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2019年 全点カタログ 
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2019年3月 

森北出版株式会社 

ワンクリックで様々な情報を簡単に入手できる時代だからこそ、大切にす

べきは「情報の質」だと考えます。私たちは情報の質にこだわります。 

「コピペも文化」とまで言われる今こそ確固たるオリジナリティが価値を

生みます。森北出版は新たなテーマの創出はもちろん、成熟した既存分野

においても独自の視点と切り口を大切にします。 

わかりやすさだけが読者に価値と成果を与える糧ではありません。読者が

更に高い目標に達する道程を示すこともまた重要な責務だと考えます。 

私たちはそんな真のユーザー視点に立つことを心がけています。 

私が遠くを見ることができたのは、 
巨人たちの肩に乗っていたからだ 
 

-アイザック・ニュートン- 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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新刊・近刊  

情報理論 ―情報量〜誤り
訂正がよくわかる― 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627853911  

著編者名 相河 聡 発行年 2018年 商品コード 1027659417 

情報・符号の基礎から誤り訂正までをまとめた入門テキスト。情報理論の工学的意味の説明から書か
れていますので、目的意識をもって学べます。とかく数学的になりがちな内容なので、苦手意識をもつ
方もいるかもしれません。本書の特徴である・直観的な理解に役立つ豊富な図表・数式に頼らない、定
性的な説明により、初学者でも安心して学べます。例題や演習問題を通して、理解力・計算力を深める
こともできます。 

オペレーティングシステム 第2
版（情報工学レクチャーシリー
ズ） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627810129  

著編者名 松尾 啓志 発行年 2018年 商品コード 1028700614 

OSを理解するうえでとくに重要な基礎である「CPUの仮想化」「並行プロセス」「主記憶管理」「ファイル」
について、やさしくコンパクトにまとめた入門書。OSの基本技術とUNIXやLinux、Windowsに実装された
技術とを関連付けて説明するなど、イメージしながら学べるようになっています。 

電子回路 第2版・新装版 

同時1アクセス（本体） ¥6,875 

同時3アクセス（本体） ¥10,312 

冊子版ISBN 9784627705333  

著編者名 桜庭 一郎 発行年 2018年 商品コード 1029161115 

大学・高専で実績のあるテキストの新装版。つぎのような特長があり、しっかりと学びたい方におすすめ
です。・電子回路・電子デバイスの基礎をおさえ、増幅、発振、変調・復調、オペアンプなどを幅広くカ
バー。・代表的なアナログ回路について、数多くの図表とともに特長・違いを説明。・第12章にディジタル
回路の初歩を掲載。新装版では、図表をより見やすくし、回路記号のJIS準拠や重要語句の英語併記を
行いました。 

通信ネットワーク概論 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627776111  

著編者名 左貝 潤一 発行年 2018年 商品コード 1028063245 

情報通信ネットワークの仕組みをわかりやすくコンパクトにまとめたテキストです。光ファイバ通信網の
普及に伴う近年のネットワークの進展状況を反映して、ディジタル通信技術を中心に説明します。とくに、
TCP/IPに基づく通信ネットワーク技術に重点を置き、いまや欠かせない存在となったインターネットとの
相互関係がよくわかるように記述されています。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 2019年3月 
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新刊・近刊  

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

送配電の基礎 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627741928  

著編者名 山口 純一 発行年 2019年 商品コード 1029342080 

電力系統の構成と種々の計算手法について、基本的な内容に絞ってコンパクトにまとめたテキストです。配電線路
の計算や故障計算法などに必要な公式を、電気のしくみに基づきていねいに解説。体系的な理解を得ることができ
ます。例題・演習問題では、電験も見据えた実践的な計算問題を多数掲載しています。解答では計算過程を詳細に
説明しており、確かな計算力が身につきます。改訂にともない、情報の更新や用語説明の拡充のほか、レイアウト
も一新。さらに使いやすくなりました。 

耐震工学入門 第3版, 補訂
版 

同時1アクセス（本体） ¥7,425 

同時3アクセス（本体） ¥11,137 

冊子版ISBN 9784627464544  

著編者名 平井 一男 発行年 2018年 商品コード 1028506669 

■□地震に耐えるインフラをつくる！□■橋や道路、建物などを地震の被害から守るために、振動理論とその知識
に基づく設計法が必要です。本書は、地震発生のメカニズムから、振動理論、耐震設計法までを通してやさしく解説
します。さらに、例題を解いて、定量的な考え方を学びます。第3版・補訂版では、2017年に道路橋示方書が改訂さ
れたことを受けて、第III編の用語を整理するとともに、静的解析と動的解析に分けて耐震設計法を解説するようにし
ました。 

最新橋構造 第3版 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784627430235  

著編者名 倉西 茂 発行年 2018年 商品コード 1028700613 

◆平成29年道路橋示方書に準拠した、ロングセラーの改訂版◆橋の設計に必要な考え方と計算方法を、
丁寧に説明した入門書です。橋への作用・材料といった基本事項から、トラス橋・アーチ橋などさまざま
な形式の設計手法まで、豊富な例題とともにわかりやすく解説。実際の橋梁例が多数掲載され、直感的
に理解ができるよう工夫されています。初めて学ぶ方だけでなく、現役のエンジニアにも役立つ一冊。 

伝熱工学 新装第2版 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627610743  

著編者名 一色, 尚次 発行年 2018年 商品コード 1028506670 

伝熱現象について、基本的な考え方と具体的な計算方法が詳しくまとめられています。熱伝導・熱伝達・熱放射と
いった基礎事項が懇切丁寧に解説され、計算の過程も省略せずに書き下ろされているので、初めて学ぶ方や数学
が苦手な方でも無理なく読み通すことができます。多くの大学や高専で長い間ご採用いただいている、定番のテキ
ストです。レイアウトを一新し、いっそう読みやすく、わかりやすくなりました。 

2019年3月 
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新刊・近刊  

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

材料力学 1 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627680111  

著編者名 森下 智博 発行年 2018年 商品コード 1027116534 

空気・光・熱・音が調和した安全健康快適な室内環境の設計で基礎となる考え方と知識を数式に頼らず
言葉と図表でやさしくかつ要点を絞って解説しています．建築士試験の学科科目である「計画原論」の
参考書としても役立ちます． 
 

材料力学 2 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627680210  

著編者名 森下 智博 発行年 2018年 商品コード 1027116535 

第一線で通用する基礎力を涵養するための、骨太なテキストの下巻。上巻と同様に、丁寧な記述と図を
用いた視覚的な解説で、わかりやすく工夫されている。また、自習に役立つ例題・演習問題が豊富に用
意されている。下巻では、弾塑性力学の入門にあたる発展的な項目を扱う。他書では見られない、異方
性弾性体の理論や球対称・軸対称問題など、設計実務者にとっても有用となる内容まで収めている。 

生態系生態学 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥30,250 

同時3アクセス（本体） ¥45,375 

冊子版ISBN 9784627261228  

著編者名 F. Stuart Chapin III 発行年 2018年 商品コード 1027882455 

植物生理生態学、土壌学、気象学、水文学、地球化学など幅広い基礎事項をおさえ、細分化されていた
分野どうしを結び付ける。また、景観生態学、保全生態学、生態系管理学など、環境と社会の橋渡しと
なる内容が含まれ、環境行政や社会・経済学分野に対しても示唆に富む内容である。 

基礎からわかる環境化学 
（物質工学入門シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥6,325 

同時3アクセス（本体） ¥9,487 

冊子版ISBN 9784627245914  

著編者名 庄司 良 発行年 2018年 商品コード 1027296242 

図表をふんだんに使い、わかりやすい説明で書かれた入門書です。環境問題には原因となる環境汚染物質が必ず
あり、その性質と汚染メカニズムを化学の視点でとらえることが、問題解決の鍵となります。前半では環境を水・大
気・土壌に大きく分け、それぞれの場所で汚染物質が引き起こす現象と、汚染を除去・予防する技術的な方策を説
明します。また、後半では地球全体にわたる問題として、温暖化・オゾン層破壊・エネルギー・ゴミ・生態系を取り上
げ、私たちの暮らしとつながっていること、技術的な策だけではなく、政治・経済的な取り組みも必要になることを説
明します。 

