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2019年 新規配信タイトル 
LATEX2ε辞典 増補改訂版（Desktop reference） 

同時1アクセス（本体） ¥10,780 

同時3アクセス（本体） ¥21,560 

冊子版ISBN 9784798157078  

著編者名 吉永 徹美 発行年 2018 商品コード 1029044907 

唯一無二のLaTeXリファレンスとしての信頼感はそのままに、TeX LiveやUnicode環境にも対応して帰ってきた！現場で実際に使わ
れる中で必要とされるノウハウをぎっしり詰め込み、豊富なサンプルと実行結果で丁寧に解説します。さらにプレゼンテーション環境
Beamerなど、文書作成にとどまらないテクニックも満載。この一冊が、LaTeXを「さらに」使いこなせるようにしてくれます！ 

Pythonで動かして学ぶ!あたらしい深層学習の教科書 
 ―機械学習の基本から深層学習まで―（AI & Technology） 

同時1アクセス（本体） ¥11,550 

同時3アクセス（本体） ¥23,210 

冊子版ISBN 9784798158570  

著編者名 石川 聡彦 発行年 2018 商品コード 1029044937 

本書は株式会社アイデミーで大人気の講座『ディープラーニングで画像認識モデルを作ってみよう!』を書籍化したものです。機械学習の基
本からはじまり、Pythonの基礎、データの処理、深層学習の基本から応用ついて、サンプルを元にわかりやすく解説します。各項には練習問
題では、学習効果を確かめながら読む進められます。本書を読めば、機械学習から深層学習の基本を一気通貫で学習できます。 

Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書  
（AI & Technology） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥17,930 

冊子版ISBN 9784798158341  

著編者名 寺田 学 発行年 2018 商品コード 1029044925 

データ分析エンジニアに求められる技術の基礎が最短で身に付くビッグデータの時代といわれ始めて数年が経過しました。デバイスの進化
により多くの情報がデジタル化され、それらのデータを活用しようとデータ分析エンジニアに注目が集まっています。この書籍では、データ分
析において、デファクトスタンダードになりつつあるプログラミング言語Pythonを活用し、データ分析エンジニアになるための基礎を身に付け
ることができます。 

Java 入門編 ―ゼロからはじめるプログラミング― 

第2版（プログラミング学習シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥6,204 

同時3アクセス（本体） ¥12,408 

冊子版ISBN 9784798151847  

著編者名 三谷 純 発行年 2017 商品コード 1030913616 

本書は、現在もっとも幅広く使われているプログラミング言語の1つ「Java」がはじめてという初心者を対象に、文法やプログラムの基本知識を
わかりやすく丁寧に教える入門書です。これまで多くの学生にJavaの授業をしてきた筆者が、その経験を活かし、変数やif文、switch文による
条件分岐、for文やwhile文を使った繰り返しから、クラスやメソッドの使い方、作り方まで、つまずきやすいところをケアしながら解説します。 

Java 実践編 ―アプリケーション作りの基本― 

第2版（プログラミング学習シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥6,204 

同時3アクセス（本体） ¥12,408 

冊子版ISBN 9784798151830  

著編者名 三谷 純 発行年 2017 商品コード 1030913615 

本書は、現在もっとも幅広く使われているプログラミング言語の1つ「Java」の実践的な入門書です（本書をお読みいただくにあたっ
て、基礎的なJava言語仕様が前提知識となります。基礎的なJava言語仕様については、本書シリーズ『Java 第2版 入門編』で解説
しています）。本格的なJavaプログラムを記述する際に知っておくべき基本を丁寧にわかりやすく手ほどきします。 

