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No.2018-636 

2018年12月 

2018-2019年全点カタログ 

昭和16年（1941年）創立以来、高等学校、大学・短大、専門学校などの 
各学校段階における教科書・学習教材や理工図書・商経図書・情報図書などの 

教育関連図書を出版してきました。 
 

また、社会人向けにも、専門書・技術書・各種資格用学習書などを並行して 
出版しており、高等学校から社会人までの「生涯学習」の一端を担い、 

「教育・学習に貢献する」ことを理念として出版活動を展開してきました。 
 

 高校生から大学生、あるいは社会人（職業人）としてそれぞれ成長 
していく段階で求められる人間の「知性・知識」や「技術・経験」など、 

幅広い分野での新しい知見をわかりやすく提供することが 
小社の使命であり目的でもあります。 

（実教出版ＨＰ 社長挨拶より抜粋） 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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First Stageシリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

精選住居学 （家政） 後藤 久 2016 9784407340327 ¥4,400  1026405278 

精選栄養学 （家政） 五十嵐 脩 2016 9784407340310 ¥4,400  1026405277 

水理学概論 （建築・土木） 垣谷 敦美 2016 9784407339291 ¥4,675  1025599593 

建築法規概論 （建築・土木） 大村 謙二郎 2016 9784407340228 ¥6,325  1025599592 

建築構造設計概論 （建築・土木） 石岡 恒一 2016 9784407340334 ¥8,250  1025599591 

ビジネス法務の基礎 （商業・経済） 森島 昭夫 2016 9784407337303 ¥6,050  1025376243 

農業経営概論 （農業） 大泉 一貫 2016 9784407340365 ¥6,050  1025376242 

土木構造力学概論 （建築・土木） 垣谷 敦美 2016 9784407339284 ¥7,150  1025376241 

土質力学概論 （建築・土木） 垣谷 敦美 2016 9784407339307 ¥4,950  1025376240 

電子回路概論 （電気・電子） 今井 稔 2015 9784407337402 ¥7,150  1024731919 

電気機器概論 （電気・電子） 熊谷 文宏 2015 9784407337396 ¥6,600  1024731918 

化学工学概論 （化学工学） 小菅 人慈 2015 9784407337419 ¥7,425  1019533218 

マーケティングの基礎 （商業・経済） 小林 一 2014 9784407335491 ¥4,675  1018441552 

建築製図入門 （建築・土木） 大庭 孝雄 2014 9784407335484 ¥9,625  1018441551 

測量入門 （建築・土木） 大杉 和由 2014 9784407335477 ¥7,700  1018441550 

電気製図入門 （電気・電子） 關 敏昭 2014 9784407335460 ¥9,625  1018194195 

電気・電子入門 （電気・電子） 佐竹 一郎 2014 9784407335385 ¥6,050  1018194194 

電気理論基礎 2 （電気・電子） 小川 義雄 2014 9784407335378 ¥5,775  1018194193 

電気理論基礎 1 （電気・電子） 小川 義雄 2014 9784407335361 ¥6,600  1018194192 

機械要素入門 2 （機械） 林 洋次 2014 9784407335439 ¥5,775  1017973341 

機械要素入門 1 （機械） 林 洋次 2014 9784407335422 ¥5,775  1017973340 

メカトロニクス入門 （機械） 舟橋 宏明 2014 9784407335446 ¥6,875  1017973339 

環境工学入門 （科学・環境） 花木 啓祐 2014 9784407335408 ¥6,875  1017819957 

機械製図入門 （機械） 林 洋次 2014 9784407335453 ¥9,625  1017819956 

機械設計入門 （機械） 塚田 忠夫 2014 9784407335415 ¥6,875  1017819955 

大学教育の基礎となる高校レベルからの知識の定着を図るテキストです。 
図や写真を多用したビジュアルでわかりやすい構成。 

First Stageシリーズ 25冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥165,275  
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Professional engineer library 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

構造力学 岩坪 要 2017 9784407337877 ¥8,250  1028506663 

環境工学 山崎 慎一 2017 9784407340303 ¥6,325  1028506664 

水理学 神田 佳一 2016 9784407337884 ¥7,975  1024775773 

工業力学 本江 哲行 2016 9784407337891 ¥7,425  1024775774 

機械力学 本江 哲行 2016 9784407337907 ¥7,975  1024775775 

材料力学 （※） 久池井 茂 2015 9784407332827 ¥6,600  1020083661 

有機化学 （※） 粳間 由幸 2015 9784407332476 ¥7,150  1020083662 

化学 （※） 小林 淳哉 2015 9784407332551 ¥7,700  1020083663 

物理化学 （※） 福地 賢治 2015 9784407337266 ¥7,425  1020599008 

機械・金属材料学 （※） 黒田 大介 2015 9784407337259 ¥7,975  1020599009 

学習者が主体となって能動的に学べるように、予習や復習を促す要素や、工学ナビや 

プラスアルファなどといった、学習支援となる要素をふんだんに盛り込みました。 

Professional engineer library 
10冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥74,800 
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30時間アカデミック 
今や情報リテラシーなしに学生生活を送ることは困難な時代です。 

「30時間アカデミック」シリーズは、学生生活に必要な標準的な情報リテラシーを身につけるための 

テキストです。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

情報活用Excel 2016/2013  飯田 慈子 2017 9784407340297 ¥4,125  1027296269 

PHP入門  大川 晃一 2017 9784407340358 ¥4,400  1026888915 

情報基礎Word & Excel 2016  杉本 くみ子 2016 9784407340624 ¥3,850  1027296268 

情報リテラシーOffice 2016  杉本 くみ子 2016 9784407340235 ¥3,575  1024019796 

情報基礎Word & Excel 2013 ―Windows8対応― 杉本 くみ子 2013 9784407332520 ¥3,575  1022222006 

情報リテラシーOffice2013 ―Windows8対応― 杉本 くみ子 2013 9784407332537 ¥3,575  1022222004 

プレゼンテーション+PowerPoint 2013  池内 健治 2013 9784407332513 ¥3,850  1022222003 

Webデザイン  影山 明俊 2013 9784407331349 ¥4,400  1022222002 

データベース+Access 2007/2010  町田 欣弥 2011 9784407321791 ¥3,960  1013998487 

情報活用Excel 2010 ―Windows対応― 飯田 慈子 2011 9784407322590 ¥3,410  1013998486 

情報基礎Word & Excel 2010 ―Windows7対応― 杉本 くみ子 2011 9784407322583 ¥3,410  1013998485 

情報リテラシーOffice 2010 ―Windows7対応― 杉本 くみ子 2011 9784407322569 ¥3,410  1013998483 

情報基礎Word & Excel 2007  杉本 くみ子 2009 9784407318173 ¥3,410  1013998484 

情報リテラシーOffice 2007 ―Windows vista対応― 杉本 くみ子 2009 9784407316612 ¥3,410  1013998482 

30時間アカデミック 
14冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥52,360 
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30時間でマスター 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