2019年3月 
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環境・都市システム系教科書  

身につく統計学 

著編者名 伊藤 公紀 冊子版ISBN 9784627082113 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 発行年 2018年 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 商品コード 1028301505 

《見て、解いて、繰り返す！》3ステップで「データの整理」「推定」「検定」の解き方が
身につく1冊です。◆見る――箇条書きで整理された手順のまとめを見れば、いつ、
どんな計算をするのかが一目瞭然です。◆解く――まとめに沿って例題を解いて、
手順が確認できます。◆繰り返す――演習問題で繰り返して、解き方をしっかり身
につけることができます。基本的な考え方も、難しい数式を避けて丁寧に説明して
いるので、数学が苦手な方でも無理なく理解することができます。 

新刊・近刊  

2019年3月 

ベクトル解析の基礎 第2版 

著編者名 長谷川 正之 冊子版ISBN 9784627073326 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 発行年 2018年 

同時3アクセス（本体） ¥8,250 商品コード 1028700612 

理工系の幅広い分野で必要となるベクトル解析のテキスト。・必ず知ってお
きたい基本事項から発展的な問題まで、理解度に応じて取り組める・数多く
の問題を掲載し(計149問)、詳細解答つきで復習・独習しやすい・ベクトル解
析と、力学・電磁気学・流体力学とのつながりがわかる第2版では、「行列と
行列式」の章を加えて、高校で行列を学ばなかった方もサポートしました。 

工学系のための応用数学 

著編者名 市村 正也 冊子版ISBN 9784627082014 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 発行年 2018年 

同時3アクセス（本体） ¥9,075 商品コード 1028301504 

常微分方程式・ベクトル解析・複素解析・フーリエ解析・ラプラス変換の5分野について、応
用する視点で解説された書籍。「なぜこれを考えるのか」「これが工学でどう役立つか」にふ
れながら、できるだけ直感的に理解しやすいような説明がされているため、学びやすく、モチ
ベーションアップも期待できます。物理学のほか、電気系、機械系、化学系などの多様な例
題が取り上げられているので、数学がいかに有益なツールであるかを実感しながら理解を
深めることができます。詳細解答つきの演習問題もあり、独習用にもおすすめです。 
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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 

確率統計 2016 9784627057517 ¥4,950  ¥7,425  1024936518 

応用数学 2015 9784627057418 ¥6,875  ¥10,312  1022470083 

線形代数 2015 9784627057319 ¥5,225  ¥7,837  1022470082 

微分積分 2014 9784627057210 ¥6,050  ¥9,075  1018920853 

基礎数学 2014 9784627057111 ¥5,225  ¥7,837  1018920852 

工学系数学教材研究会 著 

工学系の現状に合わせて作り込んだ教科書。「データから何を読み取り、
どう判断するか」という，現代において重要な考え方を身につけることが
できます。 

工学系数学テキストシリーズ  

7 

工学系数学テキストシリーズ 
５冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥28,325 ¥42,486 

2019年3月 
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ビジュアルアプローチシリーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

基礎物理準拠問題集  大野 秀樹 2013 9784627155619 ¥3,300  ¥4,950  1022470024 

熱・電磁気・原子 （基礎物理 下） 大野 秀樹 2013 9784627155510 ¥5,775  ¥8,662  1018920860 

力学・波動 （基礎物理 上） 大野 秀樹 2013 9784627155411 ¥5,225  ¥7,837  1018920859 

材料力学  石田 良平 2011 9784627640115 ¥6,875  ¥10,312  1022470041 

電磁気学  前田 和茂 2009 9784627162211 ¥6,875  ¥10,312  1018920863 

熱・統計力学 = Thermodynamics and 
statistical mechanics  

為近 和彦 2008 9784627162419 ¥7,700  ¥11,550  1018920864 

力学  為近 和彦 2008 9784627162112 ¥6,875  ¥10,312  1018920862 

フルカラーの図を数多く盛り込み、視覚的に理解を促し、重要な
ポイントが視覚的に理解できます。 
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ビジュアルアプローチシリーズ 
7冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥42,625 ¥63,935 

2019年3月 
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● 表示価格は税抜きです。 

物質工学入門シリーズ  

図表をふんだんに使い、わかりやすい説明で書かれた入門書です。 

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 

基礎からわかる環境化学 庄司 良 2018 9784627245914 ¥6,325  ¥9,487  1027296242 

基礎からわかる高分子材料 井上 和人 2015 9784627245815 ¥7,150  ¥10,725  1022470093 

基礎からわかる電気化学 第2版 泉 生一郎 2015 9784627245426 ¥7,700  ¥11,550  1022470091 

基礎からわかる生物化学 杉森 大助 2010 9784627245716 ¥6,875  ¥10,312  1022470092 

基礎からわかる機器分析 加藤 正直 2010 9784627245617 ¥7,150  ¥10,725  1022470027 

基礎からわかる分析化学 加藤 正直 2009 9784627245518 ¥7,150  ¥10,725  1022470026 
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物質工学入門シリーズ 
6冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥42,350 ¥63,524 

2019年3月 



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。 

情報工学レクチャーシリーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

オペレーティングシステム 第2版 松尾 啓志 2018 9784627810129 ¥7,700  ¥11,550  1028700614 

コンピュータグラフィックス  佐藤 淳 2017 9784627811010 ¥7,150  ¥10,725  1025881790 

離散数学 第2版 陳 慰 2017 9784627810822 ¥7,150  ¥10,725  1025599599 

コンピュータアーキテクチャ  成瀬 正 2016 9784627810914 ¥7,700  ¥11,550  1024936526 

アルゴリズムとデータ構造 第2版 藤原 暁宏 2016 9784627810228 ¥7,700  ¥11,550  1022470114 

ネットワーク技術の基礎 第2版 宮保 憲治 2015 9784627810327 ¥8,250  ¥12,375  1022470115 

信号処理の基礎  横田 康成 2013 9784627810518 ¥7,700  ¥11,550  1022470117 

ソフトウェア工学  高橋 直久 2010 9784627810617 ¥8,250  ¥12,375  1022470074 

データベース  石川 博 2008 9784627810419 ¥8,800  ¥13,200  1022470116 
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情報工学レクチャーシリーズ 
9冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥70,400 ¥105,600 

2019年3月 



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。 

例題で学ぶシリーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

例題で学ぶ集合と論理 鈴木 登志雄 2016 9784627061910 ¥6,050  ¥9,075  1022470085 

例題で学ぶ基礎電気回路 秋山 いわき 2015 9784627786516 ¥6,600  ¥9,900  1022470113 

例題で学ぶやさしい電気回路 交流編 堀 浩雄 2015 9784627735422 ¥6,600  ¥9,900  1022470109 

例題で学ぶやさしい電気回路 直流編 堀 浩雄 2015 9784627735323 ¥5,500  ¥8,250  1022470108 

例題で学ぶ基礎化学 高橋 三男 2013 9784627242111 ¥5,500  ¥8,250  1022470025 

例題で学ぶ統計入門 高田 佳和 2013 9784627096219 ¥5,500  ¥8,250  1018920857 

例題で学ぶExcel統計入門 第2版 白石 修二 2012 9784627843028 ¥4,950  ¥7,425  1018920879 

例題で学ぶ微分積分学 阿部 剛久 2011 9784627076914 ¥5,500  ¥8,250  1022470022 

例題で学ぶ半導体デバイス入門 樋口 英世 2010 9784627774117 ¥7,700  ¥11,550  1022470069 

例題で学ぶ図学 ―第三角法による図法幾何学― 伊能 教夫 2009 9784627667310 ¥6,050  ¥9,075  1022470048 
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例題で学ぶシリーズ 
10冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥59,950 ¥89,925 

2019年3月 



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。 

通信ネットワーク概論 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627776111  

著編者名 左貝 潤一 発行年 2018 商品コード 1028063245 

情報通信ネットワークの仕組みをわかりやすくコンパクトにまとめたテキストです。光ファイバ通信網
の普及に伴う近年のネットワークの進展状況を反映して、ディジタル通信技術を中心に説明します。
とくに、TCP/IPに基づく通信ネットワーク技術に重点を置き、いまや欠かせない存在となったイン
ターネットとの相互関係がよくわかるように記述されています。 

