻） 
同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

著編者名 山崎 和彦 冊子版ISBN 9784764905061  

出版社 近代科学社 発行年 2016 商品コード 1022526824 
人間中心設計(HCD)を中心に、ユーザビリティ、ユーザエクスペリエンス、デザイン思考を学べる教科書。HCDをはじめて学ぶ人にもわかり
やすく解説する。 

人間中心設計の基礎 （HCDライブラリー 第1巻） 
同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

著編者名 黒須 正明 冊子版ISBN 9784764904439  

出版社 近代科学社 発行年 2013 商品コード 1022526830 
人間中心設計に関する現時点での最新情報をまとめた本。ユーザビリティやユーザエクスペリエンス(UX)などの概念と、ISO13407や
ISO9241-210に規定されている設計プロセスに関わる方法を紹介する。 

人間中心設計の国内事例 （HCDライブラリー 第3巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥23,100 

著編者名 HCDライブラリー委員会 冊子版ISBN 9784764904620  

出版社 近代科学社 発行年 2014 商品コード 1022526831 
より有効で使いやすい、満足度の高い商品やサービスを提供する活動プロセス「人間中心設計(HCD)」を活用した20の国内事例を紹介。
企業の活用事例、サービスデザインや車載機器など多様な分野での活用事例等を収録。 

人間中心設計における評価（HCDライブラリー 第7巻） 
同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

著編者名 黒須 正明 冊子版ISBN 9784764905887 

出版社 近代科学社 発行年 2019 商品コード - 
同書では、人間中心設計（HCD）における「評価」という活動について、その技法や進め方を中心に解説。この評価には、設計時の品質に
関する「ユーザビリティ評価」と利用時の品質「UX評価」という、人工物の品質に関する2つの種類のものがあり、これらの評価方法を説明
している。 

不便益 ―手間をかけるシステムのデザイン― 
同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

著編者名 川上 浩司 冊子版ISBN 9784764905504  

出版社 近代科学社 発行年 2017 商品コード 1025881799 
不便益をもたらすシステムのデザイン方法とは、を探求する。テクノロジーを否定するという内容でなく、ITやAIなどの最新テクノロジーと不
便を組み合わせることで新たな知財・サービスを生み出そうというものである。IT技術者や、システムデザイン関連読者の必読の書である。 

モノづくり×モノづかいのデザインサイエンス 
 ―経営戦略に新価値をもたらす10の知恵―（日本語-英語バイリンガル・ブック） 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

著編者名 松岡 由幸 冊子版ISBN 9784764905252  

出版社 近代科学社 発行年 2017 商品コード 1026634710 
本書での「デザイン」とは、単なる造形・意匠といった狭義を意味するものではなく、企業戦略上の総合的なモノづくりを指している。特に重
視するのが、製品などのモノの使用段階を意識・重視してモノづくりに取り組む「モノづかい」という概念である。モノづくり×モノづかいが今
後の経営戦略には欠かせないという視点を、“10の知恵”として事例を交え紹介する。 

ウェブユニバーサルデザイン 
同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

著編者名 NTTサービスエボリューション研究所 冊子版ISBN 9784764904569  

出版社 近代科学社 発行年 2014 商品コード 1022526809 
誰でも使えるウェブコンテンツのデザイン「ウェブユニバーサルデザイン」の解説書。その考え方、ウェブデザインの具体的なポイント、関連
する法制度や規格について、わかりやすく解き明かす。各章末に演習問題も収録。 

実践UXデザイン ―現場感覚を磨く知識と知恵― 
同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

著編者名 松原 幸行 冊子版ISBN 9784764905696  

出版社 近代科学社 発行年 2018 商品コード 1028063252 
UXデザインとは、ユーザーの経験をより良くするための仕組み・仕掛けを企画・設計することである。本書は、著者の長年にわたる実務経
験を基にUXデザインにおける実践的手法を解説する。メソッドとして一般化しにくい現場の知識や現場感覚を大事にしながら、実践上必要
となる知識や知恵をまとめている。UXデザインをどのように実務に使うか悩んでいる読者必読の書である。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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クラウド・サーバー・ネットワーク 関連 

書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

CentOS 7サーバー （Dekiru pro） 辻 秀典 インプレス 2016 9784844380344 ¥9,240  ¥18,480  1027446885 

Apache Webサーバー 改訂版（Dekiru pro） 辻 秀典 インプレス 2013 9784844333395 ¥6,913  ¥13,827  1018868704 

Docker実践ガイド ―コンテナ環境の構築・運用・活用― 
第2版（impress top gear） 

古賀 政純 インプレス 2019 9784295005520 ¥12,540  ¥37,620  1029728121 

Ansible実践ガイド ―コードによるインフラ構築の自動化― 
第2版（Impress top gear） 

北山 晋吾 インプレス 2018 9784295003274 ¥10,890  ¥21,780  1027289754 

Kubernetes完全ガイド （impress top gear） 
 《【スマホ・読上】あり》 

青山 真也 インプレス 2018 9784295004806 ¥12,540  ¥25,080  1028499588 

AWS Lambda実践ガイド ―アーキテクチャとイベント駆動型 
プログラミング―（Impress top gear） 

大澤 文孝 インプレス 2017 9784295002529 ¥9,900  ¥19,800  1026405289 

Microsoft Azure実践ガイド （Impress top gear） 真壁 徹 インプレス 2017 9784295002796 ¥11,550  ¥23,100  1026888925 

Mesos実践ガイド ―次世代の計算資源管理ソフトウェア―
（Impress top gear） 

古賀 政純 インプレス 2017 9784295001102 ¥9,900  ¥19,800  1027289733 

Amazon Web Servicesネットワーク入門 
 ―初めて作るクラウドインフラ : introducing Amazon Virtual 
Private Cloud connectivity―（Impress top gear） 

