
丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです。 

● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

  Maruzen eBook Libraryで 
音声読み上げ対応ができる 

リフロー版 電子書籍が 好評配信中!! 

人気の学生向け電子書籍がスマホからも読みやすくなりました! 
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岩波書店「現代人の教養」 
Maruzen eBook Library 

サブスクリプションパッケージ 

※少年文庫は今後追加予定です。 
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Maruzen eBook Library 
障害者サービス向け音声読み上げコンテンツ 

色反転 
表示色を反転します。 

＜効果的な機能の紹介＞  

視覚障害者を始め、紙の本を読むことが困難な方にも利用しやすい 
音声読上・文字色反転・文字拡大に対応したコンテンツをご提供しています。 

MeL上に読上 
ボタンを設置 

リフローへの閲覧遷移 

ビューア―が 
立ち上がります 

TTS（読み上げ） 
    再生ボタンを押す 

実際にコンテンツが 
読み上げられます 

文字サイズ 
表示する文字サイズを変更します。 

読み手 
読み上げの読み手を変更します。 

読み上げ速度 
読み上げの速度を変更します。数値が大きいほど早くなります。 

読み上げのスピードが 
変えられます！ 

文字の大きさも簡単に 
変更できます！ 

文字色反転・文字拡大等にも対応 
読み手の声も 
変えられます 
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Maruzen eBook Library 
音声・読上コンテンツの検索方法 

音声・読上コンテンツは 
ePubリフロー形式のため 
スマホでの閲覧も快適！ 

Maruzen eBook Libraryのトップページで、 
「読上」と入力して書名検索! 

「読上」ボタンを押して読む! 

読上のタイトルが 
出てきます 

読上ボタンで 
音声開始! 

文字も簡単に 
拡大! 

※【スマホ・読上】タイトルの場合、「閲覧」ボタンは 
  表示されません。  
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです。 

● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

岩波書店「現代人の教養」 
Maruzen eBook Library 

サブスクリプションパッケージ 

※少年文庫は今後追加予定です。 
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※一部タイトルはPDF型での配信となります。詳細はリストをご確認ください。 

「図書館長が選ぶ 学生に読ませたい新書50選」 など 毎年自由に選べて、 
学生用図書に最適です！更新時にタイトルの入れ替えも自由！ 

1年間ご契約プラン 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

Aパッケージ（50冊） ¥77,000  ¥115,500  

Bパッケージ（100冊） ¥132,000  ¥198,000  

Cパッケージ（200冊） ¥220,000  ¥330,000  

Dパッケージ（300冊） ¥286,000  ¥429,000  

Eパッケージ（400冊） ¥330,000  ¥495,000  

Fパッケージ（500冊） ¥385,000  ¥577,500  

現代社会に必須の教養を養う、古今東西の名著が勢ぞろい！ 
学生用図書として、学習や研究の入門書として、 

500冊の中から プランに合わせて 

50・100・200・300・400・500冊を 
自由に選書していただけます！ 
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●全点ダウンロード・印刷不可です。 

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） 

（一部PDFのタイトルもございます。詳細はリストをご覧ください） 

お好きな本を選べます 
全500点の中から、お好みのタイトルを自由に選書していただけます！選べる冊
数ごとにパッケージを6種類ご用意しておりますので、ご予算に合わせてお選び
ください。更新時にタイトルの入れ替えも可能です。 
 

タイトル続々追加 
岩波文庫や岩波新書、現代文庫、ジュニア新書、科学ライブラリーに加え、新
たに電子化された岩波新書の定番ロングセラータイトル（60年代や70年代刊行
の古典的名著）を大幅追加！タイトル詳細はリストをご確認ください。 
 

良質なコンテンツ 
人文から社会、理工学と多岐にわたる分野の中からお選びいただけます。学習
や研究のための入門書にも最適！ 
 

移動中でも楽々読める 
スマホやタブレット端末でも読みやすく、読み上げ機能付きのEPUBリフロー型
コンテンツです。学生用図書としてもオススメ！ 

 スマホ・タブレットなど、どんなデバイスでも楽々閲覧！ 

色反転・文字サイズの変更も可能 

再生ボタンで自動読み上げ開始 
（スピード・声の変更ができます） 

EPUBリフロー型コンテンツなら… 

2020年1月 
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●全点ダウンロード・印刷不可です。 

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） 

レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN 

岩波文庫 

オイディプス王 ソポクレス/藤沢令夫 1967 9784003210529  

西遊記(1) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202012  

西遊記(2) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202029  

西遊記(3) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202036  

西遊記(4) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202043  

西遊記(5) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202050  

西遊記(6) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202067  

西遊記(7) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202074  

西遊記(8) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202081  

西遊記(9) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202098  

西遊記(10) 呉承恩/中野美代子 2005 9784003202104  

山椒大夫 高瀬舟 他四篇 森 鴎外 2002 9784003100578 

鴎外随筆集 千葉 俊二 編 2000 9784003100684 

吾輩は猫である 夏目 漱石 1990 9784003101018 

坊っちゃん 夏目 漱石 1950 9784003101032 

こころ 夏目 漱石 1989 9784003101117 

五重塔 幸田 露伴 1994 9784003101216 

破戒 島崎 藤村 2002 9784003102329 

にごりえ たけくらべ 樋口 一葉 1999 9784003102510 

濹東綺譚 永井 荷風 1948 9784003104156 

小僧の神様 他十篇 志賀 直哉 2002 9784003104620 

銀の匙 中 勘助 1999 9784003105115 

萩原朔太郎詩集 三好 達治 選 1981 9784003106211 

出家とその弟子 倉田 百三 作 2003 9784003106716 

羅生門 鼻 芋粥 偸盗 芥川 竜之介 2002 9784003107010 

宮沢賢治詩集 谷川 徹三 編 1950 9784003107614 

伊豆の踊子・温泉宿 他4篇 川端 康成 作 2003 9784003108116 

川端康成随筆集 川西 政明 編 2013 9784003108154 

蟹工船 一九二八・三・一五 小林 多喜二 2003 9784003108819 

人間失格 グッド・バイ 他一篇 太宰 治 1988 9784003109045 

中原中也詩集 大岡 昇平 編 1981 9784003109717 

ランボオ詩集 中原 中也 訳 2013 9784003109724 

原民喜全詩集 原 民喜 2015 9784003110829 

山月記・李陵 他九篇 中島 敦 1994 9784003114513 

江戸川乱歩短篇集 千葉 俊二 編 2008 9784003118115 

堕落論・日本文化私観 他22篇 坂口 安吾 2008 9784003118214 

久生十蘭短篇選 川崎 賢子 編 2009 9784003118412 

夫婦善哉 正続 他十二篇 織田 作之助 作 2013 9784003118528 

死者の書・口ぶえ 折口 信夫 作 2010 9784003118627 

自選 谷川俊太郎詩集 谷川 俊太郎 作 2013 9784003119211 

茨木のり子詩集 谷川 俊太郎 選 2014 9784003119518 

化鳥・三尺角 他六篇 泉 鏡花 作 2013 9784003127186 

阿Q正伝・狂人日記 他十二篇 吶喊 魯迅／竹内 好 訳 1955 9784003202524 

ホメロス オデュッセイア 上全二冊 松平 千秋 訳 1994 9784003210246 

ホメロス オデュッセイア 下全二冊 松平 千秋 訳 1994 9784003210253 

イソップ寓話集 イソップ／中務 哲郎 訳 1999 9784003210314 

ギリシア・ローマ名言集 柳沼 重剛 編 2003 9784003212318 

ユートピア トマス・モア／平井 正穂 訳 1957 9784003220214 

ハムレット シェイクスピア 作／野島 秀勝 訳 2002 9784003220498 

ロビンソン・クルーソー 上 デフォー／平井 正穂 訳 1967 9784003220818 

ロビンソン・クルーソー 下 デフォー／平井 正穂 訳 1971 9784003220825 

2020年1月 
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●全点ダウンロード・印刷不可です。 

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） 

レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN 

岩波文庫 

嵐が丘 上 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 2004 9784003223314 

嵐が丘 下 全二冊 エミリー・ブロンテ／河島 弘美 訳 2004 9784003223321 

闇の奥 コンラッド／中野 好夫 訳 1958 9784003224816 

動物農場 おとぎばなし ジョージ・オーウェル 作／川端 康雄 訳 2009 9784003226247 

黒猫・モルグ街の殺人事件 他五篇 ポオ／中野 好夫 訳 1979 9784003230619 

森の生活 上（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 1995 9784003230718 

森の生活 下（ウォールデン） ソロー／飯田 実 訳 1995 9784003230725 

若きウェルテルの悩み ゲーテ／竹山 道雄 訳 1951 9784003240519 

変身・断食芸人 カフカ／山下 肇 訳／山下 萬里 訳 2004 9784003243817 

八十日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 作／鈴木 啓二 訳 2001 9784003256930 

罪と罰 上 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 1999 9784003261354 

罪と罰 中 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 1999 9784003261361 

罪と罰 下 全三冊 ドストエフスキー／江川 卓 訳 2000 9784003261378 

人生論 トルストイ／中村 融 訳 1932 9784003261996 

かもめ チェーホフ 作／浦 雅春 訳 2010 9784003262214 

新編 中国名詩選（上） 川合 康三 編訳 2015 9784003700013 

新編 中国名詩選（中） 川合 康三 編訳 2015 9784003700020 

新編 中国名詩選（下） 川合 康三 編訳 2015 9784003700037 

文学とは何か（上） 現代批評理論への招待 テリー・イーグルトン／大橋 洋一 訳 2014 9784003720417 

文学とは何か（下） 現代批評理論への招待 テリー・イーグルトン／大橋 洋一 訳 2014 9784003720424 

密林の語り部 バルガス＝リョサ 作／西村 英一郎 訳 2011 9784003279632 

五輪書 宮本 武蔵／渡辺 一郎 校注 1942 9784003300213 

新訂 福翁自伝 福沢 諭吉／富田 正文 校訂 1937 9784003310229 

学問のすゝめ 福沢 諭吉 1942 9784003310236 

茶の本 岡倉 覚三／村岡 博 訳 1929 9784003311516 

武士道 新渡戸 稲造／矢内原 忠雄 訳 1938 9784003311813 

代表的日本人 内村 鑑三／鈴木 範久 訳 1995 9784003311936 

善の研究 西田 幾多郎 2012 9784003312414 

貧乏物語 河上 肇／大内 兵衛 解題 1947 9784003313213 

遠野物語・山の人生 柳田 国男 1976 9784003313817 

古寺巡礼 和辻 哲郎 1979 9784003314418 

風土 人間学的考察 和辻 哲郎 1979 9784003314425 

「いき」の構造 他二篇 九鬼 周造 1979 9784003314616 

新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生の手記 日本戦没学生記念会 編 1995 9784003315712 

忘れられた日本人 宮本 常一 1984 9784003316412 

手仕事の日本 柳 宗悦 1985 9784003316924 

意識と本質 精神的東洋を索めて 井筒 俊彦 1991 9784003318522 

論語 金谷 治 訳注 1999 9784003320211 

老子 蜂屋 邦夫 訳注 2008 9784003320518 

新訂 孫子 金谷 治 訳注 2000 9784003320716 

ガンディー 獄中からの手紙 森本 達雄 訳 2010 9784003326114 

ブッダのことば スッタニパータ 中村 元 訳 1984 9784003330111 

般若心経・金剛般若経 中村 元 訳註／紀野 一義 訳註 1960 9784003330319 

ガリア戦記 カエサル／近山 金次 訳 1942 9784003340714 

古代への情熱 シュリーマン自伝 シュリーマン／村田 数之亮 訳 1954 9784003342015 

ソクラテスの弁明 クリトン プラトン／久保 勉 訳 1950 9784003360118 

マルクス・アウレーリウス 自省録 神谷 美恵子 訳 2007 9784003361016 

友情について キケロー／中務 哲郎 訳 2004 9784003361139 

方法序説 デカルト／谷川 多佳子 訳 1997 9784003361313 

2020年1月 
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●全点ダウンロード・印刷不可です。 

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） 

レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN 

岩波文庫 

スピノザ エチカ 上（倫理学）全二冊 畠中 尚志 訳 1951 9784003361542 

スピノザ エチカ 下（倫理学）全二冊 畠中 尚志 訳 1951 9784003361559 

永遠平和のために カント／宇都宮 芳明 訳 1985 9784003362594 

読書について 他二篇 ショウペンハウエル／斎藤 忍随 訳 1960 9784003363225 

死に至る病 キェルケゴール／斎藤 信治 訳 1939 9784003363539 

善悪の彼岸 ニーチェ／木場 深定 訳 1970 9784003363959 

プラグマティズム W．ジェイムズ／桝田 啓三郎 訳 1957 9784003364017 

笑い ベルクソン／林 達夫 訳 1976 9784003364536 

アラン 幸福論 神谷 幹夫 訳 1998 9784003365625 

論理哲学論考 ウィトゲンシュタイン／野矢 茂樹 訳 2003 9784003368916 

ロウソクの科学 ファラデー／竹内 敬人 訳 2010 9784003390917 

アインシュタイン 相対性理論 アインシュタイン／内山 龍雄 訳・解説 1988 9784003393413 

超国家主義の論理と心理 他八篇 丸山 眞男／古矢 旬 編 2015 9784003810439 

君主論 マキアヴェッリ／河島 英昭 訳 1998 9784003400319 

完訳 統治二論 ジョン・ロック／加藤 節 訳 2010 9784003400777 

危機の二十年 理想と現実 E．H．カー／原 彬久 訳 2011 9784003402214 

マルクス エンゲルス共産党宣言 大内 兵衛 訳／向坂 逸郎 訳 1951 9784003412459 

プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ヴェーバー／大塚 久雄 訳 1989 9784003420935 

職業としての学問 マックス・ウェーバー／尾高 邦雄 訳 1936 9784003420959 

雪 中谷 宇吉郎 1994 9784003112427 

フランクリン自伝 松本 慎一 訳／西川 正身 訳 1957 9784003230114 

生物から見た世界 
ユクスキュル／クリサート／日高 敏隆 訳／
羽田 節子 訳 

2005 9784003394311 

岩波新書 

万葉秀歌上 斎藤 茂吉 1968 9784004000020 

万葉秀歌下 斎藤 茂吉 1968 9784004000037 

零の発見数学の生い立ち 吉田 洋一 1979 9784004000136 

物理学はいかに創られたか上 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 1963 9784004000143 

物理学はいかに創られたか下 アインシュタイン／インフェルト／石原 純 訳 1963 9784004000150 

日本の思想 丸山 真男 1961 9784004120391 

新唐詩選 吉川 幸次郎／三好 達治 1952 9784004140160 

論文の書き方 清水 幾太郎 1959 9784004150923 

知的生産の技術 梅棹 忠夫 1969 9784004150930 

羊の歌わが回想 加藤 周一 1968 9784004150961 

続羊の歌わが回想 加藤 周一 1968 9784004150978 

日本人の英語 マーク・ピーターセン 1988 9784004300182 

続日本人の英語 マーク・ピーターセン 1990 9784004301394 

大地動乱の時代 地震学者は警告する 石橋 克彦 1994 9784004303503 

日本語練習帳 大野 晋 1999 9784004305965 

科学の目 科学のこころ 長谷川 眞理子 1999 9784004306238 

市民科学者として生きる 高木 仁三郎 1999 9784004306313 

社会的共通資本 宇沢 弘文 2000 9784004306962 

原発事故はなぜくりかえすのか 高木 仁三郎 2000 9784004307037 

宇宙からの贈りもの 毛利 衛 2001 9784004307396 

異文化理解 青木 保 2001 9784004307402 

人間回復の経済学 神野 直彦 2002 9784004307822 

一億三千万人のための小説教室 高橋 源一郎 2002 9784004307860 

読書力 齋藤 孝 2002 9784004308010 

ドイツ史10講 坂井 榮八郎 2003 9784004308263 

豊かさの条件 暉峻 淑子 2003 9784004308362 

コミュニケーション力 齋藤 孝 2004 9784004309154 

戦後史 中村 政則 2005 9784004309550 
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働きすぎの時代 森岡 孝二 2005 9784004309635 