情報理論 
 ―情報量〜誤り訂正がよくわかる― 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627853911  

著編者名 相河 聡 発行年 2018 商品コード 1027659417 

情報・符号の基礎から誤り訂正までをまとめた入門テキスト。情報理論の工学的意味の説明から書
かれていますので、目的意識をもって学べます。とかく数学的になりがちな内容なので、苦手意識を
もつ方もいるかもしれません。本書の特徴である・直観的な理解に役立つ豊富な図表・数式に頼ら
ない、定性的な説明により、初学者でも安心して学べます。例題や演習問題を通して、理解力・計算
力を深めることもできます。 

入門ロボット工学 

同時1アクセス(本体) ¥5,775 

同時3アクセス(本体) ¥8,662 

冊子版ISBN 9784627625211  

著編者名 高田 洋吾 発行年 2017 商品コード 1025599600 

2自由度ロボットアームをおもな題材とし、基礎事項をひと通り解説。直感的にわかりやすい内容・
説明で読みやすくなっています。数式の導出過程もていねいに示されています。理解を深める例題
や演習問題、簡単な数値シミュレーション例も掲載。はじめて学ぶ学生のほか、他書では難しいと感
じている方にもおすすめです。 

情報通信ネットワークの基礎 
 = Foundation of information 

communication network 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627853614  

著編者名 宇野 新太郎 発行年 2016 商品コード 1024936527 

通信とネットワークについて，一通りの基礎技術を解説したテキスト．物理層からアプリケーション層
まで，また従来の技術から最近の話題まで，広範囲に扱います．初学者向けにできるだけ難解な式
は避け，図表を使い平易に説明しました．各章には例題と演習問題を配置し，理解を容易にしてい
ます． 

情報科学・情報工学関連  

12 

2019年3月 



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。 

アルゴリズムとデータ構造 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥6,325 

同時3アクセス(本体) ¥9,487 

冊子版ISBN 9784627726536  

著編者名 平田 富夫 発行年 2016 商品コード 1024936521 

実践的なプログラミングにおいて重要な，ソート，探索，マッチングなどの各種アルゴリズムや設計技法を丁寧に説明し
た入門書．理論的な説明に加え，C言語のプログラム例もありますので，実際に実行させながら学ぶことができます．
また，各章末の演習問題を解くことによって，よりいっそう理解を深めることができます． 

はじめて学ぶオートマトンと 
言語理論 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627852914  

著編者名 藤原 暁宏 発行年 2015 商品コード 1022470120 

オートマトンと形式文法に関する概念の全体像をつかめるテキスト。オートマトンと形式文法について、理解しておかな
ければならない「計算とは何か?」「言語とは何か?」という2点と、情報科学分野で必要な知識を説明する。 

ネットワーク 
 ―目には見えないしくみを構成する技術― 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627852310  

著編者名 井口 信和 発行年 2015 商品コード 1022470119 

ネットワーク技術者を目指す人のための入門書。コンピュータネットワークを理解するための基本的な用語から、トラブ
ルの原因特定に使える実践的なコマンドまで、豊富な図とともに解説する。各章末に演習問題も掲載。 

制御工学  
―フィードバック制御の考え方―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627728226  

著編者名 斉藤 制海 発行年 2015 商品コード 1022470105 

電気、電子、機械系学生を対象としたテキスト。主として古典制御理論とよばれる内容をとりあげ、制御工学を学び、実
用化するうえで必ず心得ておかなくてはならない知識を平易に解説する。総合演習問題とその解答も収録。 

演習で学ぶ基礎制御工学 新装版 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627918429  

著編者名 森 泰親 発行年 2014 商品コード 1022470081 

「本文のポイントを読む」「演習をまねて解く」「章末問題にトライする」というサイクルを繰り返すことで、少しずつ階段を
登るように基礎制御工学の理解を深めることができるテキスト。図も豊富に掲載。 

ネットワーク工学 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627828926  

著編者名 村上 泰司 発行年 2014 商品コード 1022470077 

ネットワーク工学の体系的な技術を習得するための入門書。イーサネットとTCP/IPを中心に、ネットワークビジネスの
基礎となる最新技術について解説する。各章末に演習問題を掲載。 

情報科学・情報工学関連  
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2019年3月 



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。 

図解PICマイコン実習 
 ―ゼロからわかる電子制御―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627783324  

著編者名 堀 桂太郎 発行年 2014 商品コード 1022470071 

実習形式で楽しく電子制御を学ぶテキスト。初めてPICを学習する人を対象に、扱いやすい16F84Aと互換性の高い16F648Aを選び、
その原理と使い方をやさしく解説する。統合開発ソフトウェアMPLAB Xに対応。 

やさしく学べる制御工学 新版 
同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627916821  

著編者名 今井 弘之 発行年 2014 商品コード 1018920882 

制御理論が洗練され、適用範囲が広くなった分初学者には敷居の高くなった制御工学を分かりやすく解説した入門書。レイアウトを
新しくし、演習問題を追加した新版。 

ディジタル信号処理 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627701328  

著編者名 萩原 将文 発行年 2014 商品コード 1018920865 

ゼロから分かりやすくディジタル信号処理を解説したテキスト。アナログ・ディジタル信号処理の基本的手法、ディジタル信号処理シス
テム、ディジタル信号処理技術の基礎と応用などを取り上げる。各章末に演習問題も掲載。 

情報リテラシー 
 ―メディアを手中におさめる基礎能力―第3版 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627827332  

著編者名 山川 修 発行年 2013 商品コード 1022470076 

コンピュータの基礎や、インターネット、情報セキュリティ、情報倫理といった内容を、専門外の学生にもわかるようにやさしい言葉と図
で解説。情報端末、ソーシャルネットワーク、情報の安全性などを追加した第3版。 

技術者倫理の世界 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥5,225 

同時3アクセス(本体) ¥7,837 

冊子版ISBN 9784627973039  

著編者名 藤本 温 発行年 2013 商品コード 1018920883 

現代の技術者に強く求められる技術者倫理の入門書。福島第一原発事故・東日本大震災など、身近な事例を通して、これからの日
本の技術者が身につけるべき倫理をわかりやすく解説する。 

オートマトン・言語理論 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627805521  

著編者名 富田 悦次 発行年 2013 商品コード 1018920877 

コンピュータを効率よく設計開発、活用するために必要不可欠なオートマトン・言語理論の入門書。豊富な例や図を駆使して、わかり
やすく解説する。演習問題と詳細な解答も掲載。Webサポートのアドレス付き。 

ロボット工学の基礎 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784627913820  

著編者名 川崎 晴久 発行年 2012 商品コード 1022470080 

機械工学、機械システム工学、自動制御工学、情報制御工学など、ロボット工学の基礎技術に重点をおいたテキスト。例題や演習問
題を豊富に掲載。センサ等の記述を追加した第2版。 

情報科学・情報工学関連  
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2019年3月 



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。 

通信工学概論 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627705937  

著編者名 山下 不二雄 発行年 2012 商品コード 1022470058 

通信工学の基礎を解説する入門テキスト。電気通信システムの基本構成をはじめ、信号波の取扱いの基礎、信号のディジタル変調、
信号の多重化、中継伝送システムなどを取り上げる。ディジタル関連の項目を増強した第3版。 

ゼロからはじめるVisual Basic入門 
 ―基礎からゲーム作成まで― 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627849914  

著編者名 藤本 邦昭 発行年 2012 商品コード 1018920881 

Visual Basicではじめてプログラミングを学ぶ人のための入門書。オリジナルゲームを作ることを目標に、プログラミングを基礎からわ
かりやすく解説する。各章末に練習問題も収録。 

図解コンピュータアーキテクチャ
入門 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784627829022  

著編者名 堀 桂太郎 発行年 2011 商品コード 1022470078 

これからコンピュータアーキテクチャを学ぼうとする人のために、図を多用し、具体的な例を紹介しながらわかりやすく説明する。ブ
ルーレイディスク、フラッシュメモリなどの原理を追加した第2版。 