30時間でマスタープレゼンテーション+PowerPoint 2016 
―Windows10対応― 

実教出版企画開発部 2016 9784407340280 ¥2,750  1027296267 

30時間でマスターWord 2016 実教出版企画開発部 2016 9784407340204 ¥2,612  1024019795 

30時間でマスターExcel 2016 実教出版企画開発部 2016 9784407340211 ¥2,612  1024019794 

30時間でマスターWord & Excel 2016 実教出版編修部 2016 9784407340198 ¥2,612  1024019793 

30時間でマスターOffice 2016 実教出版編修部 2016 9784407340181 ¥2,750  1024019792 

30時間でマスターパーフェクト演習Excel2013 （※） 杉本 くみ子 2015 9784407337280 ¥2,612  1021590163 

30時間でマスターパーフェクト演習Word2013 （※） 杉本 くみ子 2015 9784407337273 ¥2,612  1021590162 

30時間でマスターパーフェクト演習Excel 2007 バック トレイス 2009 9784407318029 ¥2,530  1013998489 

30時間でマスターパーフェクト演習Word 2007 バック トレイス 2009 9784407318012 ¥2,530  1013998488 

ステップをふんだわかりやすい説明と豊富な問題で構成された実習用テキストの決定版です。 

30時間でマスター 
9冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥23,620 

パーフェクト演習 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

パーフェクト演習Powerpoint 2005 9784407306118 ¥2,750  1013998468 

パーフェクト演習Access 2005 9784407306101 ¥2,750  1013998470 

パーフェクト演習Word 2004 9784407306088 ¥2,530  1013998467 

パーフェクト演習Excel 2004 9784407306095 ¥2,530  1013998469 

バック トレイス 著 

基礎をひととおりマスターしている人を対象とした演習問題集です。 

パーフェクト演習 
4冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥10,560 
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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) 
商品コード 

ハードウェア・ソフトウェア （1） 平井 利明 2009 9784407316636 ¥5,500  1012749614 

データベースとアルゴリズム （2） 岩井 宏 2009 9784407316643 ¥4,950  1012749615 

システム開発とその運用 （3） 平井 利明 2009 9784407316650 ¥4,400  1012749616 

ネットワーク技術 （4） 岩井 宏 2009 9784407316667 ¥4,400  1012749617 

セキュリティと標準化・情報化と経営 （5） 平井 利明 2009 9784407316674 ¥4,950  1012749618 

基本情報技術者テキスト 
情報に関する知識・技術のすべてについて、基礎レベルから「情報処理技術者試験」 

受験レベルまで、無理なく体系的に学べるテキストシリーズです。 

基本情報技術者テキスト 
5冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥24,200 

情報処理技術者テキスト 
高度IT人材となるために必要な基本的知識・技能をもち、実践的な活用能力を身に付けたことを示す資格です。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

プログラミング入門Java  改訂版 浅井 宗海 2007 9784407312898 ¥5,500  1012749612 

アルゴリズム入門擬似言語  高橋 孝弦 2006 9784407309454 ¥4,950  1012749613 

プログラミング入門COBOL  浅井 宗海 2005 9784407305388 ¥4,950  1012749610 

プログラミング入門C言語  浅井 宗海 2005 9784407305364 ¥5,500  1012749609 

プログラミング入門CASLII  浅井 宗海 2004 9784407305395 ¥4,950  1012749611 

情報処理技術者テキスト 
5冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥25,850 
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情報処理入門 

情報処理教育標準テキストシリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

Windows8・Office2013による情報処理入門 安積 淳 2014 9784407334791 ¥5,500  1022222014 

Windows7・Office2010による情報処理入門 
 ―Windows7・Word・Excel・PowerPoint― 

安積 淳 2010 9784407321654 ¥5,500  1014000296 

Windowsによる情報処理入門 
 ―WindowsXP・Word・Excel・PowerPoint― 改訂版 

杉山 靖彦 2002 9784407301137 ¥7,150  1014000294 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

ソフトウェアの基礎 ―第二種共通カリキュラム準拠― 内田 智史 1995 9784407023510 ¥5,500  1013998460 

C言語 ―むりなくマスターできる体系的な学習システム : ANSI
規格準拠― 

浅井 宗海 1995 9784407023534 ¥6,600  1012749605 

COBOL言語 ―むりなくマスターできる体系的な学習システム― 菅野 篤 1995 9784407023541 ¥5,500  1012749604 

情報処理入門 3冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥18,150 

情報処理教育標準テキストシリーズ 
3冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥17,600 
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コンピュータリテラシーシリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセ

ス 
(本体) 

商品コード 

実践コンピューターリテラシー入門 宮脇 典彦 2013 9784407331400 ¥5,225  1022222015 

Office 2013で学ぶコンピュータリテラシー 小野目 如快 2013 9784407332544 ¥5,500  1022222011 

Office 2010で学ぶコンピュータリテラシー 小野目 如快 2011 9784407322422 ¥5,500  1014000293 

Office 2007で学ぶコンピュータリテラシー 小野目 如快 2008 9784407315431 ¥5,500  1014000292 

Office 2003で学ぶコンピュータリテラシー 小野目 豪 2004 9784407306125 ¥5,500  1013998490 

XP対応新情報化リテラシー入門 ―Word,Excelからシスアドまで― 河合 久 2004 9784407303780 ¥6,600  1013998471 

Windows XPで学ぶコンピュータリテラシー 小野目 豪 2002 9784407024562 ¥5,500  1014000295 

Mathematica ―その無限の可能性―（はじめて学ぶしっかり学ぶ
情報リテラシー 応用編） 

小島 順 2001 9784407024180 ¥7,700  1013998456 

Mathematica ―その無限の可能性―（はじめて学ぶしっかり学ぶ
情報リテラシー 基礎編） 

小島 順 2001 9784407024173 ¥7,150  1013998455 

PC-UNIX （はじめて学ぶしっかり学ぶ情報リテラシー 1） 石田 晴久 2001 9784407024166 ¥5,500  1013998454 

Office2016で学ぶコンピュータリテラシー 

著編者名 小野目 如快 発行年 2017 

商品コード 1026888916 冊子版ISBN 9784407340600  

同時1アクセス(本体) ¥5,775 

Windows 10、Office2016に対応し、Word、Excel、PowerPointの基本操作および操作の意味、相互
の関連性を学習できるテキスト。・インターネットや電子メールなど情報社会に必要とされる知識
や、HTMLやCSSの基礎知識も学べる。 
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コンピュータリテラシーシリーズ 
11冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥65,450 
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CGリテラシーシリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CC+CS6 （※） 影山 明俊 2015 9784407337297 ¥7,700  1022699088 

CGリテラシーFlash CS5/ActionScript3.0 影山 明俊 2011 9784407322606 ¥7,700  1013998481 

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator 影山 明俊 2010 9784407320831 ¥7,700  1013998480 

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator CS2 for Windows 影山 明俊 2006 9784407309447 ¥7,700  1013998479 