絵で見てわかるRPAの仕組み 
同時1アクセス（本体） ¥9,350 

同時3アクセス（本体） ¥18,700 

冊子版ISBN 9784798157061  

著編者名 西村 泰洋 発行年 2018 商品コード 1029044903 

本書では、RPAの導入形態、構成要素、構造から、ロボット開発、システム開発、導入プロセス、運用管理とセキュリティ、類似・補完
技術まで、RPAの「仕組み」のすべてが絵を見て一から理解できます。また、具体的な実装や代表的なRPA製品の特徴、および実
際の画面も掲載しているため、何となくでしか理解できなかったRPAの全体像がすっきりとわかります。 

Excelビジネス統計分析 第3版 
（ビジテク = Business technique） 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥17,270 

冊子版ISBN 9784798148984  

著編者名 末吉 正成 発行年 2017 商品コード 1029044945 

本書は、データを扱う場面で必須となる「ビジネス統計分析」の基本をまとめた書籍です。ビジネスシーンで求められる問題解決に
は、仮設の検証、データの正確な読み取りが不可欠です。本書では統計学の基礎も触れているので、統計学の基礎を学びながら、
データを読み解く力(具体的には仮設を立てたり、検証したりすること)が養えます。 

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

プログラムの絵本 
 ―プログラミングの基本がわかる9つの扉― 

2016 9784798146744 ¥5,874  ¥11,748  1030913636 

Cの絵本 ―C言語が好きになる新しい9つの扉―第2版 2016 9784798150383 ¥4,554  ¥9,108  1030913609 

C++の絵本 ―C++が好きになる新しい9つの扉―第2版 2017 9784798151908 ¥5,874  ¥11,748  1030913610 

C#の絵本 ―C#が楽しくなる新しい9つの扉―第2版 2017 9784798151892 ¥5,874  ¥11,748  1030913611 

Javaの絵本 ―Javaが好きになる新しい9つの扉―第3版 2016 9784798150376 ¥5,214  ¥10,428  1030913618 

JavaScriptの絵本 
 ―Webプログラミングを始める新しい9つの扉―第2版 

2017 9784798151632 ¥5,544  ¥11,088  1030913617 

PHPの絵本 
 ―Webアプリ作りが楽しくなる新しい9つの扉―第2版 

2017 9784798151649 ¥5,544  ¥11,088  1030913620 

SQLの絵本 
 ―データベースが好きになる新しい9つの扉―第2版 

2018 9784798155142 ¥6,380  ¥12,870  1029044905 

TCP/IPの絵本 ―ネットワークを学ぶ新しい9つの扉―第2版 2018 9784798155159 ¥6,050  ¥12,100  1029044890 

9つの扉  シリーズ  アンク 著編 

9冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥50,908 ¥101,926 

ネットワークのしくみ  
著編者名 Gene 

発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784798157498  

商品コード 1029044929 

ネットワークにかかわる技術と機器の役割が理解
できる1冊。LANとWAN、TCP/IPなどのネットワー
クの基礎知識から、セキュリティまで解説。新入
社員や転職者など、これからIT業界で働く方にも
わかりやすい内容です。見開き1トピックで片面図
版なので、わからないところから読めます。自宅
PCでできる実習項目つき。 

図解まるわかり シリーズ 
セキュリティのしくみ  

著編者名 増井 敏克 

発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784798157207  

商品コード 1029044930 
攻撃や対策、組織体制もすべて図解確かな知識が
つく「使える教科書」！企業におけるセキュリティでは、
小さなことでも気づいたことを少しずつ改善していく、
その積み重ねが大切です。そこで、本書では見開き
で1つのテーマを取り上げ、図解を交えて解説してい
ます。最初から順に読んで体系的な知識を得るのは
もちろん、気になるテーマやキーワードに注目しなが
ら読むなど、状況に合わせて活用してください。 

2冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥12,100 ¥24,200 
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保育士完全合格テキスト 2019年版 上  
（福祉教科書） 