はじめての情報理論 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627849112  

著編者名 稲井 寛 発行年 2011 商品コード 1018920880 

実際に講義を受講した学生の反応や意見を反映させた、情報理論の入門書。ていねいな式の展開や、数学の表記をすぐに確認でき
る表記一覧など、はじめて学ぶ人でも挫折せずに最後まで続けられる工夫が満載。演習問題も収録。 

よくわかる信号処理 
 ―フーリエ解析からウェーブレット変換まで― 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627785816  

著編者名 和田 成夫 発行年 2009 商品コード 1022470072 

信号解析と信号処理システムの設計にとって重要なフーリエ解析と、１９８０年代に生まれたウェーブレット解析について記述した、信
号処理のテキスト。波形を用いた図を多用して基本概念を説明するほか、演習問題も収録。 

基礎から学ぶコンピュータアーキ 
テクチャ 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627847910  

著編者名 遠藤 敏夫 発行年 2008 商品コード 1022470079 

情報工学の基礎となる「コンピュータアーキテクチャ」をわかりやすくまとめた教科書。コンピュータの中心部分であるＣＰＵについて、
基本的な考え方や基本構造と動作の仕組みを、例題・演習問題や図を用いて丁寧に解説する。 

基礎通信工学 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥12,375 

冊子版ISBN 9784627782822  

著編者名 福田 明 発行年 2007 商品コード 1022470070 

通信工学の初学者のための入門書。定性的な理由づけや直感的な意味の把握を重視し、通信システムの土台である「１か所からほ
かの１か所への信号の伝送」のために必要な基本的事項を徹底的に説明。各章末に演習問題を掲載。 

情報科学・情報工学関連  

15 

2019年3月 



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。 

大学新入生のためのリメディアル 
数学 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627052024  

著編者名 中野 友裕 発行年 2017 商品コード 1025599598 

理工系の大学で学ぶにあたって必要な、中学～高校までの数学を1冊で網羅したテキスト。各項目を基本事項→例題
→確認問題の順に整理し、基礎から体系的に解説。章末には基本・実力・応用の三つのレベルの演習問題を多数収
録。基本的な計算問題から実用例に即した問題まで、理解度に応じて学習できる。 

線形代数 
 ―ベクトルからベクトル空間・線形写像まで― 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627096714  

著編者名 川嶌 俊雄 発行年 2017 商品コード 1025376247 

図形的意味を通して、ベクトル・1次変換・ベクトル空間と、それらのつながりをていねいに解説。ベクトル空間・線形写
像などの抽象的な概念も、図形的意味がわかれば、具体的なイメージをもつことができるようになります。演習問題も
豊富に用意。行列・行列式・固有値の計算方法もしっかり身につきます。 

線形代数と幾何 
 ―ベクトル・行列・行列式がよくわかる― 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627096615  

著編者名 林 義実 発行年 2015 商品コード 1022470088 

幾何学的イメージでより広く深い理解が得られる、線形代数のテキスト。ベクトル・行列・行列式の基本事項をわかりや
すく説明し、図形との関連について解説を加える。 

Cによる数値計算法入門 第2版 
 新装版 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627093836  

著編者名 堀之内 總一 発行年 2015 商品コード 1022470087 

コンピュータによる数値計算法を学ぶための入門書。基礎的な事項を簡潔に説明し、C言語のプログラム例により、コ
ンピュータで計算するためのアルゴリズムを解説する。プログラムのダウンロードサービスあり。 

確率と確率過程 
 ―具体例で学ぶ確率論の考え方― 

同時1アクセス(本体) ¥9,350 

同時3アクセス(本体) ¥14,025 

冊子版ISBN 9784627061811  

著編者名 柳瀬 眞一郎 発行年 2015 商品コード 1022470084 

確率論を仕事や研究の道具として使う人が数学的理解に基づいて、確率過程までの理論を使いこなせるように、確
率・確率過程の意味やアイデアをしっかり解説。式の導出の説明や計算例、工学・ファイナンスなどへの応用例も満載。 

確率・統計 第2版（工科の数学） 
同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥6,187 

冊子版ISBN 9784627049420  

著編者名 田代 嘉宏 発行年 2015 商品コード 1018920850 

資料の基礎的な処理と統計的推定・検定の基本的な考え方の理解に重点をおいて、確率・統計を解説するテキスト。
問題の解答にヒントまたは詳しい計算の説明をつけた第2版。 

数学関連  
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数理計画法入門 = Introduction to 

mathematical programming 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627921818  

著編者名 坂和 正敏 発行年 2014 商品コード 1022470122 

教養教育科目の数学の素養で容易に理解できる、数理計画法の入門書。数理計画法の3大分野である線形計画法、
整数計画法、非線形計画法を取り上げて、全体の流れや関連がよくわかるようにやさしく解説する。 

数値計算法 新装版 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627801530  

著編者名 三井田 惇郎 発行年 2014 商品コード 1018920876 

大学低学年の講義用に作成した、数値計算法のテキスト。連立方程式や微分方程式を計算機で解く方法を、フロー
チャートとBASIC言語を用いたプログラム例を挙げ、論理の本質的な把握にも重点を置き解説する。演習問題付き。 

大学1年生のための電気数学 
 ―電気回路・電磁気学の基礎数学―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627734623  

著編者名 高木 浩一 発行年 2014 商品コード 1018920873 

電気回路や電磁気学へ、高校数学からスムーズに展開していけるよう構成したテキスト。電気回路や電磁気学と関わ
りの深い数学のテクニックを、例題をあげながら解説する。各章末に演習問題を掲載。 

電気電子工学のための基礎数学 
 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627731622  

著編者名 森 武昭 発行年 2014 商品コード 1018920869 

電気電子工学をこれから学ぶ人に向けて、基礎を学ぶ上で必要な数学をわかりやすく解説する。電気電子工学に関
係した例題や演習問題を多数収録。回路記号を現行のJIS規格のものに修正するなどした第2版。 

応用解析学の基礎 新装版 
 ―複素解析, フーリエ解析・ラプラス変換― 

同時1アクセス(本体) ¥5,775 

同時3アクセス(本体) ¥8,662 

冊子版ISBN 9784627073128  

著編者名 坂和 正敏 発行年 2014 商品コード 1018920855 

理工系の専門課程で学ぶ工業数学・応用数学のわかりやすい入門書。複素解析およびフーリエ解析・ラプラス変換と
偏微分方程式への応用の基礎的な部分について、やさしく解説する。各章末に演習問題を掲載。 

ラプラス変換とフーリエ解析要論 
 新装版 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥7,425 

冊子版ISBN 9784627026131  

著編者名 田代 嘉宏 発行年 2014 商品コード 1018920849 

科学技術や応用理学などの中で広く用いられるラプラス変換・フーリエ解析のテキスト。その基本的な理論と計算方法
を簡潔に述べ、応用に際しての基礎になる手法を具体的な問題で示す。演習問題も収録。 

数学関連  
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医系の統計入門 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627091924  

著編者名 階堂 武郎 発行年 2013 商品コード 1022470023 

保健・医療関連領域に携わる人を対象にした統計学の初等的な入門書。図や表を用いて視覚的に理解を深められるように編集。
データの整理や検定のしかたなどが豊富な例題・練習問題と詳しい解答でマスターできる。 

例題と演習でわかる離散数学 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627061514  

著編者名 加納 幹雄 発行年 2013 商品コード 1018920854 

「グラフ理論」や「オートマトン」「ブール代数」など、多くの新しい概念や手法を無理なく理解できるように、具体例をあげて解説。例題
や演習問題も豊富に収録し、どのように使われるかまでしっかり学べる。 

基礎からの微分方程式 
 ―実例でよくわかる― 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784627076716  

著編者名 稲岡 毅 発行年 2012 商品コード 1018920856 

線形微分方程式に重点を置き、初等的微分方程式と線形微分方程式について、数多くの実例をあげながらていねいに解説する。演
習問題も収録。本体表紙・裏表紙見返しに微分方程式の解法早見表付き。 

情報数学の基礎 
 ―例からはじめてよくわかる― 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627052710  