大澤 文孝 インプレス 2016 9784844381679 ¥8,250  ¥16,500  1023746014 

CentOS 7実践ガイド ―IT技術者のための現場ノウハウ―
（Impress top gear） 

古賀 政純 インプレス 2015 9784844337539 ¥9,240  ¥18,480  1018918017 

5G教科書 ―LTE/IoTから5Gまで― 
（インプレス標準教科書シリーズ） 

服部 武 インプレス 2018 9784295003779 ¥18,150  ¥36,300  1028700620 

企業リスクを避ける押さえておくべきIoTセキュリティ 
 ―脅威・規制・技術を読み解く!― 

荻野 司 インプレス 2018 9784295005414 ¥6,600  ¥13,200  1029684274 

2020年を見据えたグローバル企業のIT戦略 
 ―クラウド/ビッグデータ/IoT/GRC―合本版 
 【スマホ・読上】（IT Leaders選書） （※） 

入江 宏志 インプレス 2016 9784844339731 ¥5,940  ¥11,880  1028157777 

完全マスターしたい人のためのイーサネット&TCP/IP入門 榊 正憲 インプレス 2013 9784844335115 ¥5,029  ¥10,058  1018918050 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

84冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥440,443  同時3アクセス（本体）¥893,428 
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シリーズ 
インプレスＲ＆Ｄ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

これがマストドンだ!使い方からインスタンスの作り方まで 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

マストドン研究会 2017 9784844397724 ¥2,640  ¥5,280  1028546225 

システム導入のためのデータ移行ガイドブック 
 ―コンサルタントが現場で体得したデータ移行のコツ―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

久枝 穣  2017 9784844398011 ¥3,960  ¥7,920  1028546232 

情報セキュリティ内部監査の教科書 改３ 改訂3版（NextPublishing） 
《【スマホ・読上】あり》 

日本セキュリティ監査 2017 9784844398042 ¥10,560  ¥21,120  1028546260 

自宅・ノートPCインスタンス構築ガイド ―マストドンを持って街へ 
出よう!―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

児島新 2017 9784844397953 ¥3,300  ¥6,600  1028546276 

初めてのＷｅｂサーバ「Ａｐａｃｈｅ」ＣｅｎｔＯＳ ７編 （NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

大津真 2017 9784844397755 ¥3,696  ¥7,392  1028546278 

IT管理者のための情報セキュリティガイド （NextPublishing） 《【スマ
ホ・読上】あり》 

エクスジェン・ネット
ワークス 

2016 9784802090926 ¥5,280  ¥10,560  1028546193 

ゲーム開発が変わる! Google Cloud Platform 実践インフラ構築 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

野下 洋 2016 9784802090612 ¥4,620  ¥9,240  1028546224 

今、見直すHTML&CSS 改訂版（NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

林拓也 2016 9784844397373 ¥3,960  ¥7,920  1028546271 

クラウド時代の思考ツールWorkFlowy入門  
（OnDeck Books（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

彩郎 2016 9784802090575 ¥4,620  ¥9,240  1028546347 

オープンデータ時代の標準Web API SPARQL  
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

加藤 文彦 2015 9784802090438 ¥4,620  ¥9,240  1028546214 

Cypherクエリー言語の事例で学ぶグラフデータベースNeo4j 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

李 昌桓 2015 9784802090490 ¥3,960  ¥7,920  1028546189 

サイバーセキュリティ2020 脅威の近未来予測 （NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

特定非営利活動法人日本
ネットワークセキュリティ協
会(JNSA)未来予測プロ
ジェクト 

2015 9784802090179 ¥4,290  ¥8,580  1028546231 

Chrome・Chromebook定番「拡張機能」セレクションズ 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

武井一巳 2015 9784802090209 ¥1,980  ¥3,960  1028546652 

はじめてのChromebook ―クラウドで全部作業できるパソコンの第一
歩―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

一条真人 2015 9784802090117 ¥2,310  ¥4,620  1028546661 

1日で読めてわかるTCP/IPのエッセンス （NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

榊 正憲 2014 9784844396192 ¥3,300  ¥6,600  1028546186 

SDN/OpenFlowで進化する仮想ネットワーク入門 改訂新版 
（Ciscoシリーズ（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

伊勢 幸一 2014 9784844396253 ¥5,280  ¥10,560  1028546323 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

Azure無料プランで作る!初めてのWebアプリケーション開発  
《【スマホ・読上】あり》 

窓川 ほしき 2018 9784844398219 ¥4,950  ¥9,900  1028546375 

Mackerelではじめるお手軽Webサービス監視 《【スマホ・読上】あり》 大中 浩行 2018 9784844398301 ¥4,620  ¥9,240  1028546383 

WOWHoneypotの遊びかた 《【スマホ・読上】あり》 森久 和昭 2018 9784844398394 ¥5,280  ¥10,560  1028546389 

今日からはじめる「技術Ｐｏｄｃａｓｔ」完全入門 《【スマホ・読上】あり》 ｉｔｏｐｏｉｄ 他 2018 9784844398462 ¥4,620  ¥9,240  1028546395 

最新ブラウザ対応で気持ちよく書くＣＳＳデザイン 《【スマホ・読上】あり》 吉川 雅彦 2018 9784844398349 ¥5,280  ¥10,560  1028546397 

Amazon Web Servicesサーバーレスレシピ 《【スマホ・読上】あり》 矢田 裕基 2018 9784844398448 ¥4,620  ¥9,240  1028860010 

シリーズ 
（NextPublishing） 

インプレスＲ＆Ｄ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

今、見直すCSS （ネット時代の、これから始めるプログラミングシリーズ
(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

林 拓也 2014 9784844396352 ¥2,310  ¥4,620  1028546373 

今、見直すHTML （ネット時代の、これから始めるプログラミングシリー
ズ(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

林 拓也 2014 9784844396369 ¥1,980  ¥3,960  1028546374 

オープンデータ超入門 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 林 雅之 2014 9784844396154 ¥3,960  ¥7,920  1028546657 

CloudStack実践ガイド 前編 （Ciscoシリーズ（NextPublishing）） 
 《【スマホ・読上】あり》 

大削 緑 2013 9784844395928 ¥5,940  ¥11,880  1028546324 

CloudStack実践ガイド 後編 （Cloudシリーズ(NextPublishing)） 
 《【スマホ・読上】あり》 

大削 緑 2013 9784844395973 ¥4,950  ¥9,900  1028546325 

SDNの実践技術 （Interop Tokyoセミナー(NextPublishing)） 
 《【スマホ・読上】あり》 

伊勢 幸一 2013 9784844396031 ¥3,630  ¥7,260  1028546333 

イーサネットファブリックとOpenFlow （Interop Tokyoセミナー
(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