同時1アクセス（本体） ¥6,820 

同時3アクセス（本体） ¥13,750 

冊子版ISBN 9784798157436  

著編者名 保育士試験対策委員会 発行年 2018 商品コード 1029044909 

保育現場・保育士養成の第一線で活躍する執筆陣が、過去5年分の試験を徹底分析！本文中のキーワードが過去何回出題さ
れたかがわかるから、絶対に外せないポイントが一目瞭然！※本書は2019（平成31）年に実施予定の保育士試験の資格対策
書です。上下巻の2分冊になっており、上巻では「社会福祉」「児童家庭福祉」「保育の心理学」「子どもの保健」の4科目を扱っ
ています。 

保育士完全合格テキスト 2019年版 下  
（福祉教科書） 

同時1アクセス（本体） ¥6,820 

同時3アクセス（本体） ¥13,750 

冊子版ISBN 9784798157443  

著編者名 保育士試験対策委員会 発行年 2018 商品コード 1029044911 

保育現場・保育士養成の第一線で活躍する執筆陣が、過去5年分の試験を徹底分析！本文中のキーワードが過去何回出題さ
れたかがわかるから、絶対に外せないポイントが一目瞭然！本書は2019（平成31）年に実施予定の保育士試験の資格対策書
です。上下巻の2分冊になっており、下巻では「子どもの食と栄養」「保育原理」「教育原理」「社会的養護」「保育実習理論」の5
科目を扱っています。 

保育士完全合格問題集 2019年版 （福祉教科書） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥15,950 

冊子版ISBN 9784798157450  

著編者名 保育士試験対策委員会 発行年 2018 商品コード 1029044927 

過去8年以上の本試験から、よく出る問題だけを集めました！2019年版からは科目別問題に加えて、本試験１回分を収録！す
べての問題をていねいに解説しています。過去8年分の本試験から、頻出問題を科目別に収録。「加点のポイント」で試験によ
く出る重要事項が頭に入る！本試験を1回分まるまる収録しており、苦手科目の把握に便利！さらに、知識の横断整理に便利
です。巻頭カラーページには、よく出るポイントをまとめて掲載しています。 

これならわかるスッキリ図解介護ビジネス 第3版 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784798157146  

著編者名 辻川 泰史 発行年 2018 商品コード 1029044897 

介護サービスへのニーズが年々増大することは確実で、介護業界は成長産業ですが、一方、世の中は未曾有の人材不足……。
そこで、いま一番困難かつ肝なのが「質の良い人材獲得」です。そこに介護保険改正や報酬改定などが加わり、経営は簡単で
はありません。介護事業・サービスを取り巻く話や、事業を始めたとき、イザというときに知っておきたい話などなど。事例も沢山
ご紹介。お役に立つ情報が必ずあります！ 

学校の情報セキュリティ実践マニュアル 
 ―教育の現場で安心してICTを活用するために― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥15,950 

冊子版ISBN 9784798156927  

著編者名 NTTラーニングシステムズ 発行年 2018 商品コード 1029044894 

本書は、主に小学校・中学校・高等学校における情報セキュリティポリシーの策定やICT活用のためのガイドブックです。セキュ
リティ対策に取り組む教職員の方や教育委員会の方に向けて指南します。文部科学省「教育情報セキュリティポリシーに関する
ガイドライン」に準拠しています。学校現場における情報セキュリティの入門書として、現場の目線で気を付けること、守ることを
解説します。 

これで大丈夫!小学校プログラミングの授業 
 ―3+αの授業パターンを意識する<授業実践39>― 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784798156408  

著編者名 小林 祐紀 発行年 2018 商品コード 1030913631 

本書は、小学校プログラミング教育を総合的に扱った実践事例集です。現場の先生方に向けて、どのような授業を行えばよい
か、子どもたちにどう教えたらよいかの一例を示します。新学習指導要領で言及されているプログラミングに取り組むねらいをも
とに、プログラミングの授業を次の3つに分類し、1年生〜6年生までの各学年における授業事例の詳細を収録しています。さら
に、コンピュータの仕組みを学ぶ授業についても紹介します。 