いまどきの「常識」 香山 リカ 2005 9784004309697 

韓国現代史 文 京洙 2005 9784004309840 

沖縄現代史 新版 新崎 盛暉 2005 9784004309864 

歴史のなかの天皇 吉田 孝 2006 9784004309871 

世界共和国へ 資本＝ネーション＝国家を超えて 柄谷 行人 2006 9784004310013 

社会学入門 人間と社会の未来 見田 宗介 2006 9784004310099 

沖縄密約 「情報犯罪」と日米同盟 西山 太吉 2007 9784004310730 

反貧困 「すべり台社会」からの脱出 湯浅 誠 2008 9784004311249 

タンパク質の一生 生命活動の舞台裏 永田 和宏 2008 9784004311393 

子どもの貧困 日本の不公平を考える 阿部 彩 2008 9784004311577 

宇宙論入門 誕生から未来へ 佐藤 勝彦 2008 9784004311614 

知的財産法入門 小泉 直樹 2010 9784004312666 

希望のつくり方 玄田 有史 2010 9784004312703 

津波災 害減災社会を築く 河田 惠昭 2010 9784004312864 

語感トレーニング 日本語のセンスをみがく55題 中村 明 2011 9784004313052 

大学とは何か 吉見 俊哉 2011 9784004313182 

労働法入門 水町 勇一郎 2011 9784004313298 

心と脳 認知科学入門 安西 祐一郎 2011 9784004313311 

日本のデザイン 美意識がつくる未来 原 研哉 2011 9784004313335 

就職とは何か〈まともな働き方〉の条件 森岡 孝二 2011 9784004313380 

原発のコスト エネルギー転換への視点 大島 堅一 2011 9784004313427 

英語で話すヒント 通訳者が教える上達法 小松 達也 2012 9784004313502 

四字熟語の中国史 冨谷 至 2012 9784004313526 

3.11 複合被災 外岡 秀俊 2012 9784004313557 

日本の税金 新版 三木 義一 2012 9784004313595 

北朝鮮現代史 和田 春樹 2012 9784004313618 

論語入門 井波 律子 2012 9784004313663 

構造災 科学技術社会に潜む危機 松本 三和夫 2012 9784004313861 

社会人の生き方 暉峻 淑子 2012 9784004313885 

サイバー時代の戦争 谷口 長世 2012 9784004313939 

現代日本の政党デモクラシー 中北 浩爾 2012 9784004313984 

政治的思考 杉田 敦 2013 9784004314028 

日本財政 転換の指針 井手 英策 2013 9784004314035 

出雲と大和 古代国家の原像をたずねて 村井 康彦 2013 9784004314059 

信長の城 千田 嘉博 2013 9784004314066 

近代秀歌 永田 和宏 2013 9784004314073 

哲学のヒント 藤田 正勝 2013 9784004314134 

タックス・ヘイブン 逃げていく税金 志賀 櫻 2013 9784004314172 

加藤周一 二十世紀を問う 海老坂 武 2013 9784004314219 

新自由主義の帰結 なぜ世界経済は停滞するのか 服部 茂幸 2013 9784004314257 

新・ローマ帝国衰亡史 南川 高志 2013 9784004314264 

在日外国人 第三版 法の壁，心の溝 田中 宏 2013 9784004314295 

先生！ 池上 彰 編 2013 9784004314349 

科学者が人間であること 中村 桂子 2013 9784004314400 

日本経済図説 第四版 宮崎 勇／本庄 真／田谷 禎三 2013 9784004314479 

金融政策入門 湯本 雅士 2013 9784004314486 

かつお節と日本人 宮内 泰介／藤林 泰 2013 9784004314509 

辞書の仕事 増井 元 2013 9784004314523 

ボブ・ディラン ロックの精霊 湯浅 学 2013 9784004314530 
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99歳一日一言 むの たけじ 2013 9784004314578 

ヘイト・スピーチとは何か 師岡 康子 2013 9784004314608 

イギリス史10講 近藤 和彦 2013 9784004314646 

憲法への招待 新版 渋谷 秀樹 2014 9784004314707 

新・世界経済入門 西川 潤 2014 9784004314820 

仕事道楽 新版 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫 2014 9784004314868 

集団的自衛権と安全保障 豊下 楢彦／古関 彰一 2014 9784004314912 

ものの言いかた西東 小林 隆／澤村 美幸 2014 9784004314967 

二〇世紀の歴史 木畑 洋一 2014 9784004314998 

哲学の使い方 鷲田 清一 2014 9784004315001 

日本の年金 駒村 康平 2014 9784004315018 

女の一生 伊藤 比呂美 2014 9784004315049 

現代秀歌 永田 和宏 2014 9784004315070 

保育とは何か 近藤 幹生 2014 9784004315094 

グローバル経済史入門 杉山 伸也 2014 9784004315124 

コーポレート・ガバナンス 花崎 正晴 2014 9784004315131 

農山村は消滅しない 小田切 徳美 2014 9784004315193 

学校で教えてくれない音楽 大友 良英 2014 9784004315209 

外交ドキュメント 歴史認識 服部 龍二 2015 9784004315278 

在日朝鮮人 歴史と現在 水野 直樹／文京洙 2015 9784004315285 

学校の戦後史 木村 元 2015 9784004315360 

多数決を疑う 社会的選択理論とは何か 坂井 豊貴 2015 9784004315414 

フォト・ストーリー 沖縄の70年 石川 文洋 2015 9784004315438 

生きて帰ってきた男 ある日本兵の戦争と戦後 小熊 英二 2015 9784004315490 

ポスト資本主義 科学・人間・社会の未来 広井 良典 2015 9784004315506 

鈴木さんにも分かるネットの未来 川上 量生 2015 9784004315513 

右傾化する日本政治 中野 晃一 2015 9784004315537 

会社法入門 新版 神田 秀樹 2015 9784004315544 

人間・始皇帝 鶴間 和幸 2015 9784004315636 

〈文化〉を捉え直す カルチュラル・セキュリティの発想 渡辺 靖 2015 9784004315735 

村上春樹は，むずかしい 加藤 典洋 2015 9784004315759 

蘇我氏の古代 吉村 武彦 2015 9784004315766 

日本病 長期衰退のダイナミクス 金子 勝／児玉 龍彦 2016 9784004315834 

南海トラフ地震 山岡 耕春 2016 9784004315872 

首都直下地震 平田 直 2016 9784004315926 

憲法の無意識 柄谷 行人 2016 9784004316008 

科学者と戦争 池内 了 2016 9784004316114 

古代出雲を歩く 平野 芳英 2016 9784004316121 

ルポ 貧困女子 飯島 裕子 2016 9784004316213 

経済学のすすめ 人文知と批判精神の復権 佐和 隆光 2016 9784004316220 

魚と日本人 食と職の経済学 濱田 武士 2016 9784004316237 

パウロ 十字架の使徒 青野 太潮 2016 9784004316350 

キャスターという仕事 国谷 裕子 2017 9784004316367 

ルポ トランプ王国 もう一つのアメリカを行く 金成 隆一 2017 9784004316442 

日本の近代とは何であったか 問題史的考察 三谷 太一郎 2017 9784004316503 

ミクロ経済学入門の入門 坂井 豊貴 2017 9784004316572 

データサイエンス入門 竹村彰通 2014 9784004317135 

賢い患者 山口育子 2014 9784004317258 

EVと自動運転 クルマをどう変えるか 鶴原吉郎 2014 9784004317173 

四季の地球科学 日本列島の時空を歩く 尾池 和夫 2012 9784004313793 
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近代発明家列伝 世界をつないだ九つの技術 橋本 毅彦 2013 9784004314288 

ガリレオ裁判 400年後の真実 田中 一郎 2015 9784004315698 

新型インフルエンザ 世界がふるえる日 山本 太郎 2006 9784004310358 

キノコの教え 小川 眞 2012 9784004313656 

富士山 大自然への道案内 小山 真人 2013 9784004314370 

地球外生命 われわれは孤独か 長沼 毅／井田 茂 2014 9784004314691 

原発はなぜ危険か 元設計技師の証言 田中 三彦 1990 9784004301028 

放射線と健康 舘野 之男 2001 9784004307457 

旬の魚はなぜうまい 岩井 保 2002 9784004308058 

日本の地震災害 伊藤 和明 2005 9784004309772 

脱原子力社会へ 電力をグリーン化する 長谷川 公一 2011 9784004313281 

川と国土の危機 水害と社会 高橋 裕 2012 9784004313878 

自閉症スペクトラム障害 療育と対応を考える 平岩 幹男 2012 9784004314011 

医学的根拠とは何か 津田 敏秀 2013 9784004314585 

算数的思考法 坪田 耕三 2014 9784004314783 

エピジェネティクス 新しい生命像をえがく 仲野 徹 2014 9784004314844 

医療の選択 桐野 高明 2014 9784004314929 

医学探偵の歴史事件簿 ファイル2 小長谷 正明 2015 9784004315292 

異常気象と地球温暖化 未来に何が待っているか 鬼頭 昭雄 2015 9784004315384 

和漢診療学 あたらしい漢方 寺澤 捷年 2015 9784004315742 

人間と政治 南原 繁 1953 9784004100225  

日本美の再発見 増補改訳版 ブルーノ・タウト／篠田 英雄 訳 1962 9784004000105  

社会科学の方法 ヴェーバーとマルクス 大塚 久雄 1966 9784004110620  

マルクス・エンゲルス小伝 大内 兵衛 1964 9784004110668  

孔子 貝塚 茂樹 1951 9784004130444  

この世界の片隅で 山代 巴 編 1965 9784004150220  

外国語上達法 千野 栄一 1986 9784004203292  

漢字 生い立ちとその背景 白川 静 1970 9784004120957  

漢の武帝 吉川 幸次郎 1949 9784004130482  

古事記の世界 西郷 信綱 1967 9784004140238  

平家物語 石母田 正 1957 9784004140283  

子どもの宇宙 河合 隼雄 1987 9784004203865  

読書論 小泉 信三 1950 9784004150879  

数学入門 上 遠山 啓 1950 9784004160045  

数学入門 下 遠山 啓 1960 9784004160052  

現代日本の思想 その五つの渦 久野 収／鶴見 俊輔 1956 9784004120414  

山県有朋 明治日本の象徴 岡 義武 1958 9784004131205  

文学入門 桑原 武夫 1950 9784004140016  

科学の方法 中谷 宇吉郎 1958 9784004160502  

神々の明治維新 神仏分離と廃仏毀釈 安丸 良夫 1979 9784004201038  

戦後思想を考える 日高 六郎 1980 9784004201427  

翻訳語成立事情 柳父 章 1982 9784004201892  

バナナと日本人 フィリピン農園と食卓のあいだ 鶴見 良行 1982 9784004201991  

記号論への招待 池上 嘉彦 1984 9784004202585  

新哲学入門 廣松 渉 1988 9784004300052  

臨床の知とは何か 中村 雄二郎 1992 9784004302032  

現象学 木田 元 1970 9784004120117  

歴史とは何か E．H．カー／清水 幾太郎 訳 1962 9784004130017  

日本の近代小説 中村 光夫 1954 9784004140337  

イギリスと日本 その教育と経済 森嶋 通夫 1977 9784004200291  
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ことばと国家 田中 克彦 1981 9784004201755  

術語集 ―気になることば 中村 雄二郎 1984 9784004202769  

日本語 上 新版 金田一 春彦 1988 9784004300021  

日本語 下 新版 金田一 春彦 1988 9784004300038  

コンプレックス 河合 隼雄 1971 9784004120735  

日本文化の問題 西田 幾多郎 1940 9784004000600  

ヨーロッパとは何か 増田 四郎 1967 9784004130147  

日本中世の民衆像 平民と職人 網野 善彦 1980 9784004201366  

イエスとその時代 荒井 献 1974 9784004121589  

歴史の進歩とはなにか 市井 三郎 1971 9784004130024  

無限と連続 遠山 啓 1952 9784004160038  

エビと日本人 村井 吉敬 1988 9784004300205  

アメリカ黒人の歴史 新版 本田 創造 1991 9784004301653  

昭和史 新版 遠山 茂樹／今井 清一／藤原 彰 1959 9784004131304  

沖縄ノート 大江 健三郎 1970 9784004150282  

栽培植物と農耕の起源 中尾 佐助 1966 9784004161035  

日本語の文法を考える 大野 晋 1978 9784004200536  

折々のうた 大岡 信 1980 9784004201137  

イスラーム哲学の原像 井筒 俊彦 1980 9784004201199  

日本語と外国語 鈴木 孝夫 1990 9784004301011  

天才 宮城 音弥 1967 9784004120704  

中国の歴史 上 貝塚 茂樹 1964 9784004130406  

中国の歴史 中 貝塚 茂樹 1969 9784004130413  

中国の歴史 下 貝塚 茂樹 1970 9784004130420  

自由民権 色川 大吉 1981 9784004201526  

思い出袋 鶴見 俊輔 2010 9784004312345  

禅と日本文化 鈴木 大拙/北川 桃雄 訳 1964 9784004000204  

社会認識の歩み 内田 義彦 1971 9784004110637  

水俣病 原田 正純 1972 9784004111139  

国家神道 村上 重良 1970 9784004121558  

フランス革命小史 河野 健二 1959 9784004130239  

二十世紀の音楽 吉田 秀和 1957 9784004140863  

人間であること 時実 利彦 1970 9784004161240  

日本文化史 第2版 家永 三郎 1982 9784004201878  

ハイデガーの思想 木田 元 1993 9784004302681  

ことばと文化 鈴木 孝夫 1973 9784004120988  

ヒロシマ・ノート 大江 健三郎 1965 9784004150275  

数学の学び方・教え方 遠山 啓 1972 9784004160076  

文化人類学への招待 山口 昌男 1982 9784004202042  

仏教 第2版 渡辺照宏 1974 9784004121503  

生物進化を考える 木村資生 1988 9784004300199  

日本社会の歴史 上 網野善彦 1997 9784004305002  

日本社会の歴史 中 網野善彦 1997 9784004305019  

日本社会の歴史 下 網野善彦 1997 9784004305026  

日本文学の古典 第2版 西郷信綱／永積安明／広末保 1966 9784004140221  

哲学入門 三木 清 1976 9784004000082  

日本の精神的風土 飯塚浩二 1952 9784007701634  

日本人の心理 南 博 1953 9784004120629  

人間以前の社会 今西 錦司 1951 9784004161097  

プルトニウムの恐怖 高木 仁三郎 1981 9784004201731  
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朱子学と陽明学 島田 虔次 1967 9784004120285  