CGリテラシーPhotoshop & Illustrator ―Photoshop 7.0・
Illustrator 10 for Windows― 

影山 明俊 2003 9784407303803 ¥7,700  1013998478 

CAD・製図関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

SolidWorksによる3次元CAD ―modeling drawing robocon = 
Three dimensional CAD by SolidWorks―第2版 

門脇 重道 2012 9784407327328 ¥5,830  1022221996 

SolidWorksによる3次元CAD ―modeling・drawing・robocon― 門脇 重道 2008 9784407316216 ¥5,500  1013998439 

パソコンCAD製図入門 ―MY CADマスター― 門脇 重道 1993 9784407023213 ¥3,190  1012749685 

建築製図  3訂版 冨塚 信司 1989 9784407022810 ¥11,880  1012749675 

電気・電子製図  改訂版 狩集 住義 1988 9784407022728 ¥11,880  1012749651 

土木設計製図 佐々木 道夫 1977 9784407021844 ¥11,880  1012749681 
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CGリテラシーシリーズ 
5冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥38,500 



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。 2018年12月 

I T 関連  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

情報セキュリティ読本 ―IT時代の危機管理入門―4訂版 
情報処理推進
機構(IPA) 

2013 9784407330762 ¥1,430  1022221995 

ネットワーク社会における情報の活用と技術 [本編] 3訂版 岡田 正 2010 9784407320848 ¥5,500  1022221984 

SQLドリル （基本情報） 大滝 みや子 2009 9784407317909 ¥2,640  1013998464 

基本情報+ITパスポート計算ドリル 大滝 みや子 2009 9784407317893 ¥2,640  1013998463 

Vista対応新基礎コンピュータ演習 山本 誠次郎 2008 9784407316100 ¥4,950  1014000297 

XP対応新基礎コンピュータ演習 ―Windows, Word, Excel, 
Access, PowerPoint, Internet, HTML― 

山本 誠次郎 2003 9784407301144 ¥4,950  1013998472 

マルチメディア入門 
 ―画像・動画・音楽ツールの活用でホームページ作成― 

萬代 悟 2003 9784407303391 ¥6,600  1013998466 

情報メディア入門 高橋 参吉 2002 9784407024227 ¥4,180  1012749619 

よくわかるWindows・OFFICE2000プラクティス 
  ―Word,Excel,PowerPointで文書作成・プレゼンテーション― 

末石 吾朗 2000 9784407024104 ¥5,500  1013998465 

電子社会論 ―電子的想像力のリアリティと社会変容― 遠藤 薫 2000 9784407024050 ¥8,030  1013998451 

標準自動制御 増田 良介 1999 9784407024036 ¥6,050  1012749662 
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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。 2018年12月 

言語・プログラミング関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

入門C言語 （※） 筧 捷彦 2014 9784407332834 ¥6,875  1018683972 

初級Java ―やさしいJava = Java for beginners― 長 慎也 2012 9784407325867 ¥6,050  1022221985 

アルゴリズムと表計算 ―基本情報技術者試験― 月江 伸弘 2011 9784407322552 ¥4,950  1013998462 

初級C言語 ―やさしいC― 後藤 良和 2010 9784407320893 ¥6,050  1013998459 

入門ANSI-C  3訂版（基礎編） 石田 晴久 2005 9784407308280 ¥7,150  1013998458 

はじめてのプログラミング Java編 野地 保 2003 9784407303902 ¥4,950  1012749607 

はじめてのプログラミング C言語編 野地 保 2003 9784407303896 ¥4,950  1012749606 

はじめて学ぶC言語入門  改訂版 斎藤 奈保子 2001 9784407024555 ¥5,500  1012749608 

10 lessons はじめて学ぶJavaプログラミング 山口 栄一 1999 9784407023992 ¥6,380  1013998457 

Visual Basicプログラミングの初歩 赤間 世紀 1997 9784407023886 ¥4,180  1013998461 

COBOL 
日本電子専門学校情報系
教材開発研究会 

1991 9784407022902 ¥8,250  1012749603 

アルゴリズム入門 
日本電子専門学校情報系
教材開発研究会 

1991 9784407022919 ¥4,730  1012749602 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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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。 2018年12月 

新版数学シリーズ 

岡本 和夫 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

応用数学演習 新版 2014 9784407321784 ¥2,357  1022222010 

応用数学 新版 2013 9784407321722 ¥4,950  1022222009 

微分積分演習 新版 2013 9784407332490 ¥3,300  1022222001 

微分積分 新版 2013 9784407332483 ¥7,150  1022222000 

微分積分演習 2 新版 2013 9784407321760 ¥2,310  1022221999 

線形代数演習 新版 2012 9784407321753 ¥2,310  1022221990 

確率統計 新版 2012 9784407321715 ¥4,400  1022221989 

確率統計演習 新版 2012 9784407321777 ¥2,310  1022221988 

微分積分 2 新版（2） 2012 9784407321708 ¥4,400  1022221987 

線形代数  新版 2011 9784407321692 ¥4,400  1013998420 

微分積分演習  新版 2011 9784407321746 ¥2,310  1013998419 

微分積分  新版 2010 9784407321685 ¥4,400  1013998418 

基礎数学演習  新版 2010 9784407321739 ¥2,310  1013998417 

基礎数学  新版 2010 9784407321678 ¥4,400  1013998416 

おもに高専を対象にした数学のテキスト。大学初年次のリメディアル教育用のテキストとしても利用できます。 
ていねいな説明で読んで理解しやすいテキストです。 

新版数学シリーズ 14冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥51,307 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

微分と積分 1998 9784407023954 ¥6,930  1012749636 

行列と1次変換 1998 9784407023916 ¥6,930  1012749635 

岡本和夫の基礎数学シリーズ 

岡本 和夫 著 

大学初年度の学生を対象とした、真にやさしい数学の入門書。 
高校数学と大学数学の橋渡しをする書籍として編修しました。 
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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。 2018年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

Primary大学テキストシリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

大学 
ノート 

よくわかる!基礎数学  藤田 岳彦 2012 9784407325133 ¥2,750  1022221991 

よくわかる微分積分  藤田 岳彦 2011 9784407325119 ¥2,750  1022221993 

よくわかる線形代数  藤田 岳彦 2011 9784407325126 ¥2,750  1022221992 

微分積分 = Basic calculus  藤田 岳彦 2007 9784407310825 ¥2,640  1013998423 

線形代数 = Basic linear algebra  藤田 岳彦 2007 9784407310818 ¥2,640  1013998422 

基礎数学 = Basic Mathematics  藤田 岳彦 2007 9784407310801 ¥2,640  1013998421 

大学 
テキスト 

これだけはおさえたい確率統計  塚田 真一 2014 9784407332506 ¥5,225  1022222013 

これだけはおさえたい経済学 ―学びのガイダンス―（※） 大久保 研治 2014 9784407335507 ¥4,125  1018683973 

これだけはおさえたい理工系の基礎数学  北原 直人 2009 9784407318302 ¥6,050  1013998424 

高校までの学習内容の確認と学力の底上げを図る初年次教育向けのシリーズです。 

長年の高等学校教科書・教材発行のノウハウを生かし、わかりやすく、学習効果の高い内容となっています。 

理工系の基礎数学 ―専門へのステップアップ― （大学テキスト） 

著編者名 北原 直人 発行年 2017 

冊子版ISBN 9784407344608  商品コード 1027659412 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