濤川 慎一 2013 9784844396062 ¥3,300  ¥6,600  1028546334 

オープンクラウド入門 CloudStack、OpenStack、OpenFlow、激化する 
クラウドの覇権争い （Cloudシリーズ（NextPublishing）） 
 《【スマホ・読上】あり》 

林 雅之 2012 9784844395249 ¥4,715  ¥9,431  1028546327 

インプレスＲ＆Ｄ 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

シリーズ 
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仕事で使える！シリーズ 
インプレスＲ＆Ｄ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

仕事で使える！Ｇ Ｓｕｉｔｅ 
 ―クラウド時代のビジネス加速ツール活用術― 《【スマホ・読上】あり》 

佐藤芳樹 2017 9784844397472 ¥5,280  ¥10,560  1028546303 

仕事で使える！Ｇ Ｓｕｉｔｅ スーパー大全 《【スマホ・読上】あり》 佐藤芳樹 2017 9784844397649 ¥7,260  ¥14,520  1028546304 

仕事で使える！G Suiteセキュリティー解説編 《【スマホ・読上】あり》 橋口剛 2017 9784844397670 ¥1,980  ¥3,960  1028546305 

仕事で使える！G Suite 企業導入編 《【スマホ・読上】あり》 佐藤芳樹 2017 9784844397663 ¥1,980  ¥3,960  1028546306 

仕事で使える！Ｇｏｏｇｌｅ Ａｐｐｓ Ｓｃｒｉｐｔ 《【スマホ・読上】あり》 深堀まど佳 2017 9784844397762 ¥3,960  ¥7,920  1028546307 

仕事で使える！Googleスプレッドシート Chromebookビジネス活用術 
2017年改訂版 《【スマホ・読上】あり》 

深川 岳志 2017 9784844397939 ¥1,980  ¥3,960  1028546313 

仕事で使える!Googleドキュメント Chromebookビジネス活用術  
2017年改訂版 《【スマホ・読上】あり》 

深川 岳志 2017 9784844397922 ¥1,980  ¥3,960  1028546314 

仕事で使える！Google Cloud Platform 最新クラウドインフラ導入 
マニュアル 《【スマホ・読上】あり》 

吉積 礼敏 2016 9784802090735 ¥2,310  ¥4,620  1028546311 

仕事で使える!Googleカレンダー 2016年6月最新改訂版 
 ―クラウド時代のスケジュール管理術― 《【スマホ・読上】あり》 

佐藤芳樹 2016 9784802090834 ¥2,310  ¥4,620  1028546312 

仕事で使える！Chromebox for meetings Googleの次世代ビデオ会議で
ビジネスを変える！ 《【スマホ・読上】あり》 

小林直史 2015 9784802090568 ¥2,310  ¥4,620  1028546302 

仕事で使える！Google Chromebook導入全集 クラウドに最適化された新
しいパソコン環境の全貌！ 《【スマホ・読上】あり》 

小林直史 2015 9784802090551 ¥5,940  ¥11,880  1028546310 

仕事で使える！Chromebook ビジネス活用編 クラウド時代のパソコン 
管理術 【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090223 ¥2,310  ¥4,620  1028546632 

仕事で使える！Chromebook設定＆応用編 クラウド活用ワークスタイル
導入ガイド 【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090230 ¥2,640  ¥5,280  1028546633 

仕事で使える！Chromeアプリ徹底活用 シナリオ別厳選アプリ一挙解説 
【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090049 ¥1,980  ¥3,960  1028546634 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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インプレスＲ＆Ｄ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

仕事で使える！Chromeデジタルサイネージ IoTで変わるデジタル広告 
ビジネス 【スマホ・読上】 （※） 

小林直史 2015 9784802090285 ¥2,310  ¥4,620  1028546635 

仕事で使える！Gmail クラウドメール徹底活用術 【スマホ・読上】 （※） 佐藤芳樹 2015 9784844396819 ¥1,980  ¥3,960  1028546636 

仕事で使える！Google Apps モバイルデバイス管理編 BYOD実践ガイド！
Android for Work対応版 【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090278 ¥2,310  ¥4,620  1028546637 

仕事で使える！Google Apps 脱MS Office編 コスト削減＆ライセンス 
最適化ガイド 【スマホ・読上】 （※） 

橋口剛 2015 9784802090247 ¥3,960  ¥7,920  1028546638 

仕事で使える！Google サイト活用編 Webサイト＆Googleアナリティクス
運用術 【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090308 ¥2,310  ¥4,620  1028546639 

仕事で使える！Googleサイト クラウド時代のポータル構築術  
【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090018 ¥2,310  ¥4,620  1028546640 

仕事で使える！Googleドライブ クラウドストレージ徹底活用術  
【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784844396802 ¥1,980  ¥3,960  1028546642 

仕事で使える！Ｇｏｏｇｌｅハングアウト 
 ―クラウドコミュニケ－ション徹底活用術―  【スマホ・読上】 （※） 

佐藤 芳樹 2015 9784844396796 ¥2,310  ¥4,620  1028546643 

仕事で使える！Googleフォーム Webフォーム＆アンケート活用術  
【スマホ・読上】 （※） 

丹羽 国彦 2015 9784844396789 ¥1,980  ¥3,960  1028546644 

仕事で使える！Chromebook ビジネスマンのクラウド活用ガイド  
 2015年7月最新版 【スマホ・読上】 （※） 

深川岳志 2015 9784844396642 ¥2,310  ¥4,620  1028546646 

仕事で使える! Google Apps 活用全集 《【スマホ・読上】あり》 佐藤芳樹 2015 9784802090407 ¥5,940  ¥11,880  1028546308 

仕事で使える! Google Apps 入門全集 《【スマホ・読上】あり》 佐藤芳樹 2015 9784802090391 ¥5,940  ¥11,880  1028546309 

仕事で使える!Googleスライド 
 ―クラウド時代のプレゼンテーション活用術―【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090292 ¥2,310  ¥4,620  1028546641 

仕事で使える!Windows10 ―Googleの提唱する100%Web実践ガイド― 
【スマホ・読上】 （※） 

佐藤芳樹 2015 9784802090315 ¥2,310  ¥4,620  1028546645 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