日本神話 上田 正昭 1970 9784004130888  

源氏物語 秋山 虔 1968 9784004140269  

京都 林屋 辰三郎 1962 9784004130956  

物理学とは何だろうか 上 朝永 振一郎 1979 9784004200857  

物理学とは何だろうか 下 朝永 振一郎 1979 9784004200864  

アラビアのロレンス 改訂版 中野 好夫 1963 9784004000198  

近代の政治思想 その現実的・理論的諸前提 福田 歓一 1970 9784004100027  

憲法講話 宮沢 俊義 1967 9784004100348  

日本人の法意識 川島 武宜 1967 9784004100430  

プラトン 斎藤 忍随 1972 9784004120209  

子どもとことば 岡本 夏木 1982 9784004201793  

資本論入門 向坂 逸郎 1967 9784004110682  

ミケルアンヂェロ 羽仁 五郎 1968 9784004000099  

ソクラテス 田中 美知太郎 1957 9784004120193  

相対性理論入門 内山 龍雄 1978 9784004200635  

昭和天皇の終戦史 吉田 裕 1992 9784004302575  

自動車の社会的費用 宇沢 弘文 1974 9784004110477  

豊かさとは何か 暉峻 淑子 1989 9784004300854  

ユダヤ人 J‐P．サルトル／安堂信也 訳 1956 9784004110798  

実存主義 松浪信三郎 1962 9784004120100  

現代論理学入門 沢田允茂 1962 9784004120148  

魔女狩り 森島恒雄 1970 9784004130208  

ギリシア神話 高津春繁 1965 9784004140054  

法とは何か 新版 渡辺洋三 1998 9784004305446  

経済を見る眼 都留重人 1958 9784007701641  

日本列島の誕生 平 朝彦 1990 9784004301486  

魯迅 東アジアを生きる文学 藤井 省三 2011 9784004312994  

戦国大名と分国法 清水 克行 2018 9784004317296  

江戸東京の明治維新 横山 百合子 2018 9784004317340  

初期仏教 ブッダの思想をたどる 馬場 紀寿 2018 9784004317357  

トランプのアメリカに住む 吉見 俊哉 2018 9784004317364  

やさしい日本語－多文化共生社会へ 庵 功雄 2016 9784004316176  

ルイ・アルチュセール－行方不明者の哲学 市田 良彦 2018 9784004317388  

日米安保体制史 吉次 公介 2018 9784004317418  

サイバーセキュリティ 谷脇 康彦 2018 9784004317425  

アナキズム 一丸となってバラバラに生きろ 栗原 康 2018 9784004317456  

日本の同時代小説 斎藤 美奈子 2018 9784004317463  

幸福の増税論－財政はだれのために 井手 英策 2018 9784004317470  

給食の歴史 藤原 辰史 2018 9784004317487  

生き方の不平等－お互いさまの社会に向けて 白波瀬 佐和子 2010 9784004312451  

移民国家アメリカの歴史 貴堂 嘉之 2018 9784004317449  

認知症フレンドリー社会 徳田 雄人 2018 9784004317494  

百姓一揆 若尾 政希 2018 9784004317500  

人類哲学序説 梅原 猛 2013 9784004314226  

フランス現代史 小田中 直樹 2018 9784004317517  

保育の自由 近藤 幹生 2018 9784004317524  

物流危機は終わらない－暮らしを支える労働のゆくえ 首藤 若菜 2018 9784004317531  

変えてゆく勇気－「性同一性障害」の私から 上川 あや 2007 9784004310648  

ユダヤ人とユダヤ教 市川 裕 2019 9784004317555  

2020年1月 
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●全点ダウンロード・印刷不可です。 

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） 

レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN 

岩波新書 

なぜ働き続けられない？ 社会と自分の力学 鹿嶋 敬 2019 9784004317562  

日本をどのような国にするか－地球と世界の大問題 丹羽 宇一郎 2019 9784004317616  

〈いのち〉とがん 患者となって考えたこと 坂井律子 2019 9784004317593  

世界史の実験 柄谷行人 2019 9784004317623  

平成の終焉 退位と天皇・皇后 原武史 2019 9784004317630  

流言のメディア史 佐藤卓己 2019 9784004317647  

イタリア史10講 北村暁夫 2019 9784004317661  

平成経済 衰退の本質 金子勝 2019 9784004317692  

バブル経済事件の深層 奥山俊宏／村山治 2019 9784004317746  

ゲーム理論入門の入門 鎌田雄一郎 2019 9784004317753  

がん免疫療法とは何か 本庶佑 2019 9784004317685  

平成時代 吉見俊哉 2019 9784004317777  

アメリカ人のみた日本の死刑 デイビッド・T・ジョンソン／笹倉 香奈 訳 2019 9784004317784  

マキァヴェッリ 『君主論』をよむ  鹿子生浩輝 2019 9784004317791  

岩波ジュニア 
新書 

詩のこころを読む 茨木 のり子 1979 9784005000098 

漢語の知識 一海 知義 1981 9784005000258 

砂糖の世界史 川北 稔 1996 9784005002764 

漢字のはなし 阿辻 哲次 2003 9784005004218 

故事成句でたどる楽しい中国史 井波 律子 2004 9784005004782 

哲学のことば 左近司 祥子 2007 9784005005574 

いのちをはぐくむ農と食 小泉 武夫 2008 9784005005963 

これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭 2008 9784005006038 

夢を跳ぶ パラリンピック・アスリートの挑戦 佐藤 真海 2008 9784005006045 

図書館で出会える100冊 田中 共子 2009 9784005006274 

ニュートリノの夢 小柴 昌俊 2010 9784005006465 

世界史読書案内 津野田 興一 2010 9784005006557 

英作文のためのやさしい英文法 佐藤 誠司 2010 9784005006588 

世界の国 1位と最下位 国際情勢の基礎を知ろう 眞 淳平 2010 9784005006649 

漢字のサーカス 常用漢字編1 馬場 雄二 2010 9784005006717 

社会の真実の見つけかた 堤 未果 2011 9784005006731 

正しいパンツのたたみ方 新しい家庭科勉強法 南野 忠晴 2011 9784005006748 

生物多様性と私たち COP10から未来へ 香坂 玲 2011 9784005006823 

自分力を高める 今北 純一 2011 9784005006854 

素粒子はおもしろい 益川 敏英 2011 9784005006977 

パスタでたどるイタリア史 池上 俊一 2011 9784005006991 

高校生，災害と向き合う 舞子高等学校環境防災科の10年 諏訪 清二 2011 9784005007004 

日本の津波災害 伊藤 和明 2011 9784005007011 

みんなでつくろう学校図書館 成田 康子 2012 9784005007035 

解釈につよくなるための英文50 行方 昭夫 2012 9784005007066 

〈銀の匙〉の国語授業 橋本 武 2012 9784005007097 

しあわせに働ける社会へ 竹信 三恵子 2012 9784005007158 

恐竜時代I 起源から巨大化へ 小林 快次 2012 9784005007165 

日本人は植物をどう利用してきたか 中西 弘樹 2012 9784005007189 

橋本式国語勉強法 橋本 武 2012 9784005007264 

やらなきゃゼロ！財政破綻した夕張を元気にする全国最
年少市長の挑戦 

鈴木 直道 2012 9784005007318 

パワハラに負けない！労働安全衛生法指南 笹山 尚人 2013 9784005007585 

平安女子の楽しい！生活 川村 裕子 2014 9784005007721 

古典和歌入門 渡部 泰明 2014 9784005007752 

理系アナ桝太一の 生物部な毎日 桝 太一 2014 9784005007806 

大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島 ミホ 2015 9784005008056 

2020年1月 
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●全点ダウンロード・印刷不可です。 

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） 

レーベル タイトル 著者 発行年 冊子版ISBN 

岩波ジュニア 
新書 

AKB48，被災地へ行く 石原 真 2015 9784005008162 

姜尚中と読む 夏目漱石 姜 尚中 2016 9784005008216 

上手な脳の使いかた 岩田誠 2012 9784005008445 

ご近所のムシがおもしろい！ 谷本 雄治 2012 9784005007073 

身体感覚をひらく 野口体操に学ぶ 松尾 哲矢／羽鳥 操 2007 9784005005536 

進化を飛躍させる新しい主役 モンシロチョウの世界から 小原 嘉明 2012 9784005007240 

カンタン実験で環境を考えよう 篠原 功治 2011 9784005006892 

うま味って何だろう 栗原 堅三 2012 9784005007042 

さわっておどろく！点字・点図がひらく世界 広瀬 浩二郎／嶺重 慎 2012 9784005007134 

知ろう 食べよう 世界の米 佐藤 洋一郎 2012 9784005007202 

岩波現代 
文庫 

文学部唯野教授 筒井 康隆 2000 9784006020019 

ご冗談でしょう，ファインマンさん 上 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 2000 9784006030056 

ご冗談でしょう，ファインマンさん 下 R．P．ファインマン／大貫 昌子 訳 2000 9784006030063 

獄中記 佐藤 優 2009 9784006031848 

チェルノブイリの祈り 未来の物語 スベトラーナ・アレクシエービッチ／松本 妙子 訳 2011 9784006032258 

チェンジング・ブルー 気候変動の謎に迫る 大河内 直彦 2015 9784006032807  

岩波科学 
ライブラリー 

新版 アフォーダンス 佐々木 正人 2015 9784000296342  

愛は脳を活性化する 松本 元 1996 9784000065429  

一億個の地球 星くずからの誕生 井田 茂／小久保 英一郎 1999 9784000065719  

外国語学習に成功する人，しない人 第二言語習得論へ
の招待 

白井 恭弘 2004 9784000066006  

予想脳 Predicting Brains 藤井 直敬 2005 9784000074513  

皮膚は考える 傳田 光洋 2005 9784000074520  

宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 佐藤 俊哉 2005 9784000074544  

クマムシ？！小さな怪物 鈴木 忠 2006 9784000074629  

こんどこそ！わかる数学 新井 紀子 2007 9784000074681  

ハダカデバネズミ女王・兵隊・ふとん係 吉田 重人／岡ノ谷 一夫 2008 9784000074919  

決着！恐竜絶滅論争 後藤 和久 2011 9784000295864  

サボり上手な動物たち 海の中から新発見！ 佐藤 克文／森阪 匡通 2013 9784000296014  

シロアリ 女王様，その手がありましたか！ 松浦 健二 2013 9784000296021  

科学者の卵たちに贈る言葉 江上不二夫が伝えたかったこと 笠井 献一 2013 9784000296106  

勉強法の科学 心理学から学習を探る 市川 伸一 2013 9784000296113  

iPS細胞はいつ患者に届くのか 再生医療のフロンティア 塚崎 朝子 2013 9784000296182  

数の発明 足立 恒雄 2013 9784000296199  

キリンの斑論争と寺田寅彦 松下 貢 編 2014 9784000296205  

ヒトはなぜ絵を描くのか 芸術認知科学への招待 齋藤 亜矢 2014 9784000296212  

ジュゴンの上手なつかまえ方 海の歌姫を追いかけて 市川 光太郎 2014 9784000296298  

パンダ ネコをかぶった珍獣 倉持 浩 2014 9784000296304  

おなかの赤ちゃんは光を感じるか 生物時計とメラノプシン 太田 英伸 2014 9784000296335  

被曝評価と科学的方法 牧野 淳一郎 2015 9784000296366  

大人の直観vs子どもの論理 辻本 悟史 2015 9784000296410  

時を刻む湖 7万枚の地層に挑んだ科学者たち 中川 毅 2015 9784000296427  

深読み！絵本『せいめいのれきし』 真鍋真 2013 9784000296601  

ちいさい言語学者の冒険－子どもに学ぶことばの秘密 広瀬友紀 2013 9784000296595  

クモの糸でバイオリン 大崎茂芳 2012 9784000296540  

なぜ蚊は人を襲うのか 嘉糠洋陸 2012 9784000296519  

ウイルスと人間 山内一也 2001 9784000074445  

見捨てられた初期被曝 study2007 2015 9784000296397  

エピジェネティクス入門 三毛猫の模様はどう決まるのか 佐々木 裕之 2005 9784000074414  

勝てる野球の統計学 セイバーメトリクス 鳥越規央／データスタジアム野球事業部 2014 9784000296236  

サバからマグロが産まれる！？ 吉崎 悟朗 2014 9784000296311  

2020年1月 
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです。 

● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 2020年1月 

「週刊東洋経済eビジネス新書」シリーズは、『週刊東洋経済』などに掲載された記事の
中から、長く、繰り返し読者にお読みいただきたい価値ある記事をピックアップしてお届け
する読み切りサイズの電子書籍です。ワン・テーマを再構成（一部加筆修正あり）してあ
ります。書籍では発売されていないコンテンツがMaruzen eBook Libraryに登場！
学生用図書にぜひご検討下さい。 

※各冊の詳細はお問い合わせください。 

e ビジネス新書 シリーズ 

Maruzen eBook Libraryに、スマホで快適に読める 
買い切りのeビジネス新書リフロー版が一挙登場！ 

322冊揃価格（No.1～322）※2019年12月16日時点 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 
¥578,754 ¥1,302,176 

   EPUB リフロー版 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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特 集 B O O K S  
週刊ダイヤモンド誌で過去、人気を博した特集や 

レポートを電子書籍化し、リーズナブルに楽しめる。それが
「週刊ダイヤモンド 特集BOOKS」です。 

Maruzen eBook Libraryで、 
スマホで読めるリフロー版の 

週刊ダイヤモンド特集BOOKSが一挙に 
 412 タイトル配信開始！ 

ご契約プラン 購読可能冊数 同時１アクセス 同時３アクセス 
Aパッケージ 50冊/1年 ¥55,000  ¥82,500   

Bパッケージ 100冊/1年 ¥110,000   ¥165,000  

現在提供中412冊から、50冊もしくは100冊を自由に選び、 
１年間の有期で閲覧ができるお求めやすいモデルです！ 
図書館長が選ぶ「学生に読ませたい新書50選」など 
毎年自由に選べますので、学生用図書に最適です！ 

更新時にタイトルの入れ替えも自由！ 

サブスクリプションパッケージもあります！ さらに!! 

詳しくはお問合せください。 

 412冊 揃価格（2019年7月現在） 

 同時1アクセス（本体）  ¥833,332 
 同時3アクセス（本体） ¥1,666,665 

今後も続々 
追加配信予定‼ 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

2代目社長のための、成長率150%を可能にする会社経営  
【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 小田原 洋一 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥2,970 同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784478084472  商品コード 1029684242 

“家業”から“企業”へと脱皮するには。「創業者のやっていない新規ビジネスに挑戦する」「社
長自らが自身の思いを社員に伝える」「他社には負けないポイントの創出」など、第2創業期に
後継者がとるべき鉄則を伝える。 

100歳まで元気でいるための正しい歩き方 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 関口 正彦 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥2,970 同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784478084557  商品コード 1029684243 

あらゆる病気を遠ざけて、死ぬまで自分の足で歩こう! 7千人以上の姿勢を測定してきた著者
が、膝関節症、腰痛、肩こりといった症状も改善する「正しい歩き方」を紹介。健康寿命を確実
に延ばすことができる。 

経営者はいかにして、企業価値を高めているのか? 
 ―京都大学経済学部・人気講座完全聞き取りノート―【スマホ・読上】
（京都大学の経営学講義） （※） 

著編者名 川北 英隆 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥2,970 同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784478084571  商品コード 1029684244 

“投資とは何か”を伝える京都大学の寄附講義「企業価値創造と評価」を書籍化。2018年度に
登壇した任天堂相談役・君島達己、キッコーマン会長・茂木友三郎らによる講義内容を忠実に
再現する。 

食事作りに手間暇かけないドイツ人、手料理神話にこだわり
続ける日本人 ―共働き家庭に豊かな時間とゆとりをもたらすドイツ流

食卓術―【スマホ・読上】 

著編者名 今村 武 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784478823378  商品コード 1030495952 

キッチンで火を使わずに食事を用意するドイツの伝統的な食習慣「カルテス・エッセン」。その
背後にある考え方や哲学などを紹介しながら、豊かな時間とゆとりを生み出すためのヒントや
アイデアを伝える。 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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創刊時のキャッチフレーズは「自分を広げる、世界が変わる」。自分の知識を広げれば、世界そのものが違って見え
てくる、というコンセプトでした。そして創刊10周年を機に、さらに現代人の知る楽しみに幅広く応えていきたいという
思いから、「いろいろだから面白い」という合言葉のもと、リニューアルを行いました。この言葉は古代ローマの思想家
キケローの「Varietas delectat.」という箴言を日本語にしたものです。平凡社新書は、時代を読み解く本、新た
な発見のある本をつくり続けます。 

Maruzen  eBook Libraryに、スマホで快適に読める 
リフロー版 平凡社新書シリーズが146タイトル登場！ 
2019年も新規タイトルが多数追加されました！ 

146冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥336,385 ¥526,020 

リフロー版 

ご契約プラン 購読可能冊数 同時１アクセス 同時３アクセス 
Aパッケージ 50冊/1年 ¥55,000  ¥82,500   

Bパッケージ 100冊/1年 ¥110,000   ¥165,000  

現在提供中146冊から、50冊もしくは100冊を自由に選び、 
１年間の有期で閲覧ができるお求めやすいモデルです！ 
図書館長が選ぶ「学生に読ませたい新書50選」など 
毎年自由に選べますので、学生用図書に最適です！ 

更新時にタイトルの入れ替えも自由！ 

サブスクリプションパッケージもあります！ さらに!! 

詳しくはお問合せください。 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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各巻の詳細はお問合せください。 PDF版もございます。 

今後も続々 
追加配信予定! 

Maruzen eBook Libraryに、スマホで快適に読める 
リフロー版 ブルーバックス 223タイトル 配信中！！ 

『公認心理師・臨床心理士大学院対策』シリーズはPDF版でも好評配信中! 