●理工系（とくに電気工学、機械工学）の分野で必要とされる難解な数学を着実に理解するための土台とな
るテキスト。 ●付録として高校数学の復習、それに数学と現実世界を結ぶ知識を掲載した。●本文中に内容
の理解を助ける例題、練習問題に加え、学習内容の定着のため補充問題を設けた。●問題の解答は、巻末
に略解、WEB上に詳解を掲載。 
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Primary大学テキストシリーズ 
9冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥31,570 



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。 2018年12月 

実教理工学全書 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

システム制御理論入門  小郷 寛 1979 9784407022056 ¥7,480  1012749661 

基礎力学演習流体力学  平山 直道 1975 9784407021431 ¥8,030  1012749674 

内燃機関工学  小茂鳥 和生 1975 9784407021424 ¥9,680  1012749667 

機構学  森田 鈞 1974 9784407021318 ¥6,380  1012749660 

工科系のための微分・積分  大橋 三郎 1973 9784407021165 ¥6,050  1012749627 

建築測量  藤井 鹿三郎 1972 9784407021127 ¥8,250  1012749678 

入門集合と位相  竹之内 脩 1971 9784407021080 ¥6,930  1012749622 

新版数学シリーズ 7冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥52,800 

事例でわかる統計シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

理工系のための統計入門  鎌倉 稔成 2016 9784407337242 ¥6,050  1024394786 

経済・経営系のための統計入門  元山 斉 2016 9784407337112 ¥6,050  1024394785 

教養のための統計入門  大田 靖 2016 9784407332841 ¥6,325  1024118013 

医療系のための統計入門  （※） 景山 三平 2015 9784407337136 ¥6,050  1022699089 

中学・高校での統計の基本を確認。ていねいな説明で理解しやすいテキストです。 

新版数学シリーズ 7冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥22,330 
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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 
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● 表示価格は税抜きです。 2018年12月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

例解線形代数 田中 茂 2003 9784407302509 ¥5,500  1012749632 

例解微分と積分 田中 茂 2001 9784407024203 ¥5,500  1012749633 

例解大学数学入門 ―集合・写像・複素数・空間図形― 田中 茂 2000 9784407024098 ¥4,950  1012749630 

例解多変量解析 鈴木 義一郎 1983 9784407022377 ¥6,380  1012749631 

例解シリーズ 

図解シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

図説機械用語事典  新版 淺岡 廣一 2009 9784407315448 ¥7,700  1012749696 

図説電気・電子用語事典  新版 新井 芳明 2009 9784407313192 ¥8,250  1012749695 

図説土木用語事典 新版 土木出版企画委員会 2006 9784407309485 ¥7,700  1012749697 

図解シリーズ 3冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥23,650 

例解シリーズ 4冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥22,330 
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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 
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● 表示価格は税抜きです。 2018年12月 

数学関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

基礎統計学 ―REAL DATAで学ぶ―（30講シリーズ） 東田 啓 2002 9784407028218 ¥4,950  1012749639 

射影幾何学入門 ―生物の形態と数学― 丹羽 敏雄 2001 9784407028188 ¥4,400  1012749642 

新入生のための数学序説 高崎 金久 2001 9784407024197 ¥6,050  1012749621 

工学系のための基礎数学 宮本 一郎 2000 9784407024067 ¥6,600  1012749626 

グラフィック統計学 鈴木 義一郎 1997 9784407023909 ¥6,930  1012749641 

経済・経営のための基礎数学 新版 石田 望 1996 9784407023619 ¥5,830  1012749629 

情報処理数学60DAYS 小堆 光喜 1995 9784407023497 ¥5,500  1012749601 

入門情報処理数学 石原 光 1995 9784407023473 ¥6,050  1012749600 

統計学の基礎 小和田 正 1984 9784407022414 ¥5,500  1012749638 

確率過程とその応用 小和田 正 1983 9784407022353 ¥6,600  1012749624 

代数学入門 石田 信 1978 9784407021936 ¥6,050  1012749625 

確率論 西尾 真喜子 1978 9784407021899 ¥8,250  1012749623 

データ解析術 ―"記述統計"のすすめ― 鈴木 義一郎 1977 9784407021813 ¥4,290  1012749640 

基本統計学 岡本 雅典 1977 9784407021738 ¥5,830  1012749637 

基礎線形代数 石川 暢洋 1977 9784407021806 ¥5,500  1012749634 

工科系のための微分方程式 杉山 昌平 1976 9784407021547 ¥5,830  1012749628 

物理学関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

物理学 上 楠川 絢一 1985 9784407022544 ¥9,130  1012749643 

物理学 下 楠川 絢一 1985 9784407022551 ¥9,130  1012749644 

教養のための物理学 楠川 絢一 1987 9784407022711 ¥6,600  1012749645 

入門物理化学 白井 道雄 1978 9784407021905 ¥5,500  1012749646 

物理化学 ―SI単位― 3訂版 白井 道雄 1995 9784407023459 ¥6,930  1012749647 
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JECブックレットシリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

公害とはなにか （1） 戒能 通孝 1994 9784407029529 ¥1,650  1012748964 

いま環境研究に期待すること （2） 鈴木 武夫 1994 9784407029536 ¥1,650  1012748965 

地球環境問題入門 （3） 和田 武 1994 9784407029505 ¥1,870  1012748966 

アメリカの歴史的環境保全 （4） 西村 幸夫 1994 9784407029543 ¥1,650  1012748967 

自然と人との共生を考える 
 ―ラムサール条約と世界遺産条約の求めるもの―（5） 

加藤 陸奥雄 1994 9784407029550 ¥1,650  1012748968 

地球環境と国際法 （6） 磯崎 博司 1995 9784407029611 ¥1,650  1012748969 

都市になぜ農地が必要か （7） 進士 五十八 1996 9784407029628 ¥1,650  1012748970 

水俣病と世界の水銀汚染 （8） 原田 正純 1995 9784407029635 ¥1,650  1013998453 

琵琶湖の10年 ―琵琶湖一周調査からみた変貌―（9） 畑 明郎 1995 9784407029642 ¥1,650  1012748971 

胎児からのメッセージ ―水俣・ヒロシマ・ベトナムから―（10） 原田 正純 1996 9784407029659 ¥1,650  1012748972 

あなたも食べている遺伝子組み換え食品 
 ―ターミネーターテクノロジーの恐怖―（12） 

渡辺 雄二 1999 9784407029727 ¥1,650  1012748973 

JECブックレットシリーズ 
11冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥18,370 
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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 
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J-JEC環境叢書シリーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
(本体) 