著編者名 幸谷 智紀 発行年 2011 商品コード 1018920851 

情報数学の学習の前提となる基礎知識から、数の表現方法、命題と論理演算、集合、述語と数学的帰納法まで、コンピュータに必須
の数学を、たくさんの具体例を交え、かみ砕いてわかりやすく解説する。章末問題、コラムも収録。 

電気電子数学入門 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627734715  

著編者名 森 武昭 発行年 2010 商品コード 1022470064 

電気電子工学を学ぶうえで、必要不可欠な数学の基礎を正しく理解するためのテキスト。大学・高専などでの半年間の講義を想定し
た２４章で構成し、各項目を例や例題を設けてわかりやすく解説。章末に演習問題を付す。 

工学系学生のための複素関数攻
略への一本道 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627076419  

著編者名 板垣 正文 発行年 2009 商品コード 1022470086 

複素関数論の基本事項が身につくテキスト。はっきりした学習の目的・流れと、直観的にわかる解説で学びやすい。全問詳細解答つ
きの豊富な例題・演習問題も収録。 

例題と演習でマスターする線形代数 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627061415  

著編者名 大関 清太 発行年 2008 商品コード 1022470021 

解き方がわかる例題と、実力がつく豊富な演習問題で、線形代数の基本を理解して応用力を身につけるテキスト。高校で学んだ数学
が線形代数学によってどのように拡張され、どのような意味を持っているかを丁寧にくわしく解説。 

数学関連  
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電気工学・電気回路  

例題と演習で学ぶ電気回路 
[正] 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627735828  

著編者名 服藤 憲司 発行年 2017 商品コード 1025881788 

本書では、直流回路・交流回路の基本事項とよく用いる定理をカバーしています。応用範囲を学ぶ
続巻とあわせてご活用ください。 

例題と演習で学ぶ電気回路 
続 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627735927  

著編者名 服藤 憲司 発行年 2017 商品コード 1025881789 

本書では、2端子対回路や過渡現象、伝送線路など、応用的な内容を扱っています。基礎範囲を学
ぶ前巻とあわせてご活用ください。 

電気回路の基礎 [正] 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627732537  

著編者名 西巻 正郎 発行年 2014 商品コード 1018920871 

大学・高専などの高等教育機関に向けた「電気回路」の教科書。電気回路と基礎電気量、電磁誘導
結合回路、非正弦波交流などについて、わかりやすく丁寧に解説する。各章末に演習問題を掲載。 

電気回路の基礎 続 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627733039  

著編者名 西巻 正郎 発行年 2014 商品コード 1018920872 

電気回路についての予備知識を持ち、さらに専門的に深く学ぼうとする人のための教科書。2端子
対回路、過渡現象、非正弦波交流回路の解析などについて、わかりやすく解説する。各章末に演習
問題を掲載。 
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電気工学・電気回路  
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エッセンシャル電気回路 
 ―工学のための基礎演習―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627735620  

著編者名 安居院 猛 発行年 2017 商品コード 1025881787 

電気回路の基本事項を身につけるためのテキストです。 第2版では、新たに「過渡現象」の初歩が追加されました。
レイアウトの一新によって、いっそう学びやすくなりました。 

電気・電子計測 第3版 

阿部 武雄 著 2012年刊行 

冊子版ISBN 9784627705432 

同時１アクセス(本体) ¥6,050  

同時３アクセス(本体) ¥9,075  

商品コード 1018920867 

電気理論 第2版 

池田 哲夫 著 2006年刊行 

冊子版ISBN 9784627723122 

同時１アクセス(本体) ¥7,700  

同時３アクセス(本体) ¥11,550  

商品コード 1022470061 

基礎電気回路 1 第3版 

有馬 泉 著 2014年刊行 

冊子版ISBN 9784627731837 

同時１アクセス(本体) ¥6,875  

同時３アクセス(本体) ¥10,312  

商品コード 1018920870 

よくわかる電気機器 

森本 雅之 著 2012年刊行 

冊子版ISBN 9784627743311 

同時１アクセス(本体) ¥7,150  

同時３アクセス(本体) ¥10,725  

商品コード 1022470067 

基礎電気回路 新装版 第2版 

伊佐 弘 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784627732933 

同時１アクセス(本体) ¥5,500  

同時３アクセス(本体) ¥8,250  

商品コード 1024936522 

電気回路を理解する 第2版 

小澤 孝夫 著 2015年刊行 

冊子版ISBN 9784627712126 

同時１アクセス(本体) ¥7,150  

同時３アクセス(本体) ¥10,725  

商品コード 1022470060 

電気エネルギー工学 新装版 
 ―発電から送配電まで― 

八坂 保能 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784627742925 

同時１アクセス(本体) ¥7,700  

同時３アクセス(本体) ¥11,550  

商品コード 1024936524 

過渡現象の基礎 第2版 

吉岡 芳夫 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784627735521 

同時１アクセス(本体) ¥7,150  

同時３アクセス(本体) ¥10,725  

商品コード 1024936523 

2019年3月 
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電気磁気学  

演習電気磁気学 新装版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627711327  

著編者名 大貫 繁雄 発行年 2014 商品コード 1022470059 

電気磁気学をやさしく学べる定番の演習書。姉妹書「電気磁気学」に沿った構成で、各節ごとに要点と例題、さらに
基本的なやさしい問題からなる「基礎問題」と、総合力と応用力を養うための「応用問題」を収録する。 

電気磁気学 新装版 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥5,775 

同時3アクセス(本体) ¥8,662 

冊子版ISBN 9784627705135  

著編者名 安達 三郎 発行年 2014 商品コード 1018920866 

電気磁気学をやさしく学べるスタンダードなテキスト。電磁波も含めて電気磁気学の基本事項について系統的にま
んべんなく記述。豊富な演習問題とその解答も収録する。2色刷りによって、見やすく、わかりやすくなった第2版。 

エッセンシャル電磁気学 
 ―エネルギーで理解する― 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784627735019  

著編者名 田口 俊弘 発行年 2012 商品コード 1022470107 

電気の本質が空間の持つエネルギーであることを示し、応用に必要な電磁気学の基礎公式を、図を用いて丁寧に
説明する。考える力が身につく、わかりやすい例題と演習問題も収録。 

例題と演習で学ぶ電磁気学 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627734814  

著編者名 柴田 尚志 発行年 2012 商品コード 1022470106 

電磁気学を学ぶにあたっての基礎的事項から、点電荷による静電界、電磁誘導、マクスウェルの方程式と電磁波
まで、図を多く用いてわかりやすく説明する。例題、演習問題を多数収録。 

電気磁気学 新装版 
 ―その物理像と詳論― 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627731721  

著編者名 小塚 洋司 発行年 2012 商品コード 1022470062 

理工学系の学生に向けて、基礎理論から実践に役立つ事項までを、背景となる物理現象と結びつけながら、丁寧
に解説。深い理解と応用力が身につく。各章末に練習問題も収録する。 
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集積回路工学 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627775718  

著編者名 安永 守利 発行年 2016 商品コード 1024936525 

半導体製造プロセス、パッケージ、プリント基板技術、ソフトウェア言語による設計技術まで、広範囲
な技術を解説。論理回路の知識を出発点とすることで、半導体物性になじみの薄い情報系の読者
でも理解しやすいように工夫しているとともに、豊富な例題や演習問題を通して、理解をいっそう深
めることができる。 

はじめての論理回路 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627817814  

著編者名 河辺 義信 発行年 2016 商品コード 1022470118 

論理式に関する基礎知識、論理ゲートや回路の効率化に関する知識など、コンピュータの機能を作
るための基礎知識をていねいに解説。例を織り交ぜた説明や演習問題により、手を動かしながら理
解できる。 

オペアンプからはじめる 
電子回路入門 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627761124  

著編者名 別府 俊幸 発行年 2016 商品コード 1022470111 

初学者がアナログ電子回路を設計できるようになる教科書。オペアンプの使用法や、フィードバック
とそれを安定にはたらかせる方法など、設計するために真に必要となる基礎知識を解説する。各章
末に演習問題を掲載。 