223冊揃価格 
同時1アクセス(本体)：¥703,700 

公認心理師・臨床心理士大学院対策 
    鉄則10&キーワード100 心理学編  

同時1アクセス（本体） ¥7,500 

冊子版ISBN 9784065123812  

著編者名 宮川 純 発行年 2018 商品コード 1028650386 

公認心理師・臨床心理士の大学院入試に必須のキーワード100と合格への勉強法・鉄則10をパーフェクト解説！基礎～臨床
に加えて心理統計も解説した。200字論述演習・4択問題演習も充実していて合格に直結した勉強ができる。 

音声認識  
（機械学習プロフェッショナルシリーズ）  

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784061529274  

著編者名 篠田 浩一 発行年 2017 商品コード 1030956567 

音声の信号処理についての知識ゼロでも読めるように、懇切丁寧に解説した。基礎理論はコンパクトにまとめ、「耐雑音」「話
者認識」「深層学習」についてたっぷり解説。一気に実用が進んだ音声認識分野がこれ一冊で学べる！ 

リフロー版 
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さらに、インプレスR&DのNextPublishingより従来では書籍の発行や企画が難しかったタイトルが続々と
リリースされ、優秀な個人や組織が保有している多様な知の流通を促進いたします。 

※詳細はお問合せください。 

IT Leaders選書 
アナリティクスアソシエーション 

公式テキスト 

impress Digital Books Impress kiso series 

Impress top gear 仕事で使える! 

NextPublishing しごとのわ qufourブックス 

ほか 

Think IT books 技術の泉シリーズ 
※旧技術書典シリーズ 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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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】 （※） 

著編者 進藤 圭 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784295004936 

同時1アクセス(本体) ¥5,346  

同時3アクセス(本体) ¥10,692  

商品コード 1028697114 

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。 

最強のデータ経営 ―個人と 
組織の力を引き出す究極のイノ
ベーション―【スマホ・読上】 （※） 

著編者 杉原 剛 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784295004844 

同時1アクセス(本体) ¥5,940  

同時3アクセス(本体) ¥11,880  

商品コード 1028697115 

ビジネスの現場における膨大かつ多種多様なデータの活用が、企業に
とってスピーディーな業務遂行や意思決定に役立つことが共通認識と
なりつつあります。本書では、そうした課題のもっとも先進的な解決策と
して、ビジネスのためのオペレーティングシステムと呼ばれる「Domo」
（ドーモ）を提案。企業経営や業務に必要な情報をクラウド上のプラット
フォームで統合・一元管理することで、経営層から一般層まで、あらゆ
る社員が同じデータにアクセスできる、デジタルでつながったビジネスを
実現する道筋を解説していきます。 

「アタマのやわらかさ」の原理。 
 ―クリエイティブな人たちは実は
編集している―【スマホ・読上】 
（※） 

著編者 松永 光弘 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784295004950 

同時1アクセス(本体) ¥4,455  

同時3アクセス(本体) ¥8,910  

商品コード 1028860002 

クリエイターたちの柔軟で創造的な思考には、じつは共通点があります。
それは「ひらめき」ではなく、「発見」を重視していること。そして、その発
見のために、アタマのなかでたえず行われているのが情報の「編集」で
す。編集的に物事をとらえ、編集的に解釈するからこそ、彼らはものの
価値や意味を「ふつうではないもの」に変えることができるのです──。
数々の名だたるスタークリエイターたちの本を、15年にわたって手がけ
てきた広告・デザイン本編集の第一人者が、クリエイティブな思考のメカ
ニズムを読み解いた１冊。 

いちばんやさしい会計の教本 
 ―人気講師が教える財務3表の
読み解き方が全部わかる本― 
【スマホ・読上】 （※） 

著編者 川口 宏之 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784295005025 

同時1アクセス(本体) ¥5,280  

同時3アクセス(本体) ¥10,560  

商品コード 1029312015 

「会計」とは、一言でいえば会社のお金の動きをまとめるための
ルールです。本書では、一般のビジネスパーソンが知っておく
べき会計の知識を、実際の企業の数字を見ながら身につけて
いきます。 

名将たちが語る「これから」
の高校野球 ―伝統の継承と 
革新 : 紡がれる100の歩み― 
【スマホ・読上】 （※） 

著編者 大利 実 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784295004103 

同時1アクセス(本体) ¥4,290  

同時3アクセス(本体) ¥8,580  

商品コード 1028397346 

記念すべき第100回大会を迎えた夏の高校野球。全国の伝統校・実力
校の監督が描く、高校野球の未来とは――。大正、昭和、平成と、3つ
の元号とともに歴史を重ねてきた高校野球。時代が変われば、人の価
値観も、社会が求める人間像も、高校生の気質も変わる。それに伴い、
監督の指導方法も変わっていく。甲子園の歴史を築いてきた伝統校、そ
して新しい歴史を創ろうとしている強豪校の監督たち。高校野球の「過
去」と「今」を知る監督たちは、「これから」に向かってどのような道を歩
んでいくのか。それぞれの想いに迫った――。 

EdTechが変える教育の未来 
 ―Education×Technology― 
【スマホ・読上】 （※） 

著編者 佐藤 昌宏 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784295004516 

同時1アクセス(本体) ¥4,752  

同時3アクセス(本体) ¥9,504  

商品コード 1028697113 

教育（Education）とテクノロジー（Technology）の組み合わせが、
学び方を根本から変える！ 21世紀を生き抜く子どもたちとそ
の親、そして人生100年時代を送るすべての人々に知ってほし
い、進化する教育の形。 
 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
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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 

犬房女子 ―犬猫殺処分施設で働くということ― 【スマホ・読上付】 藤崎 童士 2018 9784272330911 ¥3,872  ¥5,808  1027261572 

刑務所しか居場所がない人たち 
 ―学校では教えてくれない、障害と犯罪の話― 【スマホ・読上付】 

山本 譲司 2018 9784272330935 ¥3,630  ¥5,445  1027514848 

フェイクと憎悪 ―歪むメディアと民主主義―【スマホ・読上付】 永田 浩三 2018 9784272330942 ¥4,356  ¥6,534  1028487755 

「表現の自由」の明日へ 
 ―一人ひとりのために、共存社会のために―【スマホ・読上付】 

志田 陽子 2018 9784272240142 ¥4,114  ¥6,171  1028975438 

最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし 
 ―「雇用崩壊」を乗り越える―【スマホ・読上付】 

後藤 道夫 2018 9784272310531 ¥4,840  ¥7,260  1028975439 

市民政治の育てかた 
 ―新潟が吹かせたデモクラシーの風―  【スマホ・読上付】 

佐々木 寛 2017 9784272211180 ¥3,872  ¥5,808  1026546308 

「社会を変えよう」といわれたら  
【スマホ・読上付】 

著編者名 木下 ちがや 

発行年 2019 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,872 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,808 

冊子版ISBN 9784272211210  

商品コード 1030352327 

【作家 中島京子さん 推薦！】冷戦後の世界秩序の変化に対
応できなかった矛盾が噴出する3・11後の日本社会。この間デ
モや社会運動、政治に様々に参与してきた私たちの経験を戦
後史のなかで叙述し、社会を変える力と協働の足場を解明し
た意欲作。 

子どもとスポーツのイイ関係 
 ―「苦手・嫌い」が「得意・好き」に変わるコーチングの極意― 
【スマホ・読上付】 

著編者名 山田 ゆかり 

発行年 2019 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,872 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,808 

冊子版ISBN 9784272412532  

商品コード 1030352328 

【子どもを運動ぎらいにしていませんか？】勝利至上主義や過
剰な練習はもう古い！ スポーツの「ホントの楽しさ」を、今こそ
子どもたちに。学校・地域でも真似したい、一流コーチの実践
紹介と、専門家からのアドバイス。 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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開拓社言語・文化選書シリーズもリフロー版が新規配信！ 
64タイトル 揃価格 

同時1アクセス(本体)： ¥249,480 同時3アクセス(本体)：¥374,220  
（各巻分売可 詳細はお問い合わせください。）  

日本語・英語を中心とした様々な言語や文化についての興味深い
事柄をテーマとして取り上げ、その研究成果を平易に解説する。読
者にとって、言語学・言語研究がより身近なものとなるよう、その楽
しさや面白さを広く伝えることをめざしてつくられたシリーズです。 

こちらのシリーズはPDF版もご購入頂けます。タイトル詳細はお問い合わせください。 

開拓社 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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金子書房 

ソーシャル・マジョリティ研究 
 ―コミュニケーション学の共同創造 (コ・プロダクション)―【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 綾屋 紗月 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784760826681  商品コード 1030071666 

発達障害者の側から多数派社会のルールやコミュニケーションを研究する「ソーシャル・マジョリティ研究」
をまとめた初のテキスト。 

グローバルな公共倫理とソーシャル・イノベーション 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 大阪大学大学院国際公共政策研究科 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784760824175  商品コード 1029883394 

グローバル化による構造変化を受けた人類社会において必要とされる公共倫理を追求し、社会変革のた
めの行動モデルを提示する。 

相談の心理学 
 ―身近な人のよき理解者・助言者となるために―【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 福島 脩美 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784760826339  商品コード 1028546181 

職場や学校や家庭で、よき相談相手としての存在価値を高めるために。人を援助する仕事で、さらなる力
を発揮するために。カウンセリング心理学を活かした考え方とスキルを紹介する。 

勇気づけの心理学 増補・改訂版 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 岩井 俊憲 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784760836123  商品コード 1028546182 

「勇気づけ」によって、人は内面に潜む可能性に勢いを与え、希望と信念を育み、他者と結びつきながら、
成長に向かう。アドラー心理学の「勇気づけ」の理論と実践を一気に学べる〈決定版〉が、さらに充実・進化
して登場！ 

自己カウンセリングとアサーションのすすめ 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 平木 典子 発行年 2000 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784760825868  商品コード 1028546183 

自分らしくいきるためには、周囲の人たちとはもちろん、自分ともうまくつき合っていくことが大切。自己表現
（アサーション）を手がかりに、よりよい生き方を学ぶ。 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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金剛出版 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

火星からの侵略 ―パニックの心理学的 

研究―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,840 

同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784772415859  

著編者名 ハドリー・キャントリル 発行年 2017 商品コード 1027982512 
1938年ハロウィーンの晩，名優O・ウェルズの語りによるラジオドラマは，全米百万人以上の人々を恐怖とパニックに
陥れた。現代にも起こりうる，パニック状況における伝染性のある恐怖の人間心理を詳細に分析。 

マインドフルネス実践講義 ―マインドフルネス
段階的トラウマセラピー(MB-POTT)― 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784772415552  

著編者名 大谷 彰 発行年 2017 商品コード 1027982514 
ビギナーセラピストやベテランセラピスト，そしてセルフケアにトライしてみたい当事者にとっても役に立つ，「マインド
フルネス段階的トラウマセラピー」（MB-POTT）が学べる最良の実践ガイド！ 

心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス
入門 ―エビデンスを「まなぶ」「つくる」「つかう」― 

【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784772414616  

著編者名 原田 隆之 発行年 2015 商品コード 1027986263 
「そのセラピーが効く理由」をクライエント＝患者に説明しながら心理臨床を実践するための、エビデンス活用ポケット
ガイド。 

臨床現場で活かす!よくわかるMMPIハンド
ブック 基礎編 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784772416047  

著編者名 日本臨床MMPI研究会・野呂 浩史 発行年 2018 商品コード 1027986261 
クライエントのパーソナリティを高解像度で解き明かすMMPI（ミネソタ多面人格目録）の基礎・施行法・臨床応用をわ
かりやすく解説した実践ガイド。 

ソシオパスの告白 【スマホ・読上】 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784772415385  

著編者名 M.E. トーマス 発行年 2017 商品コード 1027982513 
ソシオパスの心理を紹介し，ソシオパスについての誤解を解きながら解説し，読者の人生に現れるソシオパスといか
に向きあうかの青写真を示す。ソシオパスと診断された著者による興味深い現象への入門書。 

ビジネスパーソンのためのアサーション 
入門 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784772414876  

著編者名 平木 典子 発行年 2016 商品コード 1027982511 
アサーションは，現在ではコミュニケーションにおける必須の知恵となって世界に広まっている。アサーションの平木
典子と経営学組織行動論の金井壽宏とのコラボレーションにより，心理学と経営学の架け橋となる一冊。 

大学生のこころのケア・ガイドブック 
 ―精神科と学生相談からの17章―新版 【スマホ・読上】 （※） 

福田 真也 著  2017年発行 冊子版ISBN 9784772415996  

LGBT，留学生，障害学生支援から，授業・
サークル・アルバイト・就職活動など定番
テーマまでを論じた「大学生メンタルヘルス
ケアガイド」。 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

商品コード 1027986262 
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タブレットやスマホでお手軽にご覧いただけます 

「大図鑑」シリーズが新規配信！ 

6巻揃価格  
同時1アクセス（本体）¥79,860 同時3アクセス（本体）¥159,720 

経済学大図鑑【スマホ・読上】(※) 

ナイアル・キシテイニー 
財産権、ホモ・エコノミク
ス、独占、不況と失業、
開発経済学、金融工学
…。紀元前400年から
現在までの主な経済概
念を、図版とともにわか
りやすく解説する。経済
学者人名録、用語解説、
索引も収録。 

冊子版ISBN 9784385162225 

発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥13,200  

同時3アクセス(本体) ¥26,400  

商品コード 1028487775 

経営学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 

イアン・マルコーズ 
起業から人材育成、財
務、ビジネス戦略、マー
ケティング、プロダク
ションと、実際のビジネ
ス展開の流れに沿って、
経営理念・戦略を図解
と豊富な事例で紹介。
世界のビジネス・ピープ
ルの名言・名句も多数
引用する。 

冊子版ISBN 9784385162300 

発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

商品コード 1028487776 

政治学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 

ポール・ケリー 
孔子、ムハンマド、ル
ソー、ニーチェ、ハイエ
ク…。古代から現代ま
での政治思想家・政治
家と政治思想について、
キーとなることばを織り
込みつつ、図版とともに
わかりやすく解説する。
政治学人名録、用語解
説、索引も収録。 

冊子版ISBN 9784385162263 

発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

商品コード 1028487777 

哲学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 

ウィル・バッキンガム 
マインド・マップなどを
使ったわかりやすい図
解で、100を超える哲学
理論を簡潔に紹介。洋
の東西を問わず著名な
思想家たちを誕生年順
に並べ、難解な哲学用
語を使わずに複雑な理
論を解きほぐす哲学入
門書。 

冊子版ISBN 9784385162232 

発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

商品コード 1028487778 

宗教学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 

ドーリング・キンダースリー社 
原初の信仰から、ヒン
ドゥー教、仏教、ユダヤ
教、キリスト教、イスラ
ム教、近代・現代の宗
教まで。教義・思想を解
きほぐすマインド・マッ
プや写真とともに、世界
の宗教をわかりやすく
説明する。宗教・宗派
解説なども収録。 

冊子版ISBN 9784385162317 

発行年 2015 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

商品コード 1028487780 

心理学大図鑑 【スマホ・読上】(※) 

キャサリン・コーリン 
人の精神世界はどのよ
うに解き明かされてき
たのか。心理学者の
キーとなることばを随
所に織り込み、マイン
ド・マップなどを使って
わかりやすく図解する。
心理学者人名録、用語
解説も収録。 

冊子版ISBN 9784385162249 

発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

商品コード 1028487779 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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詩想舎 

書名 発行年 
同時１ 

アクセス 
(本体) 

同時３ 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

自由の相互承認 —人間社会を「希望」に紡ぐ—  
（上）現状変革の哲学原理 【EPUBリフロー版】（iCardbook）  

2017 ¥2,200  ¥4,400  1030939890 

自由の相互承認 —人間社会を「希望」に紡ぐ—  
（下）未来構築の実践理論 【EPUBリフロー版】（iCardbook）  

2017 ¥2,200  ¥4,400  1030939891 

書名 発行年 
同時１ 

アクセス 
(本体) 

同時３ 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

なぜ経済学は経済を救えないのか —資本基盤マネジメントの経済理論へ— 
 （上）視座と理念の転換 【EPUBリフロー版】（iCardbook）  

2017 ¥2,200  ¥4,400  1030939892 

なぜ経済学は経済を救えないのか —資本基盤マネジメントの経済理論へ— 
 （下）政策展開の経済理論 【EPUBリフロー版】（iCardbook）  

2017 ¥2,200  ¥4,400  1030939893 

苫野 一徳 著 

倉阪 秀史 著 

なぜ経済学は経済を救えないのか —資本基盤マネジメントの経済理論へ— 

自由の相互承認 —人間社会を「希望」に紡ぐ— 

あらゆる社会学の基礎文献。産業革命以降の近代化の結果、生まれた現代社会。その
現下の問題点を探求する際、標準点となる考え方を整理した書物。「自由」を旗印にいま
いちど社会を組み立て直せ、そうしてはじめて社会は「希望」に紡ぎ直せる。「自由」は手垢
にまみれた、あるいは古色蒼然とした概念。そう反論する趨勢に対し著者は言う。ヘーゲル
が掲げた「自由の相互承認」こそ人間社会構築の根本原理なのだ、と。（(上)巻解説より） 