仕事で使える！シリーズ 
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

戦略領域へのクラウド活用 イノベーションを起こす 
使い方 

加藤 章 インプレス 2015 9784844339595 ¥6,600  ¥13,200  - 

Windowsコンテナー技術入門 真壁 徹 インプレス 2017 9784295000952 ¥8,250  ¥16,500  - 

OpenStack実践ガイド 古賀 政純 インプレス 2016 9784844381266 ¥9,900  ¥19,800  - 

nginx実践ガイド 渡辺 高志 インプレス 2017 9784295000723 ¥9,240  ¥18,480  - 

クラウド環境におけるアイデンティティ管理ガイドライン 
 改訂新版（Security series） 《【スマホ・読上】あり》 

日本ネットワークセキュリティ
協会アイデンティティ管理
ワーキンググループ 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2013 9784844395867 ¥8,250  ¥16,500  1020238017 

APT対策入門 ―新型サイバー攻撃の検知と対応―
（Security series） 《【スマホ・読上】あり》 

日本セキュリティ監査協会 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2012 9784844395263 ¥7,260  ¥14,520  1020238015 

マストドンつまみ食い日記 《【スマホ・読上】あり》 ITmedia NEWS編集部 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2017 9784844397823 ¥2,310  ¥4,620  1028546252 

企業システムのためのパブリッククラウド入門 
 （Cloudシリーズ(Next Publishing)） 
 《【スマホ・読上】あり》 

加藤 章 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2013 9784844395775 ¥4,950  ¥9,900  1028546328 

自己組織化する複雑ネットワーク 
 ―空間上の次世代ネットワークデザイン― 

林 幸雄 近代科学社 2014 9784764904606 ¥8,910  ¥17,820  1023746040 

情報通信ネットワーク （ファーストステップ） 浅井 宗海 近代科学社 2011 9784764903685 ¥7,260  ¥14,520  1022526844 

複雑ネットワーク ―基礎から応用まで― 増田 直紀 近代科学社 2010 9784764903630 ¥9,240  ¥18,480  1023746039 

ネットワーク科学の道具箱 
 ―つながりに隠れた現象をひもとく― 

林 幸雄 近代科学社 2007 9784764903463 ¥8,580  ¥17,160  1023746041 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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統計・データサイエンス 関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

マルチンゲール理論による統計解析 （1） 西山 陽一 2011 9784764904149 ¥11,880  ¥23,760  1022526797 

フィールドデータによる統計モデリングとAIC （2） 島谷 健一郎 2012 9784764904286 ¥12,100  ¥24,420  1022526798 

法廷のための統計リテラシー ―合理的討論の基盤として―（3） 石黒 真木夫 2014 9784764904637 ¥11,880  ¥23,760  1022526800 

製品開発のための統計解析入門 
 ―JMPによる品質管理・品質工学―（4） 

河村 敏彦 2015 9784764904743 ¥11,220  ¥22,440  1022526799 

極値統計学 （5） 高橋 倫也 2016 9784764905153 ¥13,860  ¥27,720  1022526858 

ロバスト統計 ―外れ値への対処の仕方―（6） 藤澤 洋徳 2017 9784764905429 ¥11,550  ¥23,100  1025578834 

角度データのモデリング （7） 清水 邦夫 2018 9784764905559 ¥12,210  ¥24,420  1026888933 

ISMシリーズ : 進化する統計数理  
近代科学社 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

現場主義統計学のすすめ ―野外調査のデータ解析―（1） 島谷 健一郎 2017 9784764905436 ¥7,260  ¥14,520  1025376229 

ポアソン分布・ポアソン回帰・ポアソン過程 （2） 島谷 健一郎 2017 9784764905467 ¥7,260  ¥14,520  1025881798 

P値 ―その正しい理解と適用―（3） 柳川 堯 2018 9784764905832 ¥7,260  ¥14,520  1029161124 

統計スポットライト 
シリーズ 
近代科学社 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

37冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥337,942  同時3アクセス（本体）¥676,104 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

バイオ統計の基礎 ―医薬統計入門―（ 1） 柳川 尭 2010 9784764903876 ¥10,560  ¥21,120  1022526836 

臨床試験のデザインと解析 
 ―薬剤開発のためのバイオ統計―（2） 

角間 辰之 2012 9784764904309 ¥13,200  ¥26,400  1022526837 

サバイバルデータの解 
析 ―生存時間とイベントヒストリデータ―（3） 

赤澤 宏平 2010 9784764903906 ¥13,200  ¥26,400  1022526838 

医療・臨床データチュートリア 
ル ―医療・臨床データの解析事例集―（4） 

柳川 尭 2014 9784764904644 ¥10,560  ¥21,120  1022526839 

観察データの多変量解析 ―疫学データの因果分析―（5） 柳川 尭 2016 9784764905054 ¥11,880  ¥23,760  1022526835 

ゲノム創薬のためのバイオ統計 
 ―遺伝子情報解析の基礎と臨床応用―（6） 

舘田 英典 2010 9784764903913 ¥11,880  ¥23,760  1022526840 

バイオ統計シリーズ 
近代科学社 

書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

確率的シミュレーションの基礎  
（IMIシリーズ : 進化する産業数学 1） 

手塚 集 近代科学社 2018 9784764905573 ¥11,880  ¥23,760  1026888934 

データサイエンティスト・ハンドブック 丸山 宏 近代科学社 2015 9784764904903 ¥8,250  ¥16,500  1022526792 

スッキリわかる確率統計 ―定理のくわしい証明つき― 皆本 晃弥 近代科学社 2015 9784764904835 ¥8,910  ¥17,820  1022526802 

データ分析とデータサイエンス = Data assay & data 
science 

柴田 里程 近代科学社 2015 9784764904989 ¥11,550  ¥23,100  1022526834 

Linked Data 
 ―Webをグローバルなデータ空間にする仕組み― 

トム・ヒース 近代科学社 2013 9784764904279 ¥10,560  ¥21,120  1027301909 

はじめての確率論 小杉 のぶ子 近代科学社 2011 9784764910553 ¥8,250  ¥16,500  1022526804 

はじめての数理統計学 古島 幹雄 近代科学社 2007 9784764910485 ¥6,600  ¥13,200  1022526801 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