商品コード 

環境基本法を考える ―JEC主催/専門家・市民シンポジウム
の記録および関係資料集―（1） 

日本環境会議 1994 9784407029512 ¥5,500  1012748974 

イタイイタイ病 ―発生源対策22年のあゆみ―（2） 畑 明郎 1994 9784407029567 ¥4,840  1012748975 

慢性水俣病・何が病像論なのか （3） 原田 正純 1994 9784407029574 ¥4,950  1012748976 

孤立する日本の原子力政策 （4） 
日本弁護士連合会公害
対策・環境保全委員会 

1994 9784407029581 ¥6,380  1012748977 

変えてみませんかまちづくり （5） 
日本弁護士連合会公害
対策・環境保全委員会 

1995 9784407029604 ¥5,390  1012748978 

環境政策の国際化 （6） 宮本 憲一 1995 9784407029666 ¥5,390  1012748979 

川と開発を考える ―ダム建設の時代は終わったか―（7） 
日本弁護士連合会公害
対策・環境保全委員会 

1995 9784407029673 ¥5,500  1012748980 

世界の湖沼保全 ―琵琶湖からの旅―（8） 若山 茂樹 1995 9784407029680 ¥5,390  1012748981 

地球温暖化を防止するエネルギー戦略 
 ―太陽と風は地球環境を救えるか―（9） 

林 智 1997 9784407029710 ¥5,500  1012748982 

J-JEC環境叢書シリーズ  
9冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥48,840 
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環境展望シリーズ 

日本科学者会議公害環境問題研究委員会「環境展望」編集委員会 編 

地球環境と身近な環境、豊かな自然を守る立場から、今日の環境問題の本質と特徴を明らかにするとともに、
日本の環境政策を見直し、よりよい方向への転換を提言していくことがきわめて重要になっている。 

しかし、国内には国民・市民サイドに立って定期的に環境対策を総合的に提言する刊行物は存在しない。 
『環境展望』はその役割を国内で果たすことを目的とするものである。 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

環境保全型社会への日本の選択 [Vol.1] 1999-2000  1999 9784407029697 ¥6,930  1012748984 

環境保全型社会への日本の選択 Vol.2  2002 9784407029765 ¥6,930  1012748985 

サステイナブル社会への日本の選択 [1] （ vol. 3） 2003 9784407303537 ¥8,030  1012748986 

サステイナブル社会への日本の選択 [2] （ vol. 4） 2005 9784407308105 ¥8,030  1012748987 

地球温暖化、環境汚染を克服しうる社会 （ Vol.5） 2007 9784407313529 ¥8,030  1012748988 

環境展望シリーズ  
5冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥37,950 
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ビジネスシリーズ 
学生向けの、プレゼンテーションの基礎・レベルアップのための教科書から、 

ビジネス実務経験のない学生への実務教育の入門書まで。わかりやすく解説します。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

ビジネス実務総論  改訂版 森脇 道子 2011 9784407322620 ¥6,050  1013267025 

ビジネスプレゼンテーション  改訂版 武田 秀子 2011 9784407322613 ¥5,500  1013267024 

ビジネスプレゼンテーション  武田 秀子 2002 9784407028171 ¥5,500  1012749594 

ビジネスと情報  池内 健治 2002 9784407028164 ¥5,500  1012749593 

ビジネスワーク論  森脇 道子 2000 9784407028140 ¥5,500  1012749592 

ビジネス実務総論  森脇 道子 2000 9784407028119 ¥6,380  1012749591 

ビジネスシリーズ 6冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥34,430 
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Excelで学ぶ経営科学入門シリーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

需要予測 （1） 荒木 勉 2000 9784407028065 ¥4,950  1013998475 

統計解析 （2） 杉本 英二 2000 9784407028072 ¥4,950  1013998474 

データ解析 （3） 穴沢 務 2000 9784407028089 ¥4,950  1013998476 

シミュレーション （4） 荒木 勉 2000 9784407028096 ¥4,950  1013998477 

品質管理 （5） 荒木 勉 2000 9784407028102 ¥4,950  1013998473 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

レジャー産業を考える ―Lecture―（1） 多摩大学総合研究所 1993 9784407032000 ¥4,950  1012749595 

ホテル経営を考える ―Lecture―（2） 多摩大学総合研究所 1993 9784407032024 ¥5,060  1012749596 

じっきょうBOOKS . 多摩大学ビジネス叢書  

経営科学の基礎理論が一つ一つ確実に学べるシリーズ。 

理論とともにExcelによる分析手法も例題に即して具体的に紹介されているので、きわめて実践的な 

学習が行えます。 

練習問題も豊富に用意されており、各学習事項をより深く理解することができます。 

21世紀を目前に変転めまぐるしい現代社会を生き抜く社会人・
ビジネスマンに対して、学問的水準が高く、しかも実践に役立
つ知識・情報を提供する、多摩大学レクチャー・シリーズ。本シ
リーズは多摩大学と産業界との共同研究の成果である公開講
座の各講座を、それぞれ一冊のビジネス書としてまとめたもの
です。最高の講師陣による講座をわかりやすい話し言葉を十
分に生かして再現し、最新の統計資料によって解説しました。 

Excelで学ぶ経営科学入門シリーズ  
5冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 

¥24,750 
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経営・ビジネス関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