選挙権ある人のための「社会科 教科書」——経済学篇——。人口が減少する日本社
会においては、労働力が減少し、人間の経済を支える実物的な基盤（人・人工物・自
然・社会関係の各種資本基盤）の質を維持するための営み（手入れ）が不足しつつあ
る。しかもこんにちの主流派経済学は決してこの状況を打開してくれない。視座と理念の転
換が必要なのだ。主流派経済学が打ち捨てた、実物界を再認識する経済理論が求めら
れている。（(上)巻解説より） 

アイカードブック（iCardbook：Intelligent Card Book）は「タイトル＋150文字程度の本文＋
参考文献＋註」がセットになった100枚の「知識カード」で構成されたカード型専門書です。 

  EPUBリフロー版コンテンツ 
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人類の社会性の進化 Evolution of the Human Sociality 

山極 寿一  本郷 峻  著 

ヒト科の中で唯一生き残った種、私たちホモサピエンス。生き残りの秘密は「社会的知
性」にあった。この人類の進化の冒険を俯瞰し人類の未来社会への示唆を探る、「ゴリ
ラの国の留学生」、山極寿一（第二十六代京都大学総長）からのメッセージ。 
本郷峻（京都大学霊長類研究所 研究員）との共著。MOOCのひとつEDXの講座、
「Evolution of the Human Sociality」の副読本。 

書名 発行年 
同時１ 

アクセス 
(本体) 

同時３ 
アクセス 
(本体) 

商品コード 

人類の社会性の進化 Evolution of the Human Sociality （上） 
「社会」の学としての霊長類学 【EPUBリフロー版】（iCardbook）  

2017 ¥2,200  ¥4,400  1030939896 

人類の社会性の進化 Evolution of the Human Sociality （下） 
共感社会と家族の過去、現在、未来 【EPUBリフロー版】（iCardbook）  

2017 ¥2,200  ¥4,400  1030939897 

人工知能と商業デザイン ―クリエイティブ領域における 

「読書階層構造」構築の取り組み―【EPUBリフロー版】  

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥4,400 

商品コード 1030939894 

著編者名 境 祐司 発行年 2017 

デザインを学ぶ人のためのミニ辞典。同時に「学習」「仕事」をデザインする人のためのヒント集。あなたの「勉強」
「作業」は効率的ですか？ 人工知能の応用を考えていますか？ 著者はアドビ社のエバンゲリスト。インストラク
ショナルデザイナーとして刊行した書籍は海外翻訳版を含めて50冊ほど。現在、AI（人工知能）に関する複数のプ
ロジェクトの実証実験に参加、「クリエイティブAI」の専門領域で活躍中。 

「人工知能」と「人工知性」 
 ―環境、身体、知能の関係から解き明かすAI― 
【EPUBリフロー版】  

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥4,400 

商品コード 1030939895 

著編者名 三宅 陽一郎 発行年 2017 

「人工知能は工学（エンジニアリング）であり、科学（サイエンス）であり、哲学（フィロソフィー）なのである。（三宅 陽
一郎）」 ゲームＡＩで哲学で作られている。目次構成：知能と環世界／知能ってなんだろう／ふたつの人工知能の
作り方／人工知能の基本構造／知能の構造性を解き明かす／環境認識と行動と人工知能／運動のための人工
知能／現象学による人工知能概念の再構成へ／エージェントアーキテクチャ」と現象学的人工知能 

脳と情報 ―神経回路と記憶のメカニズム― 

【EPUBリフロー版】  

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥4,400 

商品コード 1030939898 

著編者名 佐々木 拓哉 発行年 2017 

監修：池谷 裕二。（推薦 池谷裕二）「本書は、脳の原理を「神経回路」の視点から解説したものです。脳の中はたく
さんの神経細胞（ニューロン）が集まって、回路を作っています。その回路を通じて脳の機能が発揮されています。
しかし、これまでの脳の解説本は、神経細胞やそこにふくまれる分子や遺伝子の記述がほとんどで、肝心な神経回
路に主眼を置いた書籍はほとんどありませんでした。そこを補強すべく、執筆されたのが本書です。」 

詩想舎 
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ニッポン子育てしやすい会社 
 ―人を大切にする会社は社員の子どもの数が多い― 
【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 坂本 光司 

発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784785505479  

商品コード 1030447012 

こうして店は潰れた 
 ―地域土着スーパー「やまと」の教訓― 
【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 小林 久 

発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784785505394  

商品コード 1030447010 

マンガでよくわかるパートさんを集める技術 
 ―「人が来ない」「すぐ辞める」にはワケがある!― 
【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 赤沼 留美子 

発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784785505400  

商品コード 1030447011 

クックパッドデータから読み解く食卓の科学 
 ―「食べたい」と「売場」をつなぐヒント集― 
【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 中村 耕史 

発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784785505202  

商品コード 1030447013 

ビジネス・流通・経営に関するコンテンツが多数充実‼ 
今後もタイトルが続々追加予定！※タイトル詳細はお問い合わせください。 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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自然科学関連など様々なジャンルのタイトルが配信中！ 
誠文堂新光社のタイトルはPDF版購入でスマホ・読上げ機能が付属します！ 

※タイトル詳細はお問い合わせください。 

3冊揃価格 

同時1アクセス（本体） ¥11,220  

同時3アクセス（本体） ¥16,830  

冊子版ISBN 9784416919477 

商品コード 1030134636 

わかりやすい、読みやすい中国の人気古典読解 
 【スマホ・読上付】 

限界を作らない生き方 
―KEEP MOVING : 27歳で難病ALSになった僕
が挑戦し続ける理由―【スマホ・読上】 

武藤 将胤 

27歳という若さでALS
の宣告を受け、難病
の未来を変えるべく
動き続ける武藤将胤
の挑戦を描く。 

冊子版ISBN 9784416618394  

発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

商品コード 1029378271 

オーロラの話をしましょう 
 【スマホ・読上】 

赤祖父 俊一 

オーロラ研究の世界
的権威が、これまで
のオーロラ研究の歴
史や科学的成果につ
いて、最新のオーロ
ラ画像を交え、詳しく
解説します。 

冊子版ISBN 9784416618363  

発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

商品コード 1029378272 

家族のためのユマニチュード 
 ―"その人らしさ"を取り戻す、優しい認知
症ケア―【スマホ・読上】 

イヴ・ジネスト 

DVD教材『優しい認知症
ケア ユマニチュード』が
事業団の福祉ビデオライ
ブラリーにて無料で貸し
出しを行っています。詳
細は「ユマニチュードの映
像教材」のページをご参
照ください。 寝たきりの
人が立ち上がる！「魔法
のよう」と称されるケア技
法を、家族介護に応用で
きるようふんだんなイラス
ト図解で解説した入門書。 

冊子版ISBN 9784416518731  

発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

商品コード 1029378273 

書名 著編者  発行年 冊子版SBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

論語コンプリート ―全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」

+現代語訳・書き下し文・原文―【スマホ・読上付】 
野中 根太郎 2016 9784416716540 ¥3,960  ¥5,940  1025246441 

孫子コンプリート ―全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」

+現代語訳・書き下し文・原文―【スマホ・読上付】 
野中 根太郎 2017 9784416717127 ¥3,300  ¥4,950  1028388795 

老子コンプリート ―全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」

+現代語訳・書き下し文・原文―【スマホ・読上】 
野中 根太郎 2019 9784416519110 ¥3,960  ¥5,940  1030134637 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 
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子どもが教えてくれた世界 
 ―家族社会学者と息子と猫と― 

（こどものみらい叢書 3） 【スマホ・読上】（※） 

片岡 佳美 著 

2018年 発行 

それ、大人の都合だよね
――そんな視点があれ
ば、大人も子どもも「～
ねばならない」という呪
縛から自由になれる。日
常でのふとした疑問を、
小学生一人＋猫一匹と
暮らす家族社会学者と
共に、じっくり考えてみま
せんか。社会活動家・湯
浅誠氏推薦！ 

冊子版ISBN 9784790717218 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

商品コード 1028499628 

感性は感動しない 
 ―美術の見方、批評の作法― 
（教養みらい選書 003）【スマホ・読上】(※) 

椹木 野衣 著 

2018年 発行 

子供の絵はなぜいいの？
絵はどうやって見てどう
評価すればいい？美術
批評家・椹木野衣は、ど
のようにつくられ、どんな
ふうに仕事をして生きて
いるのか？絵の見方と
批評の作法を伝授し、批
評の根となる人生を描く。
著者初の書き下ろしエッ
セイ集。 

冊子版ISBN 9784790717133 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

商品コード 1028499625 

僕がロボットをつくる理由 
 ―未来の生き方を日常からデザインする― 
（教養みらい選書 001）【スマホ・読上】(※) 

石黒 浩 著 

2018年 発行 

ロボットやＡＩで私たちの
生活はどう変わるか？衣
食住から恋愛・仕事・創
造の方法まで、ロボット
研究の第一人者・石黒
浩が、自身の経験や
日々の過ごし方を交え、
「新しい世界を拓く楽し
さ」と人生を率直に語る。
世界を変えるツボがここ
にある！ 

冊子版ISBN 9784790717089 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

商品コード 1028499623 

食べることの哲学  
（教養みらい選書 002）【スマホ・読上】 （※） 

檜垣 立哉 著 

2018年 発行 

ブタもクジラも食べるの
に、イヌやネコはなぜ食
べないのか？宮澤賢治
「よだかの星」など食をめ
ぐる身近な素材を、フラ
ンス現代哲学と日本哲
学のマリアージュで独創
的に調理し、濃厚な味わ
いに仕上げたエッセイ。
食の隠れた本質に迫る
逸品。 

冊子版ISBN 9784790717119 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

商品コード 1028499624 

おいしい育児  ―家でも輝け、おとうさん!― 

（こどものみらい叢書 1）【スマホ・読上】(※) 

佐川 光晴 著 

2018年 発行 

おとうさんが家事と育児
をするのがあたりまえに
なってほしい。そうすれ
ば世の中は変わる。主
夫として二人の息子を育
ててきた小説家が、固定
観念を乗り越えた先にあ
る豊かな育児生活を提
案。こどもの幸せを考え
る「こどものみらい叢書」
第一弾。 

冊子版ISBN 9784790717096 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

商品コード 1028499626 

お山の幼稚園で育つ 
（こどものみらい叢書 2）【スマホ・読上】(※) 

山下 太郎 著 

2018年 発行 

歩いての登園、森の探
検遊び、俳句の素読など
ユニークな実践をするお
山の幼稚園。幼児教育
は全ての教育の根っこと
信じる園長が子ども達の
無限の可能性を綴る。中
川李枝子氏推薦！「目
の前の子ども一人一人
がよくわかり、いっそうい
とおしくなる」 

冊子版ISBN 9784790717126 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

商品コード 1028499627 
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心 理 学 関 連  

人間性心理学ハンドブック  【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 日本人間性心理学会 

発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥12,650 

冊子版ISBN 9784422115498  

商品コード 1030447059 

歴史・文化・社会とともに歩み続ける人間性心理学。本書の第１部は、
研究と実践にまつわる「考えかたとアプローチ」そして「未来への可能
性」を余すところなく紹介、全領域を網羅した《決定版ガイダンス》。そ
の前半をふまえて第２部では、知恵の蓄積と発想の現在進行形を多
角的に見渡し、重層的に整理した《読んでためになるワードマップ事
典》。日本人間性心理学会30年の集大成として、学会の粋を集め満を
持して編まれた堂々の書。 

「心は遺伝する」とどうして言えるのか 
 ―ふたご研究のロジックとその先へ― 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 安藤 寿康 

発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422430263  

商品コード 1030447089 

人間の身体的特徴だけでなく知能や学業成績、性格、精神疾患、攻撃
性など「心」もまた遺伝するという衝撃の事実を明らかにしてきたふた
ご研究。その研究成果は徐々に社会に知れ渡るようになってきた。し
かし、ふたご研究そのものはどれだけ知られているだろうか？ 本書で
は、研究方法の基本から多変量遺伝解析、エピジェネティクスなど最
先端のアプローチまで、進化し続けるふたご研究の現在形を第一人者
が詳しく紹介する。 
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心 理 学 関 連  

自己愛的(ナル)な人たち 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,850 

同時3アクセス（本体） ¥5,500 

冊子版ISBN 9784422116402  

著編者名 岡野 憲一郎 発行年 2017 商品コード 1030447075 

「自分はイケてる、カッコいい」という気持ちに浸って満足する自己愛(ナル)人間。人に認められたいという願望が肥
大して暴走を始めると病的な自己愛になり、周りは振り回される。婚活詐欺殺人の木嶋佳苗、クリントン元米大統領、
金正恩朝鮮労働党委員長、三島由紀夫らの自己愛を探り、サイコパス、アスペルガー、いじめなどとの関係を解き、
医師、美人、母親の自己愛も考察。自らが病的な自己愛人間にならないためにもおすすめの本。 

統計嫌いのための心理統計の本 
 ―統計のキホンと統計手法の選び方― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116259  

著編者名 白井 祐浩 発行年 2017 商品コード 1030447070 

統計や数式が大嫌い、でも統計を使った研究がしたい……そんなアナタ、できる人を頼ればいいんです！ 100点
以上の図版を駆使した説明で、統計に詳しい人を頼るために必要な最低限の知識と統計の全体像がつかめる画期
的入門書。基本的な統計用語を網羅しており、辞書代わりに使えるほか、心理学での研究例も豊富に掲載している。
わずかなステップで自分の研究目的に合った統計手法を選択できる「統計手法選択フローチャート」付き。 

こころ学への挑戦 
 【スマホ・読上】（こころの未来選書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,350 

冊子版ISBN 9784422112282  

著編者名 吉川 左紀子 発行年 2016 商品コード 1030447051 

こころは人間にとってかけがえのないものだが、そのはたらきの不全・不調は多くの困難な事態を引きおこす。京都
大学こころの未来研究センターは、心理学、宗教学、神経生理学など異なる学問領域の研究者が集い、こころに関
する学際的、統合的研究を行って、その成果を広く社会に発信してゆく、他に類をみない研究組織。本書は、同セン
ターが創設以来取り組んできた「こころ学」の集大成である。こころはどこまで解明されたのか。 

自己愛のトランスレーショナル・リサーチ 
 ―理論研究・混合研究法・臨床実践研究による包括
的検討―【スマホ・読上】（アカデミア叢書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥17,600 

冊子版ISBN 9784422116143  

著編者名 成田 慶一 発行年 2016 商品コード 1030447067 

自己愛に関する基礎研究と臨床実践を橋渡しする画期的論考。自己愛の心理学的特性や神経基盤をめぐる実証
的研究、医療をフィールドとした観察研究や臨床事例研究を通して、心理援助における自己愛という視座の展開可
能性を探る。「自己愛というテーマに革新的な位置づけを与えた労作」（老松克博氏）、「これまでに例を見ない斬新
な研究の実例であり、この領域の研究法の進展の一つの方向性を指し示すものとなり得る」（斎藤清二氏）。 

五感の力 ―未来への扉を開く― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422115641  

著編者名 グラバア 俊子 発行年 2013 商品コード 1030447060 

空の様子からピタリと天気を予測するお母さん、自転車を乗り回す盲目のピアニスト、誤って洗剤が入った粉ミルク
を拒否した生後2カ月の赤ちゃん……。五感の不思議と力を豊富なエピソードや科学的知見から説き明かし、自分
の五感の用い方を知るチェックリスト、五感を磨くトレーニングや日常生活上の工夫など、五感をより生き生きと働か
せるための具体的な取り組みを多数紹介する。五感を通じて新しい自分、他者、世界と出会う旅へ。 
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臨 床 心 理 学 関 連  
マンダラ・アートセラピー 
 ―密教とユング心理学をつなぐ臨床技法― 
 【スマホ・読上】（大阪経済大学研究叢書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,450 