Hadoopクラスター構築実践ガイド ―ビッグデータ分析基盤
の構築事例集―（impress top gear） 

古賀 政純 インプレス 2018 9784295003694 ¥11,220  ¥22,440  1027514842 

OpenStack実践ガイド 古賀 政純 インプレス 2016 9784844381266 ￥9,900 ￥19,800 - 

Elasticsearch実践ガイド ―Elasticsearch、Logstash、Kibana
によるログ収集・解析・可視化―（Impress top gear） 

惣道 哲也 インプレス 2018 9784295003915 ¥9,240  ¥18,480  1027853021 

Rではじめる機械学習 ―データサイズを抑えて軽量な環境
で攻略法を探る―（Impress top gear） 

長橋 賢吾 インプレス 2017 9784295002055 ¥11,880  ¥23,760  1025599575 

IoT時代のビッグデータビジネス革命 ―新スマート 
シティ創造のための実践的活用術― 

岡村 久和 インプレス 2018 9784295000990 ¥6,600  ¥13,200  1027446886 

やさしく学ぶデータ分析に必要な統計の教科書 
 ―Excelですぐに試せる!―（できるビジネス） 

羽山 博 インプレス 2018 9784295003656 ¥4,752  ¥9,504  1027880039 

Apache Sparkビッグデータ性能検証 ―ユースケースで徹底検
証!Sparkのビッグデータ処理機能を試すKafka+Spark 
Streaming+Elasticsearch―（Think IT books） 《【スマホ・読上】あり》 

伊藤 雅博 インプレス 2017 9784295001126 ¥6,600  ¥13,200  1028157718 

できるやさしく学ぶExcel統計入門 ―難しいことはパソコンに
まかせて仕事で役立つデータ分析ができる本― 

羽山 博 インプレス 2015 9784844337317 ¥4,950  ¥9,900  1018868639 

Introduction of Elastic Stack 6 
 （技術の泉シリーズ(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

石井 葵 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2018 9784844398295 ¥5,940  ¥11,880  1028546380 

Elastic Stackで作るBI環境  
（技術の泉シリーズ(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

石井 葵 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2018 9784844398608 ¥5,280  ¥10,560  1028860015 

センサーシティー 都市をシェアする位置情  
（#xtech-books（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

神武 直彦 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2017 9784844397816 ¥3,960  ¥7,920  1028546318 

Cypherクエリー言語の事例で学ぶグラフデータベースNeo4j 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

李 昌桓 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2015 9784802090490 ¥3,960  ¥7,920  1028546189 

位置情報ビッグデータ ―ウェアラブルコンピューティング時
代を切り拓く―（New thinking and new ways） 
 《【スマホ・読上】あり》 

神武 直彦 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2014 9784844396215 ¥5,940  ¥11,880  1020238034 

自動車ビッグデータでビジネスが変わる! 
 ―プローブカー最前線―（New thinking and new ways） 
《【スマホ・読上】あり》 

杉浦 孝明 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2014 9784844396413 ¥3,960  ¥7,920  1020238035 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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ブロックチェーン・仮想通貨・暗号 関連 

仮想通貨の税務対策 2019年3月確定申告対応版 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 浜部 理恵 冊子版ISBN 9784844398684  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2018 商品コード 1030447027 

わかりにくい仮想通貨の確定申告をQ&Aで解説！ 

信用の新世紀 ブロックチェーン後の未来 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

著編者名 斉藤 賢爾 冊子版ISBN 9784844398073  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2017 商品コード 1028546282 

貨幣経済が終わるとき、企業も人も何を土台にビジネスをするのか、いま話題のブロックチェーンから展望する 

未来を変える通貨 ビットコイン改革論 新版
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 斉藤 賢爾 冊子版ISBN 9784844397526  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2017 商品コード 1028546299 

お金が変われば社会が変わる！ デジタル通貨の研究者がビットコインの仕組みからその課題までを解説 

現代暗号の誕生と発展 
 ―ポスト量子暗号・仮想通貨・新しい暗号― 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

著編者名 岡本 龍明 冊子版ISBN 9784764905795  

出版社 近代科学社 発行年 2019 商品コード 1029502804 

本書は、40年余り前に誕生してから現在に至るまで大きく発展し続けている現代暗号の世界を（前提知識を必要としな
いで）できるだけ平易に解説することをめざして執筆された。本文では、極力数式等は用いずに解説を行う一方、いくつ
かの重要な技術については、より詳細な説明を付録で行っている。 

コンピュータ理論の起源 （第1巻） 
同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

著編者名 伊藤 和行 冊子版ISBN 9784764904545  

出版社 近代科学社 発行年 2014 商品コード 1024523343 

本シリーズは，「コンピュータ理論の起源」を当時の原典に探る試みとして，現在もコンピュータ理論の古典と呼ばれる，チューリングと
フォン・ノイマンの論文を紹介する。第1巻である本書には，チューリングのコンピュータに関わる重要な論文4編の完訳と，それぞれの
論文に対し，内容を的確に理解するための時代背景を含めた詳細な解説が収められている。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

14冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥83,685  同時3アクセス（本体）¥178,920 

書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

世界一やさしいビットコイン＆仮想通貨 
ペロンパワークス・プロ
ダクション 著 

インプレス 2018 9784295003755 ¥2,244  ¥4,488  - 

仮想通貨 ビットコインキャッシュの革命 金融の世界を変え
る未来のお金  

雨弓 著／ブロックちゃ
ん 監修 

天夢人 2018 9784635820714 ¥1,434  ¥2,868  - 

仮想通貨リップルの衝撃 Rippleが実現する"価値のインター
ネット" 

四條寿彦 著／Giant 
Gox 監修 

天夢人 2018 9784635820417 ¥1,434  ¥2,868  - 
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Ethereum+Solidity入門 
 ―Web3.0を切り拓くブロックチェーンの思想と技術 : 進化し続ける 
ブロックチェーン!―（Impress top gear） 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥34,650 

著編者名 Chris Dannen 冊子版ISBN 9784295005735  

出版社 インプレス 発行年 2019 商品コード 1029973260 

本書は、スマートコントラクト、分散アプリケーションのためのイーサリアムプラットフォームについて「仕組み」「機能」「開発/実行の
概要」を中心に解説した一冊。Ethereum(イーサリアム)は、分散型アプリケーションやスマートコントラクト(契約機能)を開発するため
のプラットフォーム。Solidity は、イーサリアムのスマートコントラクトを開発するための言語である。 