図解論理回路入門 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627853010  

著編者名 堀 桂太郎 発行年 2015 商品コード 1022470121 

長年、高専などで講義を行ってきた著者による、見てわかる論理回路のテキスト。2進数、A/D変換、
PLDなど、基礎からデバイスを用いた設計まで、丁寧な図と解説でマスターできる。章末問題も掲
載。 

2019年3月 
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電子工学  

電子・光材料 
 ―基礎から応用まで―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627773721  

著編者名 澤岡 昭 発行年 2015 商品コード 1022470112 

導電材料・絶縁材料、誘電材料、磁気材料、光材料、超伝導材料などの電気電子材料・光材料につい
て、やさしい解説と穴埋め問題で学ぶテキスト。ディスプレイ、電池などを大幅加筆した第2版。見返しに
元素の周期表あり。 

論理回路入門 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥5,225 

同時3アクセス(本体) ¥7,837 

冊子版ISBN 9784627823631  

著編者名 浜辺 隆二 発行年 2015 商品コード 1022470075 

コンピュータの計算原理がわかる、大学の学部または高専のテキスト。ゼロとイチの論理演算から、主
要な回路の設計方法まで、例題・演習を盛り込み解説する。初学者がつまずきやすい部分の説明を見
直し、2色刷りとした第3版。 

電子デバイス工学 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627705623  

著編者名 古川 静二郎 発行年 2014 商品コード 1022470057 

半導体デバイスをわかりやすく記述したテキスト。原子物理から固体物性の簡単な復習、デバイス基礎、
トランジスタの物理やその実態、集積回路や光デバイスまで解説する。各章末に演習問題を掲載。見返
しに元素の周期律表あり。 

基礎から学べる論理回路 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627827622  

著編者名 速水 治夫 発行年 2014 商品コード 1018920878 

コンピュータ内部での数値の表現や演算から、論理式、ブール代数、さらには組合せ回路、順序回路の
構成までをカバー。身近な例を示し、コンピュータの基本的な仕組みをわかりやすく解説する。図や記号
の見直しを行った第2版。 

基礎光エレクトロニクス 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627743618  

著編者名 藤本 晶 発行年 2013 商品コード 1022470110 

大学初年度や高等専門学校の学生が容易に理解でき、自学自習も可能な、光エレクトロニクスのテキ
スト。今後ますます使う機会が増えると思われる光半導体素子や光ファイバ、そして応用機器などにつ
いて重点的に記述する。 

2019年3月 
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電子工学  

半導体工学 
 ―半導体物性の基礎―第3版 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627710436  

著編者名 高橋 清 発行年 2013 商品コード 1018920868 

これからの半導体工学を学ぶのに最適なテキスト。固体の帯理論、半導体と電導機構、p-n接合、トラン
ジスタと集積回路などについて解説する。各章末に演習問題を掲載。半導体の発光機構などを追加・拡
充した第3版。 

基礎電子工学 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627774315  

著編者名 藤本 晶 発行年 2012 商品コード 1018920875 

今日の電子工学でとくに必要とされる固体中の電子の振舞いを中心に解説したテキスト。急速に普及し
てきた液晶ディスプレイやセンサデバイスについても概観する。章末問題とその解答も収録。 

はじめてのメカトロニクス 新装版 
 ―電子回路・センサ・アクチュエータのきほん― 

同時1アクセス(本体) ¥5,225 

同時3アクセス(本体) ¥7,837 

冊子版ISBN 9784627669017  

著編者名 塩田 泰仁 発行年 2011 商品コード 1022470050 

ディジタルおよびアナログICの使い方、実装技術など、技術者として最も必要と思われる、メカトロニクス
装置の制御に用いる部品と回路の基礎をやさしく解説。 

電子物性 新版 

同時1アクセス(本体) ¥6,325 

同時3アクセス(本体) ¥9,487 

冊子版ISBN 9784627772021  

著編者名 松澤 剛雄 発行年 2010 商品コード 1022470068 

電子物性の基本事項を網羅し簡潔にまとめたテキスト。図面を多用、また演習問題をつけて、重要な要
点をわかりやすく説明する。初出語句や章末問題の解答も詳細に記述する。 

ディジタル回路の基礎 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627792012  

著編者名 角山 正博 発行年 2009 商品コード 1022470073 

ディジタル回路の基礎を、具体例を用いてやさしく解説。順を追った説明により、回路の設計までを着実
に理解できる。シミュレータＭｕｌｔｉｓｉｍの使い方やタイミングチャートの描き方なども掲載。 

2019年3月 
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構造力学を学ぶ 
 ―基礎からエネルギー法まで― 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627466715  

著編者名 米田 昌弘 発行年 2014 商品コード 1022470094 

「構造力学の重要ポイントは何か」「暗記が必要な公式はどれか」を初学者の目線で具体的に解説。豊
富な例題や問題によって計算力が無理なく身につくよう工夫した構造力学の入門書。 
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構造力学  

構造力学 上: 静定編 
 第2版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,600 

同時3アクセス 
(本体) 

¥9,900 

冊子版ISBN 9784627425125  

著編者名 崎元 達郎 発行年 2012 商品コード 1022470030 

構造力学の中で、最も基本となる静定構造をしっかりと学ぶためのテキスト。中学や高校で習う理
科や物理の延長線上で連続的に習得できるよう配慮しながら、図を用いてやさしく解説する。演習
問題も収録。 

構造力学 下: 不静定編 
 第2版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥8,250 

同時3アクセス 
(本体) 

¥12,375 

冊子版ISBN 9784627425224  

著編者名 崎元 達郎 発行年 2012 商品コード 1022470031 

静定構造の知識を前提として、おもに不静定構造物を解く方法について学ぶためのテキスト。エネ
ルギー法の原理・方法、マトリクス構造解析法などについて解説する。演習問題も収録。 

基本を学ぶ構造力学 
 ―静定から不静定の初歩まで― 
 第1版第2刷 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627466517  

著編者名 崎元 達郎 発行年 2015 商品コード 1022470034 

構造力学を学ぶための予備知識の少ない学生のために、中学理科や高校物理の知識の延長線
上で連続的に抵抗なく学べるよう配慮したテキスト。構造力学のなかで基本となる静定構造に加え、
不静定構造の解き方の初歩も取り上げる。 

2019年3月 
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材料力学  

基礎から学ぶ材料力学 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627665125  

著編者名 臺丸谷 政志 発行年 2015 商品コード 1022470103 

初学者にとって相当に難解な学問と言われている材料力学の基礎的事項を平易に記述し、理解しやすい順序に各章を
配列。例題を多く示し、また演習問題を付け、基礎事項の理解の補助とする。わかりやすく二色刷りにした第2版。 

はじめての材料力学 新装版 
 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627663534  

著編者名 小山 信次 発行年 2014 商品コード 1022470045 

材料が耐えられる荷重には限度がある。安全な材料の形状・寸法と力の関係を明らかにする材料力学の基礎を、項目を
しぼって解説する。見やすい図面、理解しやすい文章表現と詳細な解答に配慮した第2版新装版。 

やさしく学べる材料力学 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627661936  

著編者名 伊藤 勝悦 発行年 2014 商品コード 1022470042 

多くの図を用いた親しみやすい丁寧な解説で材料力学の基本を理解できるテキスト。重要項目を試験前チェックリストとし
て巻末にまとめる。カステリアーノの定理を追加して、各章末の練習問題に詳細解答をつけた第3版。 

材料力学 第3版新装版 
同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627620148  

著編者名 黒木 剛司郎 発行年 2014 商品コード 1022470040 

はじめて材料力学を学ぶ、機械工学系の学生向けのテキスト。引張・圧縮、組合せ応力、ひずみエネルギー、弾性破損
の法則、静定トラスなどをとり上げ、材料力学の基礎理論と応用について解説する。各章末に演習問題を掲載。 

材料力学 新装版 
同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627605121  

著編者名 村上 敬宜 発行年 2014 商品コード 1022470036 

材料力学的体験を形成し、工学的エッセンスを獲得できるよう例題を交えて基本事項を解説した材料力学のテキスト。各
章末に演習問題も収録する。演習書「材料力学演習」の姉妹編。 