冊子版ISBN 9784422116426  

著編者名 黒木 賢一 発行年 2017 商品コード 1030447076 

無意識の世界を探求する中で自らマンダラを描き、その重要性に着目したユング以来、マンダラは心の理解や治
療のための方法論として心理療法家の関心を集めてきた。本書では、マンダラを用いたアートセラピーの背景とな
る密教とユング心理学におけるマンダラの理論を詳細に解説した上で、マンダラ・コラージュ法、半構造化マンダラ
描画法、マンダラ中心描画法など著者の多様な実践事例の数々を豊富な描画とともに紹介する。 

太陽が破裂するとき 
 ―統合失調症の謎―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784422116396  

著編者名 クリストファー・ボラス 発行年 2017 商品コード 1030447074 

最近まで統合失調症は100％生物学的な疾患であると認識されてきた。しかし今日では、力動的な理解の重要性
が見直され、精神病の精神療法として「対話すること」の意義が注目されるようになっている。本書は、力動的心理
療法や精神分析の復権を呼びかける稀有な書。脳や伝達物質で病因や症状を説明されると「薬以外ではどうにも
できないもの」と諦めがちだが、決してそうではないことを著者は丁寧に解説してくれている。 

働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥22,000 

冊子版ISBN 9784422116280  

著編者名 丸山 総一郎 発行年 2017 商品コード 1030447072 

固定的な性別役割分業規範、危ういワーク・ライフ・バランス、不安定な雇用、大きな男女間賃金格差……厳しい
状況の中で過剰なストレスとメンタルヘルス不調に苦しんでいる多くの働く女性に、いま何が必要なのか。本書では、
医学・医療を中心とした多角的な視点から国内外の研究を幅広く精査し、働く女性のストレスとメンタルヘルスをめ
ぐる現状と課題の全容を明らかにする。エビデンスベースの対策を後押しする基本テキスト。 

心理療法の未来 
 ―その自己展開と終焉について― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422116709  

著編者名 田中 康裕 発行年 2017 商品コード 1030447077 

「近代の意識」と不可分に結びついて始まった心理療法は、ポストモダンの時代を迎え、もはや成立しがたい状況
に直面している。現代の精神病理を代表する解離性障害や発達障害は心理療法をどう変えたのか。現代の意識
の特徴である「サイコロジカル・インフラの消失」とはどのような事態か。人類の精神史において心理療法というプロ
ジェクトがどのように展開してきたのか、そのプロセスを解き明かし、今日の在り方を根底から問う。 

ユング派精神療法の実践 
 ―西洋人との夢分析の一事例を中心として― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116716  

著編者名 武野 俊弥 発行年 2017 商品コード 1030447078 

人間存在を心身の相対的な枠組みのなかで総合的に理解しようとしたＣ・Ｇ・ユングの考え方をもとに、著者自身の
臨床観を簡潔に紹介し、さらにはユング派精神療法の真髄とも言える夢分析の実践事例のプロセスを丹念にた
どった貴重な一書。演奏時の手の震えを主訴として訪れたヴィオラ奏者が、夢を語るなかで自身に起こっているこ
との意味に気づき、しだいに薬の助けなしに演奏ができるようになっていく様子が、生き生きと描かれる。 
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臨 床 心 理 学 関 連  

ICBT ―インターネット認知行動療法ガイド

ブック―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422116303  

著編者名 ゲルハルト・アンダーソン 発行年 2016 商品コード 1030447073 

インターネットを活用して認知行動療法を提供するインターネット認知行動療法（ICBT）を紹介する初めてのガイド
ブック。過去20年の研究成果をもとに、どのようにICBTを臨床に適用できるかを実例を交えつつコンパクトに解説。
インターネット上の諸問題、対面式治療との併用法、うつ病・不安障害・身体症状に対するプログラムの詳細などを
具体的に紹介しており、ネット時代の臨床家が心得ておくべき事柄が把握できる。 

マインドフル・フォーカシング 
 ―身体は答えを知っている― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116150  

著編者名 デヴィッド・I・ローム 発行年 2016 商品コード 1030447068 

マインドフル・フォーカシングは、西洋のフォーカシングと東洋の瞑想の知恵を統合した、新しい心と生き方の探索
の技法。仕事に満足感を持てない、自分自身を変えたいけれどどう変えればいいか分からないなど、内的変化が
求められる状況にどう取り組んでいけばいいのか。本書は、著者の長年の実践を元に、やさしい語り口と章ごとの
豊富な実習で、瞑想と日常生活との橋渡しをし、知性と身体と心が関わる内的スキルを伝えます。 

共感と自己愛の心理臨床 
 ―コフート理論から現代自己心理学まで― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,350 

冊子版ISBN 9784422116266  

著編者名 安村 直己 発行年 2016 商品コード 1030447071 

「共感と自己愛の精神分析」とも言えるコフートや現代自己心理学派の理論は、自己愛の傷つきに苦しむ現代のク
ライエントの心理的援助にどのような有効性を持つのか。コフートのオリジナルな概念のほか、心理療法の基本に
関わる土居健郎、ロジャース、ユングらの視点、さらにはコフート以降の現代自己心理学派や間主観性理論など精
神分析の最新理論の臨床的意義を、著者自身の豊富な事例と照らし合わせながら考察していく。 

治療のための精神分析ノート 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422116167  

著編者名 神田橋 條治 発行年 2016 商品コード 1030447069 

「いのちの核はコトバでないものに支えられながら、ヒトの生はコトバによって支配されている」。著者は臨床の現場で、長くこの矛
盾を乗り越えることをみずからのテーマとしてきた。コトバを治療の道具とする精神分析の臨床の場で、文字言語を絶対的なもの
とせず、治療者と患者との間の時々刻々の関係性の変化に目をこらすことで、著者は治療の場に立ち上がってくるいのちの営み
を掬い上げる。そうすることで、精神分析用語として知られるコトバの真に意味するところ、治療の本質を説いてゆく。精神分析の
世界への導きに始まり、先達の教え（＝理論）の咀嚼、さらには独自の技法と修練の方法を紹介するなど、半世紀以上にわたる
臨床の集大成ともいえる著者、畢生の書。 

重度情緒障害児への箱庭療法 
 ―7人の子どもたちの事例をもとに― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784422115825  

著編者名 リース‐滝幸子 発行年 2015 商品コード 1030447062 

多民族国家アメリカで、半世紀近く臨床家として活躍してきた著者が、長年の研究と実践の成果を、7人の重度情
緒障害児への箱庭療法の事例をもとにまとめ上げた貴重な著作。7人の子どもたちは、ほぼ全員が苛酷な家庭環
境のもとに育ち、発達上の問題やPTSDなどの心理的な問題を抱えている。言語レベルでは把握できない彼らの内
面の世界が、「箱庭」というイメージの世界の中で遊ぶことによって見事に表現され、感動的な作品を生み出してゆ
く様は驚くばかりである。 
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臨 床 心 理 学 関 連  
生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 
 ―22人のフロイトの後継者たち― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422116129  

著編者名 乾 吉佑・横川 滋章 発行年 2015 商品コード 1030447066 

精神分析の講義はえてして難しい。しかし本来、精神分析は治療関係の中で治療者と患者が語り合い、理解し合う
ための理論であり技法であるはずである。著者たちは試行錯誤の後、アナリストの生い立ちや臨床業績を絡めて理
論や技法を学ぶ方法が、理解を多いに助けてくれることに気づく。本書はこうした視点から、フロイト以後の精神分
析の発展を支えた22人のアナリストたちを、自我心理学派（自己心理学派を含む）、クライン学派、独立（中間）学派
の大きく三つに分けて取り上げ解説する。 

緩和ケアという物語 
 ―正しい説明という暴力― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,150 

同時3アクセス（本体） ¥10,450 

冊子版ISBN 9784422115931  

著編者名 岸本 寛史 発行年 2015 商品コード 1030447063 

患者の個々の価値観や状況、医療の文脈を無視して、緩和ケアの「正しい理解」を促すことは、時として倫理的暴
力となることもある。ナラティブ・アプローチは患者の個別の物語に固有の価値を見出し、患者を語り手として尊重し、
複数のナラティブの共存を認める。患者が抱くストーリーを医療の中心に置いた時に見えてくる世界を、著者が経験
した具体的な事例とともに描き出す。医療者だけではなく、がん医療に関心のある全ての方へ。 

心理臨床とセラピストの人生 
 ―関わり合いのなかの事例研究― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115818  

著編者名 滝口 俊子・大村 哲夫 発行年 2015 商品コード 1030447061 

心理臨床とは、クライエントがセラピストと出会い、自らが抱えている問題と向き合う作業である。二人の人間が出
会うことによって、臨床の場では、クライエントだけでなくセラピスト自身も大きな影響を与え、また受けることになる。
本書の著者のほとんどは、いったん社会に出て活躍した後に臨床心理学を学び直し、志を立ててセラピストになっ
た人たちで、本書は、これまで語られることのなかった臨床におけるセラピストの人生の影響について語った希有な
事例集である。 

Q&Aで学ぶ心理療法の考え方・進め方 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115979  

著編者名 竹内 健児 発行年 2015 商品コード 1030447065 

「インテークでは何を聞けばいいのか」「記録はどう取ればいいのか」「クライエントに死にたいと言われたら、どうす
ればいいのか」「沈黙が長く続くときは何か言ったほうがいいのか」等、初心のカウンセラーが必ずぶつかる悩みや
疑問を200のＱ＆Ａにまとめて詳しく解説。やる気はあってもどうすればいいか分からず戸惑うことの多い初心の心
理臨床家や指導者に向けて、長年の経験の中で積み上げてきた著者の臨床知を伝える。 

統合失調症の治療ポイント 
 ―14の治癒例を通しての理解― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115962  

著編者名 平井 孝男 発行年 2015 商品コード 1030447064 

《治療ポイントシリーズ》第６弾は、完治が難しいとされる統合失調症。筆者は精神科医40年、臨床心理士24年の
キャリアから、治癒改善した14例を挙げて治療ポイントを示す。治るかどうかは、患者本人・家族・治療者の自覚と
治療意欲・工夫にかかっている。その工夫の仕方を、実際にはどうしたらいいのか具体的に示した。幻聴・妄想・治
療拒否に焦点を絞り、その治療のポイントを述べる。医師、患者、家族に読んでほしい本。 
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臨 床 心 理 学 関 連  

神田橋條治医学部講義 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115450  

著編者名 神田橋 條治 発行年 2013 商品コード 1030447058 
『精神科講義』に続く姉妹編。本書は前書と違い、医師や研究者を目指す医学部学生に向けて行われた大学での講義録であ
る。自身の体験をもとに精神医療現場での治療や診断の問題点について語る内容は、マニュアル偏重主義の現代医療全体
への痛烈な批判ともなっている。医師は、どんな状況でも患者のために何かできねばならないという強い信念と、後輩たちへ
の温かいエールに満ちた本書を、医学領域で生きるすべての援助者・研究者の方たちに贈りたい。 

心とは何か ―カウンセリングと他ならぬ自分― 

 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422115276  

著編者名 氏原 寛 発行年 2012 商品コード 1030447057 
著者はこの、「心とは何か」という大きな命題のもとで何を伝えようとするのか。カウンセラーとして臨床実践を行うなかで紡ぎ
だした著者独自の「意識の場」理論は斯界の高い評価を受けたが、著者はその後も常に実践に基づいた思索を積み重ねてき
た。それは一貫して「目の前のクライエントにプロとして役立つにはどうすればよいか」という自らへの問いかけの道であったと
も言える。本書はまさに、そうした半世紀におよぶ臨床実践に裏打ちされた哲学的思索の総集成である。 

コッホの『バウムテスト<第三版>』を読む 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784422115139  

著編者名 山中 康裕 発行年 2011 商品コード 1030447056 
コッホの『バウムテスト第三版』が独語から翻訳されたが、50年という時間の経過もあり、テキストを本当に理解するためには、
実際の臨床と繋ぐ何かが必要であると考えた訳者の一人・岸本は、自身をバウムテストに繋いでくれた恩師・山中にその役目
を依頼した。「診断と見立て」「十字象徴と空間象徴」「バウムの発達的側面」など、コッホの本の中で重要と思われるテーマを
岸本が取り上げ、それについて山中が臨床的連想を縦横無尽に語る。 

いのちの営みに添う心理臨床 
 ―人が出会い、共に生きるということ― 

【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422115085  

著編者名 竹村 洋子 発行年 2011 商品コード 1030447055 
精神科医療の現場で30年近く臨床活動を行ってきた著者が、患者や家族との出会いのなかで積み重ねてきた心理臨床家とし
ての想いを大切に綴ったもの。やさしい眼差しが切り取る世界は、心理臨床において最も大切なものとは何かを味わい深く伝
えてくれる。著者にとって、病む人と援助者との間に隔たりはなく、共に病む者同士であるという姿勢が貫かれており、こころの
援助の専門性とは何かを改めて考えさせてくれる好著である。 

臨床家のための対人関係療法入門ガイド 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,050 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784422114248  

著編者名 水島 広子 発行年 2009 商品コード 1030447054 
対人関係療法とは、病を単独でみていくのではなく、病に悪影響を及ぼしている対人関係をも視野に入れる治療法である。本
書は日本における対人関係療法の第一人者である著者が、これまでのワークショップや講演で寄せられた「実際にこういうと
きにどうすればいいのか」という多くの質問に、実践に即役立つ具体的な会話例を多く取り入れながら応えていく。また、初心
者向きに治療の流れをチャート化し、陥りやすい問題点も明らかにする。『臨床家のための対人関係療法クイックガイド』の姉
妹編。 

河合隼雄と箱庭療法 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422114170  

著編者名 日本箱庭療法学会 発行年 2009 商品コード 1030447053 
箱庭療法は、スイスのドラ・カルフによって始められたサンド・プレイを、故・河合隼雄先生がスイスから日本に持ち帰り、普及・
発展させたもので、「言葉を主体とせず、感性に訴える」技法として心理臨床の世界に着実に根付き、国際的にも高い評価を
得ている。本書は、今夏、河合隼雄先生の一周忌にあたり、日本箱庭療法学会が脳科学者・茂木健一郎氏とシェイクスピア研
究で知られる翻訳家・松岡和子氏を迎えて開催した追悼シンポジウムの記録を書籍化したものである。 
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歴史の見方 
 ―西洋史のリバイバル― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 玉木 俊明 

発行年 2016 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203409  

商品コード 1030447085 

歴史学とはどういう学問なのか、歴史研究とはどう行われるべきなのか――
そのヒントは「名著」にある。本書では、日本の西洋史学に少なからぬ影響を
与えてきた綺羅星のごとき名著の数々を再評価、優れた研究の手法や意義、
潮流を明らかにする。研究の最前線に立つ著者ならではの考察は力強く、歴
史学という知的営為の意味をあらためて考えさせられる。「歴史とは、歴史家
とは何か」の問いに真正面から答える、著者渾身の一冊。 

ハンザ「同盟」の歴史 
 ―中世ヨーロッパの都市と商業― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 高橋 理 

発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203379  

商品コード 1030447082 

世界史上最大の都市連合体として中世から近世にかけてヨーロッパ史に大き
な足跡を残し、同時代の経済活動を語るうえで欠かせない「ハンザ同盟」の通
史。中世ヨーロッパに特有の都市連合体はいかにしてヨーロッパ北部の経済
圏を支配するまでになったのか。本書では、ハンザの盟主リューベクの 成立
から説き起こし、やがて絶頂を迎えたハンザ諸都市の展開、その終焉までを
描ききる。ハンザ史研究の泰斗による渾身の一冊。 

修道院の歴史 
 ―聖アントニオスからイエズス会まで―  
【スマホ・読上】（※） 

著編者名 杉崎 泰一郎 

発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203393  

商品コード 1030447084 

古代エジプトの隠遁生活に起源をもち、現代まで脈々と受け継がれてきた修
道制。修道士たちは俗世から離れて共同生活のなかに神を希求する一方、
写本による学問の継承、糧を得るための生産活動、女子修道院や騎士修道
会の創設、海外宣教など、西欧社会に大きな影響を与えてきた。本書では
ローマ・カトリック世界を中心に、その原初から近代のイエズス会の活動まで
を通観する。キリスト教文化をより深く理解するうえで必読の一冊。 