徹底理解ブロックチェーン 
 ―ゼロから着実にわかる次世代技術の原則―（Impress top gear） 

同時1アクセス(本体) ¥9,570 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

著編者名 Daniel Drescher 冊子版ISBN 9784295003922  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1028063249 

ブロックチェーンの仕組みがイメージできる！どのようなデータの固まりがどのようにつながっているか。その機能や仕組みはどうなっている
のか。分散システム、P2P、所有権、二重支払い、ハッシュ、非対称暗号鍵…ブロックチェーンの重要ポイントを1つ1つ説き明かす！「非対称
暗号鍵は郵便箱」「データ格納は蔵書管理」──例えを用いて技術の仕組みをイメージしやすくしています。取り上げるテーマは、ブロック
チェーンの目的、可能性、必要性、各機能、限界/克服など。本書はブロックチェーンの基礎的な概念をしっかりと理解したい人に格好の一
冊です。 

できるビットコイン入門 
 ―話題の仮想通貨の仕組みから使い方までよく分かる本― 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

著編者名 ビットバンク 冊子版ISBN 9784295002956  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1026888928 

「ビットコイン」は値動きの激しさから投資・投機などで注目されがちですが、インターネット時代の「お金」として従来の通貨にはない
長所を数多く持っています。本書は「ビットコインのことがよく分からない」「興味はあるけど損をしそうで心配」といった方のために、
ビットコインの始まりから日本円で購入する方法、店舗での使い方まで詳しく解説した一冊です。 

いちばんやさしいブロックチェーンの教本 
 ―人気講師が教えるビットコインを支える仕組み― 

同時1アクセス(本体) ¥5,478 

同時3アクセス(本体) ¥10,956 

著編者名 杉井 靖典 冊子版ISBN 9784295001447  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1026940509 

「ブロックチェーン」について、よく目にするもののきちんと説明できる人は少ないのではないでしょうか。本書はブロックチェーンの実装案件
で国内トップレベルの実績を持つカレンシーポート株式会社の杉井靖典氏が、ブロックチェーンの仕組みや成り立ちを一から丁寧に解説して
います。ブロックチェーンを支える「暗号技術」や「分散ネットワーク」、価値の保持者を特定する「ウォレット」、取引を記録する「トランザクショ
ン」、契約執行を可能にする「スマートコントラクト」など、難しい概念や機能を、平易な言葉と豊富な図版で解説しています。 

5000円ではじめる仮想通貨投資入門 
 ―ビットコイン、イーサリアム、リップル、ネムの買い方・売り方・育て方― 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス(本体) ¥4,455 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

著編者名 上野 義治 冊子版ISBN 9784295002321  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1028157763 

ビットコイン以外の仮想通貨はなにを買うべきか？仮想通貨投資を始めるときにまず読んでもらいたい入門書。仮想通貨の人気セ
ミナー講師が執筆しました。仮想通貨の仕組みから、その価値、投資方法、被害にあわない心構えなど読み物形式で手軽に読めま
す。暴落したときや、高騰したときに何度も読み返して自分の投資スタイルを貫きましょう。よくある投資本のチャートの味方など不
要です。ルールを守って買っていくだけです。いそがしい人ほど、本書の資産運用法がお勧めです。 

崩壊の危機に瀕するパスワード問題  
【スマホ・読上】（IT Leaders選書） （※） 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

著編者名 鵜野 幸一郎 冊子版ISBN 9784844339526  

出版社 インプレス 発行年 2016 商品コード 1028157788 

本書は、情報システムリーダーのIＴ情報専門サイト「IT Leaders」で著者が連載している「パスワード問題」に関する各種記事をまとめて、電子書籍
化！ スマートフォンが急速に普及し、IDやパスワードを入力して、インターネットを使ったさまざまなサービスを利用する機会、場面がますます増えて
いる。これまでにも、銀行や各種公共サービスで「パスワード」を利用する機会があったが、マイナンバー制度もはじまり、本人認証として、今後もさら
にパスワードの利用機会が増える。利用者本人が気をつけるだけでなく、個人情報を預かる企業側の対応も問われることが多いため、どのような対策
が考えられるのか、利用者にパスワードの運用負担を押しつけている現状を考え直すべく、あらたな利用方法なども解説する。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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電子工作 関連 

子どもと育てるスマートスピーカー  
（技術の泉シリーズ（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体 ¥10,560 

著編者名 長村 ひろ 冊子版ISBN 9784844398332  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2018 商品コード 1028546398 

スマートスピーカーを子育てに活用しよう！ 

ラズパイでラジオを聞く!“radiberry pi!”構築マニュアル 
（技術の泉シリーズ(NextPublishing)） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体 ¥10,560 

著編者名 木田原 侑 冊子版ISBN 9784844398424  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2018 商品コード 1030447014 

あなたのラズパイ、余らせてませんか？もっと活用できます！ 

ソフトウェア技術者のためのＦＰＧＡ入門 機械学習編 
（技術の泉シリーズ（NextPublishing）） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体 ¥11,880 

著編者名 石原 ひでみ 冊子版ISBN 9784844398004  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2017 商品コード 1028546392 

ソフトウェア技術者のためのFPGAチュートリアル登場！ 

マイコンボードで学ぶ楽しい電子工作 （NextPublishing） 

《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体 ¥10,560 

著編者名 榊 正憲 冊子版ISBN 9784844398509  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2018 商品コード 1028546251 

作って動かす喜びをいだきながら、電気や電子の基礎知識も身につけよう！ 

文具王・高畑正幸とカラクリ大好き・大谷和利が見つけた
3DプリンタCellPの楽しみ方 ―デスクトップ・ファクトリーの時

代がやってきた―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体 ¥9,240 

著編者名 高畑 正幸 冊子版ISBN 9784844396321  

出版社 インプレスＲ＆Ｄ 発行年 2014 商品コード 1028546294 

身近になった3Dプリンタで遊ぼう！ 

Android×Arduinoでつくるクラウド連携デバイス -
Android ADKで電子工作をはじめよう！- 

同時1アクセス(本体) ¥7,227 

同時3アクセス(本体 ¥14,454 

著編者名 伊藤 元 冊子版ISBN 9784844332756 

出版社 インプレス 発行年 2012 商品コード - 

AndroidとArduinoで実現するハードウェアのクラウド連携 
 液晶画面から抜けだして、"リアルワールド"をハックしよう! 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

12冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥79,959  同時3アクセス（本体）¥168,168 
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ミニフライス盤CNC化実践マニュアル 
 ―ものづくりをステップアップ―（Think IT Books） 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体 ¥24,750 

著編者名 榊 正憲 冊子版ISBN 9784844380092  

出版社 インプレス 発行年 2016 商品コード 1024760856 

本書では、趣味のもの作りの層を対象に、工作機械の基礎知識を解説し、実際にミニフライス盤をCNC化する。それ
を制御するソフトウェアとして、デファクトスタンダードなMach 3/4や安価なCAM（123D）やCADソフト（CUT2D/3D）の解
説を行う 

Raspberry Piユーザーガイド 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥7,722 

同時3アクセス(本体 ¥15,444 

著編者名 Eben Upton 冊子版ISBN 9784844336495  

出版社 インプレス 発行年 2014 商品コード 1018918032 

Raspberry Piの世界を凝縮した一冊。Pythonを使ったハードウェアの制御から、メディアセンターとしての使用、カメラ
プロジェクトのセットアップ、Scratchでのゲーム作成までを解説する。 

組込み開発のための実践的プログラミング 
同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体 ¥17,820 

著編者名 鷹合 大輔 冊子版ISBN 9784764905610  

出版社 近代科学社 発行年 2018 商品コード 1027441294 

本書は、金沢工業大学で長年にわたり組込み教育に関わった著者らが、その経験から得た知見を整理したものである。小規模のマ
イコンを徹底的に活用する中で、組込みプログラムの基礎技術を学べる構成となっている。独習者、高専、大学の授業、および企業
研修での利用を想定しつつ、現役の技術者にも有益なヒントを得られるよう工夫してある。演習問題も数多く配してあり、まさに実践
的に学べる。 

実践ロボットプログラミング ―LEGO Mindstorms EV3

で目指せロボコン!―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体 ¥15,840 

著編者名 藤吉 弘亘 冊子版ISBN 9784764905597  

出版社 近代科学社 発行年 2018 商品コード 1027441295 

好評を得ている第1版を基にEV3に対応!!本書は、はじめに目標となるアルゴリズムをPADで表して、それに対応するC
言語プログラム、GUIプログラムを併記して立体的に学べるよう工夫。初心者から上級者まで、3つのソースを相互参
照しながら、ロボットプログラミングを効率よくマスターできる。 

体験する!!オープンソースハードウェア 
 ―NanoPi NEO,Arduino他で楽しむIoT設計― 

同時1アクセス(本体) ¥7,590 

同時3アクセス(本体 ¥15,180 

著編者名 武藤 佳恭 冊子版ISBN 9784764905405  

出版社 近代科学社 発行年 2017 商品コード 1024896449 

グラフ・ネットワークアルゴリズムの基礎をしっかり理解!! グラフ・ネットワークアルゴリズムの背後に横たわる数理を，例題と図を多
用して，直観的なイメージを抱いて思考を巡らせながら理解できるよう，配慮．また，ほとんどのアルゴリズムにC言語によるプログラ
ムを与え，出力結果を確認できるようにしている．さらに，各章での内容を効果的に復習できるように，章末の演習問題とともに多く
の問題でその解答例を付している． また，著者の『アルゴリズムの基礎とデータ構造：数理とC プログラム』の続編でもある． 

武藤博士の発明の極意 
 ―いかにしてアイデアを形にするか― 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体 ¥11,880 

著編者名 武藤 佳恭 冊子版ISBN 9784764904385  

出版社 近代科学社 発行年 2013 商品コード 1024523345 

「床発電」や「横波スピーカー」などの発明で知られる武藤佳恭博士。TVや新聞などでも数多く取り上げられた発明と
その極意を、世界を股にかけて活躍してきた博士直伝の英語と日本語でわかりやすく紹介。英語思考と日本語思考
の違いを興味深い (きっとヒントが得られる!? ) 発明で学べる。また、海外からの留学生にとっても、技術系の日本語を
平易に学ぶことができる最良の書である。 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 
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コンピュータの歴史 

書名 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

インターネット白書2019 
 デジタルファースト社会への大転換 
（NextPublishing） 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2019 9784844396864 ¥9,240  ¥18,480  1030361008 

インターネット白書 2018 
 ―デジタルエコノミー新時代の幕開け―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2018 9784844398134 ¥6,930  ¥13,860  1028546212 

インターネット白書 2017 
 ―IoTが生み出す新たなリアル市場―
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2017 9784844397465 ¥5,940  ¥11,880  1028546211 

インターネット白書 2016 
 ―イノベーションが疾走する― 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2016 9784802090698 ¥6,600  ¥13,200  1028546210 

インターネット白書 2015 
 ―デジタル社会が加速する― 
 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2015 9784844396635 ¥5,940  ¥11,880  1020238011 

インターネット白書 2013-2014 
 ―すべてがつながる未来へ― 
 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2014 9784844396123 ¥5,940  ¥11,880  1020238010 

インターネット白書編集委員会 著 

モバイル・コンテンツ・フォーラム 著 

書名 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

スマホ白書 2016 
 ―新たなプラットフォームの台頭でコンテンツ戦略が
変わる!―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2016 9784802090810 ¥15,840  ¥31,680  1028546233 

スマホ白書 2015 
 ―グローバル競争時代を勝ち抜く!スマートフォン
市場新成長戦略― 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2015 9784844396765 ¥15,840  ¥31,680  1020238009 

スマホ白書 2013-2014 
 ―スマートフォン5000万台時代のモバイルビジネ
ス新戦略― 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2014 9784844396079 ¥15,840  ¥31,680  1020238008 

インターネット白書 

スマホ白書 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。●《【スマホ・読上】あり》に関しましては お問合せください。 

18冊揃価格  
同時1アクセス（本体）¥141,546  同時3アクセス（本体）¥283,093 
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時3 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