材料力学 1 
同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627680111  

著編者名 森下 智博 発行年 2018 商品コード 1027116534 

機械工学分野の研究者・技術者として第一線で通用する基礎力を涵養するための、骨太なテキスト。他書では割愛さ
れがちな、一歩踏み込んだ解説内容までが、丁寧な記述と図を用いた視覚的な工夫によってわかりやすく説明されて
いる。また、例題と演習問題が豊富に用意されており、自習しやすいような配慮もなされている。高専・大学での学習
用テキストとしてのみならず、設計実務者も座右の書として手元に置いておきたい一冊である。 

材料力学 2 
同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627680210  

著編者名 森下 智博 発行年 2018 商品コード 1027116535 

第一線で通用する基礎力を涵養するための、骨太なテキストの下巻。上巻と同様に、丁寧な記述と図を用いた視覚的
な解説で、わかりやすく工夫されている。また、自習に役立つ例題・演習問題が豊富に用意されている。下巻では、弾
塑性力学の入門にあたる発展的な項目を扱う。他書では見られない、異方性弾性体の理論や球対称・軸対称問題な
ど、設計実務者にとっても有用となる内容まで収めている。 

2019年3月 
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内燃機関 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784627605336  

著編者名 田坂 英紀 発行年 2015 商品コード 1022470099 

機械工学の専門基礎科目の中の熱力学を理解するためにもっとも適切なテーマである、内燃機関のテキスト。内燃機
関の構造に関する説明を詳細に行い、数式の導出などにも配慮した第3版。章末に演習問題を収録。 

例題でわかる伝熱工学 
 ―熱の移動が図でみえる―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627672727  

著編者名 平田 哲夫 発行年 2014 商品コード 1022470052 

身の回りで経験する伝熱現象を多数取り込み、図や例題を多く用いて解説した、伝熱工学を視覚的に学べる初学者
向けのテキスト。章末には略解付きの演習問題も収録する。 

わかりやすい熱力学 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627600133  

著編者名 一色 尚次 発行年 2012 商品コード 1022470035 

熱力学の本格的な内容をわかりやすく説明したテキスト。考え方・計算の仕方がしっかりと身につくよう、演習問題を豊
富に掲載する。巻末に重要な基礎式などをまとめた表を収録。熱力学の進歩を織り込んだ第3版。 

図解エネルギー工学 
同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627670617  

著編者名 平田 哲夫 発行年 2011 商品コード 1022470051 

火力発電、水力発電、原子力発電といった従来からのしくみに加え、近年実用に供された風力発電、波力発電、太陽
光発電、さらに注目の燃料電池や熱電発電など、さまざまな発電のしくみを解説する。 

熱力学きほんの「き」 
 ―やさしい問題から解いてだんだんと力をつけよう― 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627673519  

著編者名 小山 敏行 発行年 2010 商品コード 1022470054 

「熱力学」の基礎をわかりやすく説明したテキスト。６６の例題と７９の演習問題を収録し、数値と単位の関係や間違え
ないための計算方法などを実践的に解説する。 

例題でわかる工業熱力学 
同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627673410  

著編者名 平田 哲夫 発行年 2008 商品コード 1022470053 

抽象的でわかりにくい学問の熱力学。ひとつの理論を解説しながら、同時にそれに関する例題を提示し、その解法を
示すことにより、物理的意味をわかりやすく説明する。演習問題付き。 

エネルギー  
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振動工学 新装版 
 ―振動の基礎から実用解析入門まで― 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627665422  

著編者名 藤田 勝久 発行年 2016 商品コード 1024936520 

1自由度からはじめて連続体までの振動の基礎と，振動の計測・制御・解析といった実用的な事柄
について丁寧に解説．また，例題と演習問題を多数掲載し，計算力が身につくよう配慮されていま
す．振動工学を学ぶ高専・大学生，振動解析を行うエンジニアにおすすめの1冊．新装版で，よりわ
かりやすい紙面となりました． 

基礎から学べる機械力学 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627650411  

著編者名 伊藤 勝悦 発行年 2015 商品コード 1022470100 

機械力学の学びはじめに最適な一冊。初学者が、基礎的な事項を理解できるよう、ていねいに数式
を展開し、わかりやすく解説。力学の基礎も説明する。各章末に練習問題も掲載。 

機械設計法 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627605732  

著編者名 塚田 忠夫 発行年 2015 商品コード 1022470038 

機械設計の基本事項を中心に平易にまとめた入門書。転がり軸受、ボルトなどの機械要素の機能
や使い方を理解することで、使用目的に最も適した機械要素を選択する力が身につく。演習問題も
収録。最新のJISに対応した第3版。 

演習で学ぶ機械力学 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627663039  

著編者名 小寺 忠 発行年 2014 商品コード 1022470044 

高校レベルの物理の力学と微分・積分を学んだ人を対象にした、機械力学・振動工学の入門書。自
習に役立つよう、式の導出を丁寧に解説する。例題と演習も掲載。多自由度振動系を削除し、ラグ
ランジュの方程式を追加した第3版。 

2019年3月 
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計測工学入門 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627662933  

著編者名 中村 邦雄 発行年 2015 商品コード 1022470101 

計測の基礎と実践的手法をわかりやすく解説。最先端計測の概要をトピックス的にとりあげて概説
する。各章末の演習問題を通して段階的に理解を進めることができる、計測の本質を知る格好の入
門書。 

最新測量学 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627471436  

著編者名 上浦 正樹 発行年 2015 商品コード 1022470095 

測量技術の歴史、測量のための数学から、トータルステーション、GPS、GIS、リモートセンシングな
ど、近代測量技術までを解説する「測量学」の教科書。章末には演習問題を収録。測量法の改正等
に対応した第3版。 

測量学 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627406322  

著編者名 大木 正喜 発行年 2015 商品コード 1022470028 

測量学の基礎事項を平易な言葉で丁寧に解説し、独学できるように構成。また測量実習も含め実
用面から役立つように実習手順も示す。演習問題を新規追加し、図・表・写真をできるだけ多く用い
て説明した第2版。 

計測システム工学の基礎 
第3版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627664432  

著編者名 西原 主計 発行年 2012 商品コード 1022470046 

機械・電子システム(メカトロニクス)系の計測とデータ処理から結果の判断までを含む計測システム
工学の入門書。正しい測り方と的確な数値計算処理法を詳説する。例題や演習問題を見直し、最
新機器の写真等を掲載した第3版。 

2019年3月 
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建築構造力学 1 第3版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥7,150 

同時3アクセス 
(本体) 

¥10,725 

冊子版ISBN 9784627500433  

著編者名 山田 孝一郎 発行年 2015 商品コード 1022470097 

力の性質をはじめ、構造物に作用する力が構造物の各部をどのように流れかつ伝達されるかを解
説。さらに、構造物の各部が変形し、これらが集積され、構造物全体がどのように変形するかを順
序を追って説明する。演習問題も掲載。 

建築構造力学 2 第3版 

同時1アクセス
(本体) 

¥7,700 

同時3アクセス
(本体) 

¥11,550 

冊子版ISBN 9784627500532  

著編者名 山田 孝一郎 発行年 2016 商品コード 1022470098 

基本的な事柄にもとづいて、静定構造物と不静定構造物との力学的な差異および、不静定構造
物の解法である応力法と変形法の関係について解説。構造物の塑性解析の理念と解析方法にも
言及する。演習問題も掲載。 
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上水道工学 第5版 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627492851  

著編者名 岩崎 恭士 発行年 2018 商品コード 1026634702 

多くの分野を包む複雑な総合技術としての水道技術全般を広く説明しています。取水やろ過などの従
来からある上水道に必須の知識だけでなく、膜処理や高度浄水処理などの技術の進展、上水道にお
ける維持管理などの広範な内容についてまとめています。現役水道従事者によって改訂した第5版で
す。 

都市計画 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627496132  

著編者名 川上 光彦 発行年 2017 商品コード 1025599597 

土木系、建築系どちらでも使える入門テキスト。たくさんの図や写真とともにていねいに解説されてい
ます。第3版では、フランスの都市計画制度の説明を追加したほか、立地適性化計画についても取り上
げました。 