鉄道の誕生 
 ―イギリスから世界へ― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 湯沢 威 

発行年 2014 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203386  

商品コード 1030447083 

19世紀初頭にイギリスに登場した鉄道は時をおかずして世界中に伝播し、輸
送の効率化、工業化の促進、ライフスタイルの変化など、各国の近代化に多
大な影響を与えた。本書では蒸気機関導入以前の初期鉄道から説き起こし、
蒸気機関車誕生の背景とプロセス、さらにその経済社会への多岐にわたる影
響を経済史・経営史の観点から考察し、鉄道誕生の秘密とそのインパクトの
内容を明らかにする。比較経営史の第一人者による待望の通史。 

近代ヨーロッパの形成 
 ―商人と国家の近代世界システム― 
 【スマホ・読上】（※） 

著編者名 玉木 俊明 

発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422203362  

商品コード 1030447081 

近代ヨーロッパ世界は他地域をはるかに上回る経済成長を遂げ、強大化した。
では、その「近代ヨーロッパ」はいつ、どのようにして形成されたのか。本書で
は「近代世界システム」論を批判的に摂取、欧米の最新の研究成果を整理し
ながら、アントウェルペンを起点とする商人ネットワークの拡大と、産業革命、
財政軍事国家論を関連づけ、近代ヨーロッパ形成の過程と理由を多面的かつ
具体的に論じる。経済史家ならではの考察が光る一冊。 

創元世界史ライブラリー 
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子 ど も の 心  

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 

われらの子ども ―米国における機会格差の拡大― 
【スマホ・読上】 （※） 

ロバート・D.パットナム 2017 9784422360010 ¥8,800  ¥12,650  1030447087 

ブータン ―国民の幸せをめざす王国―【スマホ・読上】 （※） 熊谷 誠慈 2017 9784422360027 ¥4,400  ¥6,600  1030447088 

金融革命 ―1985〜2008―【スマホ・読上】 （※） 服部 正喜 2017 9784422300696 ¥6,600  ¥9,350  1030447086 

光のまちをつくる ―水都大阪の実践―【スマホ・読上】 （※） 橋爪 紳也 2015 9784422501208 ¥6,600  ¥9,350  1030447090 

社 会 学 関 連  

子どもを育む学校臨床力 
 ―多様性の時代の生徒指導・教育相談・ 
特別支援―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥7,700 

冊子版ISBN 9784422120645  

著編者名 角田 豊 発行年 2016 商品コード 1030447080 

社会の変化に伴い、子どもたちの間にも多様性（ダイバーシティ）が広がる中、教師には個々の子どもや問題に丁寧
にかかわり合い、対応していく力が求められている。本書では、これからの教師に必要な力として「学校臨床力」を提
案、従来の生徒指導や進路指導、教育相談、特別支援教育をベースにしつつも、それらを超えていくための新たな
視点や実践に役立つ知識を包括的かつコンパクトに提供する。教職を目指す人、現職教員必携の一冊。 

子どもの生活と児童文化 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784422120638  

著編者名 川北 典子 発行年 2015 商品コード 1030447079 

多彩な「児童文化」は、子どもの暮らしを豊かにする「心の食べ物」。本書では児童文化という概念、歴史、児童文化
財、児童文化活動や環境を取り上げた。絵本をはじめ保育教材でもある児童文化財の実践を考えている点が本書
の特徴の一つであり、実践と研究を児童文化の車の両輪としていきたいと願っている。さらに、子育て支援や遊び場
についても論じ、おとなのなかに存在し続ける「子ども心」を潤していく児童文化活動をめざす。 

スクールカウンセリングモデル１００例 
 ―読み取る。支える。現場の工夫。― 
 【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784422113791  

著編者名 かしま えりこ 発行年 2006 商品コード 1030447052 

ますます深刻になりつつある子どもの問題。真に力のあるスクールカウンセラー（ＳＣ)の質の高い症例集が長く待ち
望まれていた。本書は、さまざまな形で起こってくる学校現場の緊急の問題に、ＳＣかしまが専門性を駆使して対処し
た１００の事例を取り上げ、事例の概要と対処・解説・経過を述べ、精神科医、神田橋が卓越したコメントを付した。症
例の数でも、内容の質と専門性の高さでも、他に追随を許さない圧倒的な充実度を誇る。全校必携の一冊。 
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リフロー版 単行本 23タイトル 好評配信中！！ 

豪州読本 
 ―オーストラリアをまるごと読む― 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥1,980 

同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864290319  

著編者名 田中 豊裕 発行年 2011 商品コード 1028020420 

日豪の経済協力、貿易・観光の促進から文化協力まで半世紀に及ぶ著者の体験的紹介本である。特に本
書は、その政治・経済・歴史、社会の仕組みから、自然環境、ライフスタイル、さらに日豪関係の今昔と将来
を紹介する豪州読本である。 

混迷の時代を生きる君へ  
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥1,540 

同時3アクセス（本体） ¥3,080 

冊子版ISBN 9784864290937  

著編者名 土屋 廣幸 発行年 2011 商品コード 1028020421 

平成不況、リーマンショック、就職超氷河期、東日本大震災、原発事故……。混迷の時代にどう生きていくの
か。さまざまな切り口で考える、若い世代のための、人生という旅のためのヒント集。 

スコラ・ピロムーソールム  
 ―心愛楽神学院― 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥1,980 

同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864290135  

著編者名 原 正幸 発行年 2010 商品コード 1028020414 

本書は、第Ⅰ部「哲学青年カテキノスの夢想」第Ⅱ部「音楽少年アイヌーシュの修行」第Ⅲ部「修道士ウオイ
の遍歴」にそれぞれ登場する３人によって、現世の中に前世があり、来世の中に現世があるという人間の生
の輪廻の姿を描き出した現代を問う哲学書。 

新島襄と下村孝太郎  
 ―倜儻不羈の事業家― 
【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥1,980 

同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784887308671  

著編者名 志村 和次郎 発行年 2008 商品コード 1028020415 

わが国で最初に私立の総合大学を興そうとした「倜儻不羈の事業家」新島襄，そして新島襄の弟子であり，
同志社ハリス理化学校を創設し，わが国の化学 製鉄業界に不朽の功績を残した下村孝太郎を取り上げ，
その起業家としての業績 功労に迫る。 

※その他タイトル詳細はリストページをご覧ください。 

図書館の基本を求めて(１～５) 

田井 郁久雄 著 

5冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥8,250 ¥16,500 

各冊 
分売価格 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥1,650 ¥3,300 
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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 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 
 映画「最後の誘惑」編 【スマホ・読上】 （※） 

松本道弘 2019 9784861400490 ¥990  ¥1,485  1030071664 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 
 映画「十二人の怒れる男」編 【スマホ・読上】 （※） 

松本道弘 2019 9784861400506 ¥990  ¥1,485  1030071665 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 
 映画「恋愛小説家」編 【スマホ・読上】 （※） 

松本道弘 2018  9784861400353 ¥990  ¥1,485  1029883400 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 
 映画「カッコーの巣の上で」編 【スマホ・読上】 （※） 

松本道弘 2018  9784861400360 ¥990  ¥1,485  1029883401 

これから会社を継ぐ人のための実践ノート 【スマホ・読上】 （※） 市川正人 2018  9784861400421 ¥990  ¥1,485  1029883402 

福島原発事故がもたらしたもの 
 ―被災地のメンタルヘルスに何が起きているのか― 【スマホ・読上】（※） 

著編者 前田 正治 
福島原発事故がメンタルヘルスにもたらした特異
な影響を、被災住民、行政職員、東電職員、支援
活動にあたった医療者や心理専門職たちの言葉
を拾いながら論じる。壊滅した精神医療保健福祉
を立て直し、住民のメンタルヘルスを守る人々の
本音と姿を収めた記録書。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784414416428 

同時1アクセス(本体) ¥7,260  

同時3アクセス(本体) ¥10,890  

商品コード 1028494709 

DBジャパン 

誠信書房 

The last girl 
 ―イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語―【スマホ・読上】（Toyokan books） （※） 

著編者 ナディア・ムラド 
2018年ノーベル平和賞を受賞したナディア・ムラド、自伝
刊行。21歳でイスラム国に家族を虐殺され、自身も性奴
隷として壮絶な苦しみを受けた著者が「戦時下での武器
としての性暴力」の実態を告発する！「この世界で私の
ような体験をする女性は、わたしが最後（ラストガール）
であってほしい」戦争犯罪の被害者として、筆舌に尽くし
がたい自らの体験を、圧倒的な臨場感で語る。 

発行年 2018 

冊子版ISBN 9784491036175 

同時1アクセス(本体) ¥5,940  

同時3アクセス(本体) ¥17,820  

商品コード 1028973176 

東洋館出版社 

2020年1月 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

42 



丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです。 

● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

裁判の書 【スマホ・読上】(※) 
三宅 正太郎 著 

2006年 発行 
法律とは何か？ 司法に携わる者の心
構えとは？そうした万古不易の法律上
のテーマを、流麗な文章と明快な理論と
で解き明かした本書は、各界より高い評
価を受けてきましたが、長らく絶版が続き
洛陽の紙価を高からしめておりました。こ
の度、弊社では、この不朽の名著『裁判
の書』を、原文の趣を極力損なうことなく、
現代的表記に改め、新訂版として復刊
いたしました。法律を学ぶ方、司法に携
わる方に必携の書です！ （新訂版） 
(PDF版もございます) 

冊子版ISBN 9784905849520 
同時1アクセス(本体) ¥12,320 
同時3アクセス(本体) ¥24,640 

商品コード 1027988434 

『21世紀の資本論』の問題点 増補版  
【スマホ・読上】 （※） 

苫米地 英人 著 
2015年 発行 

アメリカでベストセラーとなった経
済書『21世紀の資本論』は「問
題」だらけの内容だった!机上の
空論に振り回されないための必
須の知識を示しつつ、同書の正
しい読み方を伝授する。(PDF
版もございます) 

冊子版ISBN 9784904209653 
同時1アクセス(本体) ¥1,320 
同時3アクセス(本体) ¥1,980 

商品コード 1028350811 

大乗非仏説をこえて  
―大乗仏教は何のためにあるのか―【スマホ・読上】(※) 

大竹 晋 著 
2018年 発行 

それは、仏教が仏教をこえるため
にある！ 的確な論証で原始
仏教・部派仏教とは異なる大乗
仏教の存在意義を明快に説き、
日本人のエートスを形づくる大
乗仏教の使命を高らかに宣言
する、斬新な大乗論！ 

冊子版ISBN 9784336062697 
同時1アクセス(本体) ¥3,850 
同時3アクセス(本体) ¥7,700 

商品コード 1028340343 

江戸近世暦 ―和暦・西暦・七曜・干支・十二直・納音・
二十八(七)宿・二十四節気・雑節―【スマホ・読上】(※) 

日外アソシエーツ株式会社 著 
2018年 発行 

天正10年（1582）から明治5年
（1872）までの291年間・
106,253日の暦表。日本で本能
寺の変が起き、西欧でグレゴリオ暦
が採用された年から、明治政府によ
り太陰太陽暦（天保暦）が廃止
される直前まで、和暦と西暦を1日
1日対照。七曜・干支・十二直・納
音・宿曜・節気・雑節など基本的な
暦注を再現したほか、没日・滅日・
日食予報・月食予報も記載。 

冊子版ISBN 9784816927324 
同時1アクセス(本体) ¥13,640 
同時3アクセス(本体) ¥24,552 

商品コード 1028302979 

日外アソシエーツ 

サイゾー 

国書刊行会 
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英語原典で読む経済学史 
 【スマホ・読上】 （※） 

根井 雅弘 著 
2018年 発行 

根井ゼミへようこそ！ アダム・スミスから
ケインズまで、英語原典に直に触れなが
ら経済学の歴史を学ぶ、はじめての経
済学史講義！ 

冊子版ISBN 9784560096567 
同時1アクセス(本体) ¥4,400 
同時3アクセス(本体) ¥6,600  

商品コード 1029960183 

白水Ｕブックス シリーズ など小説や読み物タイトルが多数配信！ 

※その他タイトル詳細はお問い合わせください。 

アルシノエ二世 
 ―ヘレニズム世界の王族女性と結婚―
【スマホ・読上】 （※） 

エリザベス・ドネリー・カーニー 著 
2019年 発行 

プトレマイオス王朝初期、一夫多妻から
兄弟姉妹婚への時代を生き抜いた「ク
レオパトラの先駆者」アルシノエ二世の
壮絶な生涯を追う。 

冊子版ISBN 9784560096673 
同時1アクセス(本体) ¥9,680  
同時3アクセス(本体) ¥14,520  

商品コード 1029960184 

外国語を身につけるための日
本語レッスン 【スマホ・読上】 
（※） 

三森 ゆりか 著 
2003年 発行 

言葉を使いこなすには技術が必要です。
論理的な文章の書き方や説明の方法、
有効な質問のしかたなど、欧米では当
たり前のこの言語技術を、本書ではまず
日本語から鍛えていきます。 

冊子版ISBN 9784560049884 
同時1アクセス(本体) ¥3,300  
同時3アクセス(本体) ¥4,950  

商品コード 1028650387 

サムライブルーの料理人  
 ―サッカー日本代表専属 
シェフの戦い【スマホ・読上】(※) 

西 芳照 著 
2011年 発行 

ジーコ、オシム、岡田、ザッケローニ監督
のもと、世界で戦う選手たちを「食」で支
えてきた専属シェフが初めて語る、Ｗ杯
の秘策と感動の舞台裏。Ｗ杯の勝利
のメニューとレシピ掲載！ 

冊子版ISBN 9784560081112 
同時1アクセス(本体) ¥3,520 
同時3アクセス(本体) ¥5,280 

商品コード 1028391586 

2020年1月 
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初版グリム童話集 1～５ 
著者：ヤーコプ・グリム／ヴィルヘルム・グリム 

 

初版グリム童話がもつ、素朴で荒削りな文体、
残酷で恐ろしいお話の数々をお楽しみください。 

5冊揃価格（分売可） 
・同時1アクセス（本体）￥10,340 
・同時3アクセス（本体）￥15,510 

※詳細はお問合せください。 
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ベレ出版 
BERET SCIENCEシリーズ 

まずはこの一冊から！「科学アタマ」をつくるおすすめのシリーズです。 

6冊揃価格：同時１アクセス（本体）¥25,520 同時3アクセス（本体）¥33,000 
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 

学んでみると量子論はおもしろい 【スマホ・読上】 
（BERET SCIENCE） （※） 

牟田 淳 2012 9784860643232 ¥4,070 ¥5,280 1028154434 

学んでみると生命科学はおもしろい 【スマホ・読上】 
（BERET SCIENCE） （※） 

田口 英樹 2014 9784860643829 ¥4,070 ¥5,280 1028154435 

地底の科学 ―地面の下はどうなっているのか?―【スマホ・読上】
（BERET SCIENCE） （※） 

後藤 忠徳 2013 9784860643706 ¥4,620 ¥5,940 1028154439 

「地球システム」を科学する 【スマホ・読上】 
（BERET SCIENCE） （※） 

伊勢 武史 2013 9784860643768 ¥4,620 ¥5,940 1028154440 

宇宙のことがだいたいわかる通読できる宇宙用語集  
【スマホ・読上】（BERET SCIENCE） （※） 

郷田 直輝 2014 9784860643836 ¥4,070 ¥5,280 1028154441 

個性は遺伝子で決まるのか ―行動遺伝学からわかってきたこと―
【スマホ・読上】（BERET SCIENCE） （※） 

小出 剛 2015 9784860644574 ¥4,070 ¥5,280 1028154442 

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 

英語は早ければたった1日で話せるようになる 【スマホ・読上】 （※） 宗形 諭史 2015 9784860644451 ¥3,850 ¥5,060 1028154433 

外国人とどんどん話せる英会話トレーニングBOOK ―コミュニケー
ション能力が飛躍的にUPする―【スマホ・読上】 （※） 

高橋 正彦 2013 9784860643546 ¥6,050 ¥7,810 1028154436 

単語で通じる英会話 ―失礼にならないミニ英会話表現― 
【スマホ・読上】 （※） 

原島 一男 2013 9784860643553 ¥4,070 ¥5,280 1028154437 

地図はどのようにして作られるのか 
 ―まるごとわかる地図の教科書―【スマホ・読上】 （※） 

山岡 光治 2013 9784860643683 ¥4,620 ¥5,940 1028154438 

やさしい英語で話がはずむ!外国人が喜ぶ日本のトピック108  
【スマホ・読上】 （※） 

坂口 雅彦 2017 9784860645038 ¥4,950 ¥6,380 1028154443 

中学3年分の英語チャレンジワークシート 【スマホ・読上】 （※） 横田 直美 2017 9784860645045 ¥3,850 ¥5,060 1028154444 