ビジネス能力検定ジョブパス3級 2013年度版 ―要点と演習― 
ビジネス能力
検定研究会 

2013 9784407331684 ¥4,400  1013267027 

ビジネス能力検定ジョブパス2級 2013年度版 ―要点と演習― 
ビジネス能力
検定研究会 

2013 9784407331677 ¥5,225  1013267026 

ビジネス社会で成功するマナーとスキル 榊原 省吾 2010 9784407319224 ¥2,530  1013998443 

最新工業簿記  3訂版 伊藤 博 2009 9784407318203 ¥6,600  1012749588 

入門経営科学 ―Excelによる演習― 改訂版 宮川 公男 2009 9784407316957 ¥7,150  1012749033 

最新商業簿記  4訂版 新井 清光 2008 9784407315424 ¥7,700  1012749589 

新現代会計学の基礎 新井 益太郎 2001 9784407028157 ¥7,700  1012749590 

経営科学 （情報処理テキストシリーズ） 荒木 勉 1999 9784407023985 ¥6,050  1012749620 

ORの基礎 ―AHPから最適化まで― 加藤 豊 1998 9784407023855 ¥5,830  1012749684 

プレゼンテーション技法+演習 小林 敬誌 1996 9784407027983 ¥4,950  1013998446 

文書技法テキスト 山崎 弘 1991 9784407027884 ¥4,950  1012749599 

経営学30講  改訂版 高柳 曉 1991 9784407027860 ¥6,050  1012749032 

最新文書事務 安田 賀計 1990 9784407027839 ¥5,500  1013998447 

貿易英語入門  5訂版 石田 貞夫 1990 9784407027877 ¥5,500  1012749598 

現代経営学の基礎 稲葉 元吉 1990 9784407027853 ¥6,930  1012749031 

例解OR ―意思決定へのアプローチ― 小和田 正 1988 9784407022742 ¥6,930  1012749683 

経営科学と情報処理 宮川 公男 1987 9784407027754 ¥7,150  1012749037 

戦略的マーケティング入門 大須賀 明 1987 9784407027730 ¥6,050  1012749035 

最新マーケティング総論 宇野 政雄 1985 9784407027648 ¥8,800  1012749034 

OR入門 ―意思決定の基礎― 小和田 正 1984 9784407022438 ¥6,050  1012749682 

入門経営学 山城 章 1984 9784407027600 ¥6,050  1012749029 

広告、もうひとつの科学。 ―日本の広告コミュニケーション― 小林 保彦 1982 9784407027488 ¥7,480  1012749036 

経営統計入門 宮川 公男 1982 9784407027495 ¥6,050  1012749030 
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基礎シリーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

最新電気製図  新訂版 小池 敏男 2008 9784407316940 ¥9,680  1013998428 

最新電気機器入門  深尾 正 2007 9784407313345 ¥6,380  1013998427 

最新プログラミング技術入門「C言語」  伊理 正夫 2005 9784407307078 ¥5,500  1012748963 

最新マルチメディア技術とその応用  伏見 正則 2005 9784407307061 ¥4,400  1012748962 

最新住居学入門  後藤 久 2004 9784407304626 ¥4,180  1013998433 

最新建築構造入門  青木 博文 2004 9784407304572 ¥7,700  1013998429 

最新電子回路入門  藤井 信生 2004 9784407304558 ¥7,480  1013998426 

最新メカトロニクス入門  舟橋 宏明 2004 9784407304565 ¥6,930  1013998425 

最新土木製図  藤野 陽三 2003 9784407302875 ¥11,000  1012748949 

最新建築製図  赤地 龍馬 2003 9784407302844 ¥12,430  1012748943 

農業機械入門  木谷 収 2000 9784407031898 ¥4,950  1012748955 

農業経営入門  五味 仙衛武 2000 9784407031881 ¥4,730  1012748954 

畜産入門  渡辺 昭三 2000 9784407031799 ¥5,280  1012748953 

一般構造  青木 博文 1999 9784407031737 ¥7,480  1013998431 

建築構造力学入門  藤本 盛久 1999 9784407031744 ¥4,950  1012749026 

電子回路入門  末松 安晴 1999 9784407031843 ¥7,480  1012749019 

メカトロニクス概論 2 : 応用編  高野 政晴 1999 9784407031836 ¥4,730  1012749018 

メカトロニクス概論 1 : 入門編  舟橋 宏明 1999 9784407031829 ¥5,280  1012749017 

電力技術入門  石井 彰三 1999 9784407031812 ¥6,050  1012749016 

基礎シリーズ  54冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 

¥312,620 
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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) 
商品コード 

物理学入門  楠川 絢一 1999 9784407031720 ¥6,930  1012749010 

経営情報入門  宮川 公男 1999 9784407031904 ¥3,630  1012748961 

簿記入門  新井 益太郎 1999 9784407031423 ¥7,150  1012748960 

マーケティング入門  江田 三喜男 1999 9784407031850 ¥4,180  1012748959 

果樹入門  永沢 勝雄 1999 9784407031775 ¥5,500  1012748952 

そ菜入門  伊東 正 1999 9784407031768 ¥4,730  1012748951 

建築構造設計入門  藤本 盛久 1999 9784407031751 ¥4,730  1012748941 

応用測量  山之内 繁夫 1998 9784407031652 ¥4,180  1013998432 

建築計画入門  岡田 光正 1998 9784407031638 ¥6,930  1013998430 

エネルギ機械  笠原 英司 1998 9784407031607 ¥6,930  1012749025 

機構・伝達・ブレーキなど （機械要素概論 2） 林 洋次 1998 9784407031591 ¥5,500  1012749024 

力学・材料・機械要素など （機械要素概論 1） 林 洋次 1998 9784407031584 ¥5,500  1012749023 

材料・工作測定・内燃機関・流体機械・品質管理・電気電子・制御 （機械
実習 下） 

嵯峨 常生 1998 9784407031577 ¥4,950  1012749022 

切削加工 2・研削加工・NC工作機械加工・手仕上げ （機械実習 中） 嵯峨 常生 1998 9784407031560 ¥4,950  1012749021 

測定・鋳造・塑性加工・溶接・切削加工 1 （機械実習 上） 嵯峨 常生 1998 9784407031553 ¥4,950  1012749020 

電気・電子概論  伊理 正夫 1998 9784407031515 ¥5,830  1012749015 

電気理論入門 2  片岡 昭雄 1998 9784407031508 ¥4,400  1012749014 

電気理論入門 1  片岡 昭雄 1998 9784407031492 ¥6,380  1012749013 

化学工学入門  
化学工学編修
委員会 

1998 9784407031539 ¥7,150  1012749012 

化学入門  井口 洋夫 1998 9784407031485 ¥6,930  1012749011 

確率・統計入門 ―順列・組合せから推測まで― 山崎 圭次郎 1998 9784407031478 ¥4,400  1012749009 

微分・積分入門 ―極限から微分方程式まで― 山崎 圭次郎 1998 9784407031461 ¥4,180  1012749008 

代数・幾何入門 ―2次曲線 ベクトル 行列― 山崎 圭次郎 1998 9784407031454 ¥4,180  1012749007 

基礎解析入門 ―数列微積分指数対数三角関数― 山崎 圭次郎 1998 9784407031447 ¥4,180  1012749006 

数学入門 ―数と式平面図形関数― 山崎 圭次郎 1998 9784407031430 ¥4,950  1012749005 

家庭看護・介護と福祉  内海 滉 1998 9784407031393 ¥3,850  1012748958 

作物入門  角田 公正 1998 9784407031416 ¥6,380  1012748957 

栽培環境入門  角田 公正 1998 9784407031409 ¥4,400  1012748956 

工業安全  内藤 道夫 1998 9784407031713 ¥4,730  1012748950 

橋梁  近藤 泰夫 1998 9784407031690 ¥6,930  1012748948 

土木応用力学入門  三宅 政光 1998 9784407031683 ¥6,930  1012748947 

水理学入門  花房 保 1998 9784407031676 ¥3,630  1012748946 

土質力学入門  岩佐 義朗 1998 9784407031669 ¥4,180  1012748945 

基本測量  山之内 繁夫 1998 9784407031645 ¥4,730  1012748944 

建築施工入門  井上 司郎 1998 9784407031614 ¥6,930  1012748942 

基礎シリーズ  
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専門基礎ライブラリー 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