都市・土木・建築関連  

2019年3月 
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コンクリート構造学 第5版 
同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥12,375 

冊子版ISBN 9784627425651  

著編者名 小林 和夫 発行年 2017 商品コード 1025246449 

基礎的事項に重点を置いてコンクリート構造学を説明することで，コンクリート構造物の解析や設計で重要な，鉄筋コ
ンクリートやプレストレストコンクリートの各種荷重や断面力作用下でのひび割れ，たわみ，破壊強度などの力学的特
性を理解できる教科書です．多くの例題や演習問題を設けることでわかりやすくなっています． 

基礎力が身につく建築環境工学 
第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627581128  

著編者名 三浦 昌生 発行年 2017 商品コード 1024936519 

空気・光・熱・音が調和した安全，健康，快適な室内環境の設計で基礎となる考え方と知識を数式に頼らず言葉と図
表でやさしくかつ要点を絞って解説しています．建築士試験の学科科目である「計画原論」の参考書としても役立ちま
す． 

土質力学入門 
同時1アクセス(本体) ¥7,975 

同時3アクセス(本体) ¥11,962 

冊子版ISBN 9784627464018  

著編者名 三田地 利之 発行年 2013 商品コード 1022470033 

外力の変化に対する地盤の応答、すなわち土の強さと変形の問題を扱う「土質力学」の入門書。土質力学の知見を中
心に、地盤の安定問題に関する地盤工学の内容も一部取り上げる。演習問題も多数掲載。 

建設施工 
同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784627482418  

著編者名 金子 研一 発行年 2012 商品コード 1022470096 

施工法から施工管理までをカバーした「建設施工」「土木施工」のテキスト。施工手順や建設機械を豊富な図・写真で
わかりやすく説明する。章末に演習問題を付す。 

土質力学 第8版 
同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627460584  

著編者名 河上 房義 発行年 2012 商品コード 1022470032 

土の基本的性質、土の分類、透水と排水、弾性地盤内の応力分布、圧密、土のせん断強さ、斜面の安定、浅い基礎
の支持力、深い基礎の支持力など、土質力学について平易に解説。図とレイアウトを一新し、読みやすくした第8版。 

地盤工学 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥12,375 

冊子版ISBN 9784627406629  

著編者名 澤 孝平 発行年 2009 商品コード 1022470029 

地盤と土、土の基本的性質、土中の水理、土の圧縮と圧密、斜面の安定、地盤の災害とその防災などについて、図表
を取り入れ、演習問題を交えてわかりやすく解説する。 

都市・土木・建築関連  
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流体力学  

流体力学 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627675711  

著編者名 水島 二郎 発行年 2017 商品コード 1025376248 

流体の静力学、流れの工学的取り扱い、基礎方程式を解説した後、管路流れ、渦、境界層流れなどの
重要な流れについて、その現象と理論を丁寧に解説しています。工学的な視点に加え、物理学的な視
点からの丁寧な解説によって、基礎方程式や代表的な流れについて、深い理論的な理解が得られます。 

流れ学 
 ―流体力学と流体機械の基礎― 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥10,312 

冊子版ISBN 9784627675315  

著編者名 山田 英巳 発行年 2016 商品コード 1022470104 

数理学的な流体力学の世界にふみ出すための入門書。具体的な流れ現象を扱う水力学から流体機械
までの範囲で身につけてもらいたい基礎的内容を厳選。流体の計測法と可視化法についても触れる。 

流体力学 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627605220  

著編者名 杉山 弘 発行年 2014 商品コード 1022470037 

初学者が学びやすい、流体力学の入門テキスト。流れの基礎、物体の揚力発生メカニズムと関連する
理想流体力学などについて、例題をあげながら、わかりやすく記述する。各章末に演習問題を掲載。 

明解入門流体力学 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627674110  

著編者名 杉山 弘 発行年 2012 商品コード 1022470056 

流体の密度が変わらない非圧縮性、流体の粘性が無視できる非粘性流体の一次元的な流れを主に、
流体の基礎概念、流体運動のとり扱い方などを解説するほか、粘性流体の流れの特徴や基本的性質
も説明する。演習問題も掲載。 

図解によるわかりやすい流体 
力学 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥9,075 

冊子版ISBN 9784627673915  

著編者名 中林 功一 発行年 2010 商品コード 1022470055 

微分や積分の使用を最小限度にとどめた「流体力学」の教科書。生活や遊びの中で経験している流れ
現象を引用し、直感力によって流体力学が理解できるように解説する。 

2019年3月 
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その他  

生態系生態学 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥30,250 

同時3アクセス(本体) ¥45,375 

冊子版ISBN 9784627261228  

著編者名 F. Stuart Chapin III 発行年 2018 商品コード 1027882455 

植物生理生態学、土壌学、気象学、水文学、地球化学など幅広い基礎事項をおさえ、細分化されて
いた分野どうしを結び付ける。また、景観生態学、保全生態学、生態系管理学など、環境と社会の
橋渡しとなる内容が含まれ、環境行政や社会・経済学分野に対しても示唆に富む内容である。 

基礎塑性加工学 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784627663138  

著編者名 川並 高雄 発行年 2015 商品コード 1022470102 

塑性加工学の入門書。塑性加工学の基礎をはじめ、塑性力学の基本、弾性力学や材料力学とのつ
ながり、塑性加工に有用なコンピュータシミュレーションの技術動向などについて解説する。章末に
演習問題を収録。 

工業力学入門 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627662537  

著編者名 伊藤 勝悦 発行年 2014 商品コード 1022470043 

大学・高専の機械工学系学科の学生のための工業力学の入門書。力学の基礎を理解して、機械の
基幹科目を習得できるよう、図を多く用いてやさしく解説。全ての問題に詳細解答を付した第3版。
見返しに「数学の解説と公式」あり。 

やさしい基礎物理 第2版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627160729  

著編者名 潮 秀樹 発行年 2014 商品コード 1018920861 

高校物理のイントロから丁寧に解説した大学生向けの物理入門。微積分を使う/使わない説明の区
別を明確にし、微積分を既習/未習者の双方が納得できる説明を実現。演習問題も豊富に収録する。
見返しに周期表付き。 

2019年3月 



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。 

その他  

34 

大学新入生のためのやさしい 
力学 

同時1アクセス(本体) ¥5,775 

同時3アクセス(本体) ¥8,662 

冊子版ISBN 9784627154612  

著編者名 中野 友裕 発行年 2012 商品コード 1022470089 

だれもが経験・体験したことのあることがらを、力学の面からわかりやすく解説。最低限必要な数学の知
識は、コラムで説明する。基本例題、確認問題、演習問題も多数収録。 

機構学 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627668911  

著編者名 岩本 太郎 発行年 2012 商品コード 1022470049 

ロボットをはじめ、各種機械の設計・開発で不可欠となる機構とその運動のしくみを紹介したテキスト。
多くの事例を取り上げ、わかりやすい図解で説明する。章末に演習問題も収録。 

図解SolidWorks実習 
 ―3次元CAD完全マスター―第2版 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784627666627  

著編者名 栗山 晃治 発行年 2012 商品コード 1022470047 

ショベルカーモデルを取り上げ、部品作成、組み立て、図面作成といった、SolidWorks2012の基本操作
を解説する。エンティティ変換、累進寸法、干渉認識、非表示エッジの選択など実践的テクニックが満載。 

やさしく学べる基礎物理 新装版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784627152823  

著編者名 基礎物理教育研究会 発行年 2012 商品コード 1018920858 

物理を初めて学ぶ学生でも理解できるよう、力と運動から原子の世界まで、基礎物理の分野を微積分
を使わずに平易に解説する。2色刷りページでポイントがわかりやすい。練習問題も豊富に収録。 

工業力学 新装版 第3版 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784627610248  

著編者名 青木 弘 発行年 2010 商品コード 1022470039 

大学の工学部または工業高専において工業力学を学ぼうとする学生の教科書。初歩の微積分の知識
でも十分理解できるように、平易・簡潔に説明。演習問題付き。国際単位系（ＳＩ）に統一し、レイアウトを
一新した第３版新装版。 

2019年3月 