コンピューターを使わない小学校プログラミング教育 
 ―“ルビィのぼうけん”で育む論理的思考― 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784798152615  

著編者名 小林 祐紀 発行年 2017 商品コード 1030913632 

本書は、コンピューターを使わずにできるプログラミング授業の具体的な事例を紹介する本です。フィンランド出身のプログラ
マーであるリンダ・リウカスがつくった親子で楽しくプログラミングに触れる絵本『ルビィのぼうけん』のアクティビティ（れんしゅうも
んだい）を活用し、教科学習の中でプログラミングの考え方にもとづいた論理的思考を育む授業案とその実践例を見ていきます。 
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Pythonによるクローラー&スクレイピング入門 
 ―設計・開発から収集データの解析・運用まで―  

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784798149127  

著編者名 加藤 勝也 発行年 2017 商品コード 1030913652 

本書は、データ収集・加工などの仕事を請け負うプログラマーや、クローラー開発を請け負う分析会社のエンジニアに向けた 
クローラー開発の入門書です。開発環境の準備から始まり、クローラーの作成、集めたデータから必要な情報を抽出する手法
といった基本から、目的別クローラー作成手法やクローラーの運用方法といった応用的な内容も網羅しています。クローラー 
開発に携わる開発者の方、必携の1冊です。 

スラスラわかるPython 
 ―はじめてでもつまずかない!― 
（Beginner's Best Guide to Programming）  

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784798151090  

著編者名 岩崎 圭 発行年 2017 商品コード 1030913670 

Pythonのスタンダードな機能だけを解説し、初心者がつまづかないようにわかりやすさを追求した入門書です。はじめてプログ
ラミング言語を学ぶ方、Pythonを学習したい方におすすめの1冊です。 

あたらしい人工知能の教科書 
 ―プロダクト/サービス開発に必要な基礎知識―  

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥17,160 

冊子版ISBN 9784798145600  

著編者名 多田 智史 発行年 2016 商品コード 1030913657 

さまざまな分野で利用され始めている人工知能について、機械学習などを利用した開発の第一線で働く著者が、人工知能の
過去と現在、そして未来を予見し、今後の開発で「コア」になる人工知能の技術について、図解で解説する書籍です。単に
キーワードの羅列ではなく、「必要となる概念図」「プロセス図」などを多く用いて、今後エンジニアが身につけるべき人工知能の
基礎知識についてわかりやすく解説します。 

プログラマのためのDocker教科書 
 ―インフラの基礎知識&コードによる環境構築の
自動化―第2版   

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784798153223  

著編者名 阿佐 志保 発行年 2018 商品コード 1030913673 

「Linuxのコンテナ仮想化ツールであるDockerを使って、コードでインフラ環境を構築するための入門書」として好評を博した前
著の改訂版です。開発環境や実行環境などインフラ構築「自動化」の経験がない開発者を対象に、理解しにくいネットワークや
仮想技術などのインフラの基礎概念を図解しながら、開発／実行環境を実際に構築することで、構成管理ツールを使ったイン
フラ構築の流れを解説していきます。 

低レベルプログラミング 
 ―C11とアセンブラを使ったIntel x64アーキテクチャの
理解と実効性能の高いプログラミングモデル―  

同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥31,680 

冊子版ISBN 9784798155036  

著編者名 Igor Zhirkov 発行年 2018 商品コード 1030913685 

本書はアセンブリとC言語を使用し、インテル製アーキテクチャの64ビット版が、コンパイルされたプログラムをどのように処理し、
データをどのように、そしてどこに配置し、それらを使用しているのかを克明に解説した1冊です。アセンブラやC言語を知って
いれば、知識の深度と対象への理解が増しますし、知らなくても必要最小限の知識を提供しているので、熱意さえあれば性能
を重視したプログラムを書けるまで成長できるでしょう。 

  EPUBリフロー版コンテンツ 
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