電気回路 改訂版 加藤 政一 2016 9784407340372 ¥6,875  1028063241 

経済系のための情報活用 2 ―Office 2013対応―（※） 菊地 進 2015 9784407336283 ¥4,950  1019533219 

環境科学 改訂版 泉 克幸 2014 9784407332452 ¥4,950  1027509738 

生体高分子の基礎 ―はじめてのバイオ分子化学―（※） 長谷川 慎 2014 9784407332469 ¥7,425  1018683971 

経済系のための情報活用 1 ―Office2013対応― 菊地 進 2013 9784407332339 ¥4,400  1022222012 

工学系の力学 ―実例でわかる, 基礎からはじめる工業力学― 末益 博志 2013 9784407331271 ¥6,600  1022222007 

新編基礎化学 吉田 泰彦 2013 9784407331325 ¥6,380  1022221998 

制御工学 ―技術者のための、理論・設計から実装まで― 寺嶋 一彦 2012 9784407325751 ¥6,380  1022221983 

熱力学 ―事例でわかる考え方と使い方― 君島 真仁 2011 9784407322576 ¥6,380  1022221980 

フローチャート標準生物学実験 
標準生物学実
験編修委員会 

2011 9784407321999 ¥6,380  1013998401 

文系のための線形代数・微分積分 ―数学の面白さ/はじめての線
形代数/はじめての微分積分/数学史― 

岡部 恒治 2011 9784407320879 ¥5,500  1013998400 

経済系のための情報処理 菊地 進 2010 9784407320862 ¥4,180  1013998414 

入門マクロ経済学 ―大きくつかむ経済学のエッセンス― 小林 弘明 2010 9784407319903 ¥4,950  1013998402 

経済系のための情報活用 ―Excel2007― 菊地 進 2009 9784407318319 ¥4,180  1013998413 

入門会計学 ―財務諸表を読むためのエッセンス― 片山 覚 2009 9784407318289 ¥5,280  1013998412 
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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) 
商品コード 

企業の本質 （経営学 ; 1） 周佐 喜和 2009 9784407316179 ¥4,180  1013998404 

グローバル・環境・情報化社会とマネジメント （経営学 ; 2） 周佐 喜和 2009 9784407316186 ¥4,180  1013998405 

流体力学 ―シンプルにすれば「流れ」がわかる― 築地 徹浩 2009 9784407315417 ¥6,380  1013998395 

基本簿記演習 蛭川 幹夫 2008 9784407316209 ¥2,750  1013998411 

基本簿記 蛭川 幹夫 2008 9784407316193 ¥5,500  1013998410 

現代企業論 関 智宏 2008 9784407316223 ¥5,500  1013998409 

入門ミクロ経済学 ―これだけはおさえたい経済学のエッセンス― 山田 久 2008 9784407316537 ¥4,950  1013998403 

電気回路 高田 進 2008 9784407313161 ¥6,600  1013998398 

電気数学 吉田 貞史 2008 9784407313178 ¥7,150  1013998397 

ベンチャービジネス論 太田 一樹 2007 9784407310771 ¥6,380  1013998408 

グローバル化の経営学 丹野 勲 2007 9784407310795 ¥5,500  1013998406 

電磁気学 梶谷 剛 2007 9784407310764 ¥6,930  1013998396 

ロジスティクス概論 中田 信哉 2007 9784407313154 ¥5,500  1012749705 

経済系のための情報活用 [正] ―Excelによる経済統計分析― 菊地 進 2007 9784407310832 ¥4,180  1012749704 

機械力学 金原 粲 2007 9784407308570 ¥4,950  1012749698 

経営学  新版 高柳 曉 2006 9784407308518 ¥5,500  1013998407 

電気・電子の基礎 毛塚 博史 2006 9784407308112 ¥4,950  1013998399 

物質の構成と変化 （基礎化学 ; 1） 吉田 泰彦 2006 9784407308532 ¥4,950  1013998393 

化学反応と有機材料 （基礎化学 ; 2） 吉田 泰彦 2006 9784407308563 ¥4,950  1013998394 

電磁気・波動・熱 （基礎物理 ; 2） 吉田 貞史 2006 9784407308556 ¥4,950  1013998392 

国際化時代のマクロ経済 吟谷 泰裕 2006 9784407310788 ¥4,950  1012749703 

現代マーケティング論 武井 寿 2006 9784407308501 ¥5,500  1012749702 

基本流通論 中田 信哉 2006 9784407308495 ¥5,500  1012749701 

環境科学 金原 粲 2006 9784407310740 ¥4,950  1012749700 

工業力学 金原 粲 2006 9784407308549 ¥4,950  1012749699 

運動・力・エネルギー （基礎物理 ; 1） 金原 粲 2005 9784407308525 ¥4,950  1013998391 

口語表現ワークブック ―自己表現スキルをみがく― 荒木 晶子 2004 9784407306132 ¥2,750  1013998415 

自己表現の技法 ―文章表現・コミュニケーション・プレゼンテーション― 畑山 浩昭 2004 9784407303797 ¥5,500  1012749706 

専門基礎ライブラリー 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
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(本体) 
商品コード 

暮らしの中の人間工学  新版 小原 二郎 2011 9784407325874 ¥4,400  1013998437 

波動光学入門 山崎 正之 2004 9784407302516 ¥7,480  1013998434 

光工学入門 ―光の基礎知識のすべて― 小川 力 1998 9784407023893 ¥6,930  1013998435 

工業熱力学 ―基礎力学演習― 改訂版 宮部 英也 1987 9784407022698 ¥8,250  1012749673 

熱機関演習 斎藤 孟 1985 9784407022582 ¥7,150  1012749668 

機械要素設計 和田 稲苗 1984 9784407022476 ¥8,800  1012749659 

機械力学 鈴木 浩平 1984 9784407022445 ¥8,800  1012749658 

鉄骨構造設計 藤本 盛久 1983 9784407022346 ¥8,800  1012749677 

水力学 ―流れ現象の基礎と構造― 富田 幸雄 1982 9784407022230 ¥8,250  1012749670 

数値破壊力学 白鳥 正樹 1980 9784407022148 ¥9,680  1012749669 

流体力学 豊倉 富太郎 1976 9784407021714 ¥8,800  1012749671 

暮らしの中の人間工学 小原 二郎 1971 9784407021066 ¥4,400  1012749686 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

例題と演習で理解する基礎半導体工学 林 敏也 1996 9784407023732 ¥5,830  1012749655 

電波工学の基礎 本郷 廣平 1983 9784407022384 ¥9,130  1012749657 

電気工学概論 青木 正喜 1983 9784407022315 ¥6,930  1012749650 

信号理論の基礎 高橋 進一 1976 9784407021691 ¥7,150  1012749656 

各種工学・力学関連 
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電気・電子計測入門 新版 中本 高道 2012 9784407325768 ¥5,500  1022221982 