コンピュータの名著・古典100冊 
 ―若きエンジニア「必読」のブックガイド―改訂新版 

石田 晴久 インプレス 2006 9784844323044 ¥3,300  ¥6,600  1018918056 

ロマンとそろばん （NextPublishing） 
 《【スマホ・読上】あり》 

高橋 啓介 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2018 9784844398318 ¥4,950  ¥9,900  1028546257 

僕が伝えたかったこと、古川享のパソコン秘史 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

古川 享 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2015 9784802090100 ¥4,620  ¥9,240  1028546297 

インターネット私史 その礎を築いた友たちへ 
（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

高橋 徹 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2014 9784844396529 ¥3,960  ¥7,920  1028546209 

日本の電子出版を創ってきた男たち 
 ―この声を聞かずして、電子出版を語るなかれ。―
（OnDeck books） 《【スマホ・読上】あり》 

OnDeck編集部 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2012 9784864780025 ¥3,078  ¥6,157  1020238027 

インターネット・サイエンスの歴史人物館 
 情報通信技術の礎を築いた科学者たち 
 （Next Publishing） 《【スマホ・読上】あり》 

岩山 知三郎 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2012 9784844395287 ¥3,630  ¥7,260  1028546208 

万能コンピュータ 
 ―ライプニッツからチューリングへの道すじ― 

マーティン・デイ
ヴィス 

近代科学社 2016 9784764904712 ¥11,880  ¥23,760  1024523347 

コンピュータ理論の起源 （第1巻） 伊藤 和行 近代科学社 2014 9784764904545 ¥13,860  ¥27,720  1024523343 

バグは本当に虫だった-なぜか勇気が湧いてくるパソ
コン・ネット「100年の夢」ヒストリー91話 

水谷 哲也 ペンコム 2017 9784295400554 ¥4,156 ¥8,316 - 
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教育関連  

できるキッズ子どもと学ぶ 
JavaScriptプログラミング入門  

同時1アクセス(本体) ¥6,534 

同時3アクセス(本体) ¥13,068 

著編者名 大澤 文孝 冊子版ISBN 9784295004851  

出版社 インプレス 発行年 2018 商品コード 1028499578 

コードプログラミングを初めて学ぶ人のために、JavaScriptを使ったプログラミング方法を解説します。コード
を書いてプログラミングの手順を覚え、最終的には本格的な「落ち物パズル」を制作します。本文には振り仮
名をふり、子どもにも読めるようにしました。また、操作が分からなくなったときや、途中から読み始めた場合
でも、無料の練習用ファイルでレッスンの最初から手順を続けられます。プログラミングに興味がある小学生
とその保護者の方、これを機にプログラミングを学んでみたい人にも適した1冊です。 

できるキッズ子どもと学ぶ 
Scratchプログラミング入門 

同時1アクセス(本体) ¥5,577 

同時3アクセス(本体) ¥11,154 

著編者名 竹林 暁 冊子版ISBN 9784295001317  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1025091806 

2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されます。「パソコンは使えるけど、プログラミングはやった
ことがない……子どもに教えるにはどうしたらいいの？」そんな人のために、この本を作りました。プログラミ
ング教育の教材としてメジャーな「Scratch」（スクラッチ）を使って、プログラミングを初めて学ぶ子どもと親の
ために、初歩の部分から丁寧に解説しています。この本をきっかけに、楽しいプログラミングの世界を広げて
いってください。 

できるキッズ子どもと学ぶ 
ビスケットプログラミング入門 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

著編者名 デジタルポケット 冊子版ISBN 9784295002826  

出版社 インプレス 発行年 2017 商品コード 1027289742 

本書で紹介するゲームの動作を確認できる動画を「できるネット」のWebページで参照できます。▼『できる
キッズ 子どもと学ぶ ビスケットプログラミング入門』動画ページhttps://dekiru.net/viscuit「ビスケット」は自分
で描いた絵を使ってプログラミングができる、ビジュアルプログラミング言語です。画面にほとんど文字が使
われていないので4歳の子どもから操作でき、タブレットやスマートフォンで楽しく始められます。本書ではビス
ケットに初めて触れる方のために、基本的な操作から本格的なゲーム作りまでステップバイステップで学べる
ように構成しました。ビスケットを楽しみながら、プログラミングに必要な発想力を身に付けていきましょう。 

できるキッズ 子どもと学ぶ  
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書名 著編者 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

EdTechが変える教育の未来 ―Education×Technology―
《【スマホ・読上】あり》 

佐藤 昌宏 インプレス 2018 9784295004516 ¥4,752  ¥9,504  1028697110 

おとなが読んで・知って・まもる こどもiPad 
（NextPublishing） 

吉田メグミ 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2014 9784844396000 ¥2,970  ¥5,940  1028546215 

日本のICT教育にもの申す! ―教育プラットフォームによる 
改革への提言―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

関島 章江 
インプレス 

Ｒ＆Ｄ 
2013 9784844395942 ¥3,960  ¥7,920  1028546289 

アクティブ・ラーニングで身につけるコミュニケーション力 ―
聞く力・話す力・人間力― 

切田 節子 近代科学社 2016 9784764905009 ¥5,940  ¥11,880  1022526822 

子どもにプログラミングを学ばせるべき 6 つの理由 「21 世
紀型スキル」で社会を生き抜く 

神谷 加代 インプレス 2015 9784844338284 ¥4,059 ¥8,118 - 

書名 出版社 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

これからの「教育」の話をしよう 
 ―教育改革×ソーシャル力―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2013 9784844395829 ¥3,458  ¥6,916  1028546226 

これからの「教育」の話をしよう 2 
 ―教育改革×ＩＣＴ力―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2017 9784844397540 ¥3,960  ¥7,920  1028546227 

これからの「教育」の話をしよう 3 
 ―教育改革×未来の教室―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2017 9784844397656 ¥3,960  ¥7,920  1028546228 

これからの「教育」の話をしよう 4 
 ―教育改革×大学広報力―（NextPublishing） 《【スマホ・読上】あり》 

インプレス 
Ｒ＆Ｄ 

2018 9784844398479 ¥3,960  ¥7,920  1028546229 

これからの「教育」の話をしよう 

学校広報ソーシャルメディア活用勉強会 著 

2019年6月 

（NextPublishing）  
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