電気・電子計測入門 中本 高道 2002 9784407301120 ¥5,500  1012749654 

入門電気計測  改訂版 西野 治 1985 9784407022568 ¥6,930  1012749653 

測量のための基礎数学 石川 甲子男 1983 9784407022339 ¥6,050  1012749680 

測量のための最小二乗法 石川 甲子男 1982 9784407022254 ¥5,500  1012749679 

入門工業計測 谷口 修 1976 9784407021554 ¥6,600  1012749652 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

材料力学 ―大学基礎― 新版 三好 俊郎 2011 9784407325140 ¥6,600  1013998436 

大学基礎機械材料  SI単位版 門間 改三 1993 9784407023282 ¥7,150  1012749663 

被服材料学  改訂版 酒井 豊子 1990 9784407022841 ¥5,500  1012749693 

複合材料 ―複合化技術と材料の多機能化― 島村 昭治 1986 9784407022643 ¥8,250  1012749666 

基礎電気材料 柳井 久義 1976 9784407021608 ¥6,600  1012749665 

基礎力学演習材料力学 宮本 博 1975 9784407021387 ¥6,930  1012749672 

大学基礎材料力学 三好 俊郎 1975 9784407021486 ¥6,600  1012749664 

材料関連 

測量・計測関連 
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同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

知的所有と文化経済学 
 ―知的財産権文化が変革する現代経済― 

池上 惇 2004 9784407302547 ¥6,930  1012749597 

金融工学入門 
 ―ポートフォリオ選択とオプション価格評価の基礎― 

木村 俊一 2002 9784407301168 ¥6,600  1013998450 

アマルティア・セン ―経済学と倫理学― 鈴村 興太郎 2001 9784407028126 ¥7,700  1012749040 

IT時代のマクロ経済学 浅利 一郎 2001 9784407028133 ¥6,600  1012749039 

日本財政論 池上 惇 2000 9784407028003 ¥7,700  1012749587 

新時代の経済学入門 
経済学教育学会教科書
編集委員会 

1998 9784407028010 ¥6,930  1013998449 

日本経済の基本問題 ―事例で学ぶ教養経済― 折笠 和文 1998 9784407028027 ¥5,280  1012749038 

イギリスってどんな国? ―素顔の英国― ジェイムズH.M.ウェブ 1995 9784407029154 ¥4,180  1012749028 

経済関連 
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教育関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

授業力アップアクティブ・ラーニング 
 ―グループ学習・ICT活用・PBL― 

市坪 誠 2016 9784407339314 ¥5,500  1023699189 

情報機器の操作 ―教員のためのICT活用法 : 教職必修― 榎本 竜二 2013 9784407331332 ¥4,950  1022222008 

子どもと楽しむ工作・実験・自由研究レシピ 曽江 久美 2012 9784407325744 ¥3,300  1022221981 

最新商業科教育法 ―教職必修― 新訂版 日本商業教育学会 2011 9784407322651 ¥6,050  1013998452 

Q&A高等学校産業教育ハンドブック 
 ―産業教育・職業教育の充実と理解のために― 

産業教育振興中央会 2009 9784407316582 ¥6,600  1012749000 

新教職論 ―教職必修― 改訂版 教職課程研究会 2009 9784407317992 ¥5,500  1012748991 

工業科教育法の研究 ―新しい観点と実践に基づく― 池守 滋 2006 9784407310566 ¥5,500  1012748994 

最新商業科教育法 ―教職必修― 日本商業教育学会 2006 9784407310559 ¥5,500  1012748993 

平成・二十一世紀の工業教育 （資料日本工業教育史 / 小
林一也著 続） 

小林 一也 2003 9784407303438 ¥11,000  1012749004 

「農業」から教育を拓く 佐野 明 2003 9784407301175 ¥8,800  1012749002 

教職必修教育の方法と技術 教職課程研究会 2003 9784407303445 ¥5,500  1012748990 

情報科教育のための指導法と展開例 ―教職必修― 岡本 敏雄 2002 9784407030617 ¥5,500  1012748998 

情報教育の理論と実践 林 徳治 2002 9784407030600 ¥4,950  1012748997 

教職必修工業科・技術科教育法 教職課程研究会 2002 9784407030594 ¥7,700  1012748996 

資料日本工業教育史 [正] 小林 一也 2001 9784407030525 ¥13,750  1012749003 

商業教育の歩み ―現状の課題と展望― 笈川 達男 2001 9784407030532 ¥8,250  1012749001 

教育システム情報ハンドブック 教育システム情報学会 2001 9784407051186 ¥10,450  1012748999 

新編特別活動の理論と実践 ―教職必携― 笈川 達男 2000 9784407030549 ¥5,500  1012748992 

教職「工業」の教育 小林 一也 1994 9784407030426 ¥5,390  1012748995 
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コミュニケーション関連 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

集団コミュニケーション ―自分を活かす15のレッスン― 浅井 亜紀子 2016 9784407337426 ¥4,675  1023699188 

国際コミュニケーション ―地球規模でつながる― 平山 修平 2016 9784407337310 ¥4,950  1023699187 

自分を活かすコミュニケーション力(RYOKU) ―感性のコミュニケー
ションと説得のコミュニケーション― 

荒木 晶子 2011 9784407322446 ¥4,400  1013998440 

組織を動かすコミュニケーション力 (RYOKU) ―企業・学校・サーク
ルあらゆる組織の円滑な運営のために― 

高橋 眞知子 2010 9784407319910 ¥4,950  1013998441 

国際ビジネスのコミュニケーション ―business transactions in 
globalization― 

岡本 祥子 2003 9784407301151 ¥6,380  1013998442 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
商品コード 

あなたのまわりのデータの不思議 ―統計から読み解く― 景山 三平 2017 9784407344615 ¥3,300  1027659413 

実践キャリア考 ―体験からキャリアを考える― 
全国大学実務
教育協会 

2013 9784407332261 ¥3,630  1022221997 

伝わるスピーチA to Z ―口語表現ワークブック― 荒木 晶子 2013 9784407332322 ¥3,300  1018757981 

基本統計学 新版 岡本 雅典 2012 9784407328646 ¥6,380  1022221994 

国際協力国際交流ハンドブック ―基礎から実践へ― 浅野 英一 2005 9784407308297 ¥5,280  1012749027 

大学生の生き方・考え方 ―脱フリーター宣言!― 塚谷 正彦 2004 9784407305418 ¥3,300  1013998448 

化学 （生命科学のための基礎シリーズ） 太田 博道 2002 9784407024111 ¥5,500  1012749648 

2010年地球温暖化防止シナリオ 水谷 洋一 2000 9784407029741 ¥5,280  1012748983 

生活の中の化学物質 ―内分泌かく乱物質とダイオキシン― 大竹 千代子 1999 9784407029734 ¥4,730  1013998438 

クルマ依存社会 ―自動車排出ガス汚染から考える― 柴田 徳衛 1995 9784407029598 ¥12,100  1012748989 

教養のための図説生化学 紺野 邦夫 1986 9784407022667 ¥6,600  1012749649 

建築計画 鈴木 成文 1975 9784407021509 ¥8,250  1012749676 

その他タイトル 

32 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32