雨はどのような一生を送るのか 
 ―降る前から降った後までのメカニズム―【スマホ・読上】 （※） 

三隅 良平 2017 9784860645120 ¥4,620 ¥5,940 1028154445 

由来とつながりがわかる英単語語源マップ 【スマホ・読上】 （※） 臼井 俊雄 2017 9784860645144 ¥5,170 ¥6,710 1028154446 

英語関連やその他自然科学関連タイトルもオススメ！ 
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ウルトラ図解シリーズ・好評配信中！ 

法研のタイトルはPDF版購入でスマホ・読上げ機能が付属します！ 

そのほか医療・介護関連タイトルなど・好評配信中！ 

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 

ADHD ―成人期ADHDの特性を理解して、上手にコントロールしていく―
（ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

岩波 明 2018 9784865134414 ¥1,320  ¥3,960  1027910670 

ウルトラ図解パーソナリティ障害 ―生きづらさ・苦しみを減らすための理
解と接し方―（オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

林 直樹 2018 9784865134421 ¥1,320  ¥3,960  1027959377 

乳がん ―最新の正しい知識で不安を解消―（ウルトラ図解 : オー
ルカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

齊藤 光江 2017 9784865132823 ¥1,815  ¥5,500  1026546431 

めまい・耳鳴り ―治療の不安をなくす知識と生活術―（ウルトラ図
解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

古宇田 寛子 2017 9784865132830 ¥1,815  ¥5,500  1026546432 

ウルトラ図解統合失調症 ―理解を深めて病気とともに歩む―（ウ
ルトラ図解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

糸川 昌成 2017 9784865132847 ¥1,210  ¥3,630  1026725165 

前立腺の病気 ―つらい症状を改善して生活の質を向上させる―
（ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

高橋 悟 2017 9784865132854 ¥1,815  ¥5,445  1027988213 

甲状腺の病気 ―専門医が解説する最新の病気情報と正しい知識
―（ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

伊藤 公一 2016 9784865132762 ¥1,650  ¥4,950  1026546409 

くび・肩・背中の痛み ―不快な症状をもとから治す、知識と治療―
（ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

手塚 正樹 2016 9784865132779 ¥1,815  ¥5,500  1026546414 

認知症 ―予防・治療から介護まで、知っておきたい最新知識―
（ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

朝田 隆 2016 9784865132809 ¥1,815  ¥5,500  1026546421 

歯周病 ―自分の歯を守るメンテナンスと治療の知識―（ウルトラ
図解 : オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

渡辺 久 2016 9784865132816 ¥1,815  ¥5,500  1026546426 

10冊揃価格：同時１アクセス（本体）¥16,390  同時3アクセス（本体）¥49,445  

※その他タイトル詳細はお問い合わせください。 
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知っておきたい電子マネーと仮想通貨 
【スマホ・読上】(※) 

三菱総合研究所 著 
2018年 発行 

電子マネーや仮想通貨の普及は我々
のビジネスや生活にどのような影響を与
えるのでしょうか。本書では、電子マネー
と仮想通貨が今後切り開く世界につい
て解説します。 

冊子版ISBN 9784839965297 
同時1アクセス 

(本体) ¥2,337 
同時3アクセス 

(本体) ¥5,844 

商品コード 1028352510 

地球外生命体 
 ―実はここまできている探査技術―【スマホ・読上】(※) 

井田 茂 著 
2017年 発行 

本書では、最新の研究や探査を基に、
ここ数年で急にホットな話題になった地
球外生命体発見の可能性をわかりや
すく解説し、誰もが知りたいと思う地球
外生命体の謎に迫ります。 

冊子版ISBN 9784839965174 
同時1アクセス 

(本体) ¥2,337 
同時3アクセス 

(本体) ¥5,844 

商品コード 1028352511 

恥ずかしがらずに便の話をしよう 【スマホ・読上】(※) 
佐藤 満春 著 
2017年 発行 

身近であるはずなのに、敬遠しがちだっ
たうんこの存在。本書を通して、皆さん
にうんこの持つ大切な役割を理解しても
らいたいと思います。 

冊子版ISBN 9784839964825 
同時1アクセス 

(本体) ¥2,337 
同時3アクセス 

(本体) ¥5,844 

商品コード 1028352512 

司書子さんとタンテイさん 
 ―木苺はわたしと犬のもの―【スマホ・読上】(※) 

冬木 洋子 著 
2017年 発行 

小さな市立図書館の児童室に勤める
司 蕭子は、プライベートでは泣き虫で
人見知り。ある日、“タンテイ”、こと、反
田とともに、児童室で泣いていた女の子
の髪飾りを探すことになるが……。 

冊子版ISBN 9784839964726 
同時1アクセス 

(本体) ¥1,779 
同時3アクセス 

(本体) ¥4,449 

商品コード 1028352509 

あの日、茜色のきみに恋をした。【スマホ・読上】(※) 
街 みさお 著 

2018年 発行 
小学生時代にいじめられていた経験の
ある優菜は、自分のような子どもを減ら
したいという想いで小学校教諭となった。
ひとりの女性の葛藤と成長を描いた、珠
玉のラブストーリー。 

冊子版ISBN 9784839965167 
同時1アクセス 

(本体) ¥1,779 
同時3アクセス 

(本体) ¥4,449 

商品コード 1028352507 

東京「物ノ怪」訪問録 
 ―河童の懸場帖―【スマホ・読上】(※) 

桔梗 楓 著 
2017年 発行 

配置薬販売のニワトコ薬局No.1販売
員の河野遥河（かわのはるか）は、容
姿端麗、物腰柔らかで女性社員から
大人気。だが大きな秘密がある。それは
真の姿が「河童」だということ。 

冊子版ISBN 9784839964849 
同時1アクセス 

(本体) ¥1,779 
同時3アクセス 

(本体) ¥4,449 

商品コード 1028352508 

マイナビ出版 
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電子書籍アクセシビリティの研究 
 ―視覚障害者等への対応からユニバーサルデザインへ― 【スマホ・読上付】 

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 

放射線とは何か ―正しく向き合うための原点― 
 【スマホ・読上付】 

名越 智恵子 2011 9784621084212 ¥3,300 ¥4,950 1008139870 

新・霊長類学のすすめ （京大人気講義シリーズ） 
 【スマホ・読上付】 

京都大学霊長
類研究所 

2012 9784621085332 ¥4,620 ¥6,930 1010718920 

「地球温暖化」神話 ―終わりの始まり― 
 【スマホ・読上付】 

渡辺 正 2012 9784621085172 ¥3,960 ¥5,940 1010995015 

データが語るおいしい野菜の健康力 【スマホ・読上付】 及川 紀久雄 2012 9784621085202 ¥3,300 ¥4,950 1011227118 

タイムアクシス・デザインの時代 ―世界一やさしい国の
モノ・コトづくり― 【スマホ・読上付】 

松岡 由幸 2012 9784621085714 ¥4,180 ¥6,270 1011227120 

食べられる生きものたち ―世界の民族と食文化48― 
【スマホ・読上付】 

「月刊みんぱく」
編集部 

2012 9784621085660 ¥4,180 ¥6,270 1011492081 

不明熱を減らすための外来発熱診療ガイド ―症候別
の診かた・考えかた― 【スマホ・読上付】 

大滝 純司 2012 9784621085899 ¥7,920 ¥11,880 1011601617 

丸善出版のタイトルはPDF版購入でスマホ・読上げ機能が付属します！ 

著者 松原 聡 
2017年 

電子書籍の普及が著しい。しかし、その音声読み上げや文字拡大機能などのア
クセシビリティ機能に注目した研究はまだ少ない。2016年4月、障害者差別解
消法が施行されたが、この法律によって、障害者は「社会的障壁」の除去を要求
できることとなった。紙の書籍は、視覚障害者等にとっては社会的障壁となる。そ
の除去の有力な手法が、電子書籍化である。 本書は、電子書籍のアクセシビリ
ティ機能について総合的に研究した、我が国初の書籍である。本書では、「視覚
障害者等」だけでなく、老眼などで紙の書籍の利用が困難になった方や、通勤電
車などでの音読のニーズなどを踏まえた上で、電子書籍のアクセシビリティ機能の
現状や将来の展望などを明らかにしていく。  

冊子版ISBN 9784908590016 同時1アクセス 
(本体) ¥5,280 

商品コード 1025578832 同時3アクセス 
(本体) ¥7,920 
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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 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 映画「恋愛小説家」編 【スマホ・読上】 （※） 松本 道弘 

ＤＢジャパン 

- 9784861400353 ¥990  ¥1,485  1029883400 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 映画「カッコーの巣の上で」編 【スマホ・読上】 （※） 松本 道弘 - 9784861400360 ¥990  ¥1,485  1029883401 

これから会社を継ぐ人のための実践ノート 【スマホ・読上】 （※） - - 9784861400421 ¥990  ¥1,485  1029883402 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 映画「最後の誘惑」編 【スマホ・読上】 （※） - - 9784861400490 ¥990  ¥1,485  1030071664 

映画でみがく英語道 松本道弘の映画道場 映画「十二人の怒れる男」編 【スマホ・読上】 （※） 松本 道弘 - 9784861400506 ¥990  ¥1,485  1030071665 

バリバリウケる！ジャパングリッシュ ―「ペーパードライバー」は英語じゃない！― 【スマ
ホ・読上】（GOTCHA！新書 1） （※） 

- 

アルク 

- - ¥2,200  ¥3,300  1030526713 

炎上論 ―これからのコミュニケーションと生き方― 【スマホ・読上】（GOTCHA！新書 2） （※） - - - ¥2,200  ¥3,300  1030526714 

新しいオンライン英会話の使い方 ―人気ブロガーのノウハウ満載！― 【スマホ・読上】
（GOTCHA！新書 3） （※） 

- - - ¥2,200  ¥3,300  1030526715 

濵﨑流 TOEIC (R) L&Rテストの鍛え方 【スマホ・読上】（GOTCHA！新書 4） （※） - - - ¥2,200  ¥3,300  1030526716 

「英語で電話会議」の教科書 【スマホ・読上】（GOTCHA！新書 5） （※） - - - ¥2,200  ¥3,300  1030526717 

即使える「病院英語」ハンドブック 【スマホ・読上】（GOTCHA！新書 6） （※） - - - ¥2,200  ¥3,300  1030526718 

TOEIC(R) L&Rテスト スコアアップの奥義 【スマホ・読上】（GOTCHA！新書 7） （※） - - - ¥2,200  ¥3,300  1030526719 

イングリッシュ・ドクター流 英語が上達しない原因のなおし方 【スマホ・読上】（GOTCHA！
新書 8） （※） 

- - - ¥2,200  ¥3,300  1030526720 

キクタンGTEC(R) Basic&Advanced両対応 【スマホ・読上】 （※） - 2019 9784757433267 ¥4,950  ¥7,425  1030526721 

起きてから寝るまでネコ英語表現 【スマホ・読上】 （※） 吉田 研作 2019 9784757433199 ¥4,950  ¥7,425  1030526722 

起きてから寝るまでイヌ英語表現 【スマホ・読上】 （※） 吉田 研作 2019 9784757433205 ¥4,950  ¥7,425  1030526723 

同時通訳者のここだけの話 ―プロ通訳者のノート術公開―【スマホ・読上】 （※） 関根 マイク 2019 9784757433236 ¥5,280  ¥7,920  1030526724 

英語朗読でたのしむ日本文学 【スマホ・読上】 （※） 青谷 優子 2019 9784757433342 ¥6,600  ¥9,900  1030526725 

やりがち英語ミスこっそりチェック帳 ―知ってるつもりで大間違い?「うっかり」ミスを自己点
検―【スマホ・読上】（アルクライブラリー） （※） 

関野 孝雄 2019 9784757433335 ¥2,970  ¥4,455  1030526726 

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―【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 

伊藤 雅博 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2017 9784295001126 ¥6,600  ¥13,200  1028157729 

VRを気軽に体験モバイルVRコンテンツを作ろう! ―最新版のUnity 2017を使ったGear 
VR&ハコスコで動くVRコンテンツの作り方―【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 

酒井 駿介 2017 9784295002345 ¥5,940  ¥11,880  1028157730 

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

Robert Nystrom 2015 9784844338901 ¥12,540  ¥25,080  1028157731 

DevOpsを支えるHashiCorpツール大全 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 前佛 雅人 2015 9784844339267 ¥6,534  ¥13,068  1028157732 

SoftLayer詳細解説ガイド 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 安田 智有 2016 9784844339861 ¥6,534  ¥13,068  1028157733 

エンタープライズ・アジャイル実践入門 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 藤井 智弘 2015 9784844339908 ¥4,620  ¥9,240  1028157734 

MySQL Clusterによる高可用システム運用ガイド 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 山崎 由章 2016 9784844380108 ¥6,534  ¥13,068  1028157735 

Windows 10ユニバーサルアプリ開発 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 薬師寺 国安 2016 9784844380115 ¥5,346  ¥10,692  1028157736 

Unity5ゲーム開発はじめの一歩 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 古波倉 正隆 2016 9784844380122 ¥5,346  ¥10,692  1028157737 

OpenDaylight構築実践ガイド 【スマホ・読上】（THINK IT BOOKS） （※） 倉橋 良 2016 9784844381655 ¥6,600  ¥13,200  1028157738 

Ansible徹底活用ガイド 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 平 初 2016 9784844381662 ¥5,940  ¥11,880  1028157739 

MySQL即効クエリチューニング 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） yoku0825 2016 9784295000297 ¥5,940  ¥11,880  1028157745 

いちばんやさしい不動産の教本 ―人気講師が教える土地建物の基本と取引のしくみ―
【スマホ・読上】 （※） 

林 秀行 2017 9784295002963 ¥4,455  ¥8,910  1028157746 

SoftLayerシステム構築実践ガイド 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 
日本SoftLayerユーザー
会 

2015 9784844338147 ¥4,950  ¥9,900  1028157747 

基礎Ruby on Rails 改訂3版 【スマホ・読上】（Impress kiso series） （※） 黒田 努 2015 9784844338154 ¥9,900  ¥19,800  1028157748 

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―【スマ
ホ・読上】（Impress top gear） （※） 

Sebastian Raschka 2016 9784844380603 ¥13,200  ¥26,400  1028157749 

101年目の高校野球「いまどき世代」の力を引き出す監督たち 【スマホ・読上】 （※） 大利 実 2016 9784844381143 ¥4,290  ¥8,580  1028157750 

やさしく学べるMySQL運用・管理入門 【スマホ・読上】 （※） 梶山 隆輔 2016 9784295000198 ¥8,580  ¥17,160  1028157751 

生きる場所を、もう一度選ぶ ―移住した23人の選択―【スマホ・読上】（しごとのわ） （※） 小林 奈穂子 2017 9784295000631 ¥4,455  ¥8,910  1028157752 

小さな会社でぼくは育つ 【スマホ・読上】（しごとのわ） （※） 神吉 直人 2017 9784295000648 ¥4,455  ¥8,910  1028157753 

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） （※） 

川上 浩司 2017 9784295000921 ¥4,455  ¥8,910  1028157754 

長く働けるからだをつくる ―ビジネススキルより大切な「立つ」「歩く」「坐る」のキホン―【ス
マホ・読上】（しごとのわ） （※） 

梶山 寿子 2017 9784295001973 ¥4,455  ¥8,910  1028157755 

魔法をかける編集 【スマホ・読上】（しごとのわ） （※） 藤本 智士 2017 9784295001980 ¥4,752  ¥9,504  1028157756 

「かっこいい」の鍛え方 ―女子プロレスラー里村の報われない22年の日々―【スマホ・読
上】（しごとのわ） （※） 

里村 明衣子 2017 9784295002284 ¥4,455  ¥8,910  1028157757 

社長の「まわり」の仕事術 【スマホ・読上】（しごとのわ） （※） 上阪 徹 2017 9784295002611 ¥4,752  ¥9,504  1028157758 

写真で見るホンダ「NSX」 【スマホ・読上】 （※） 深田 昌之 2017 9784295001065 ¥990  ¥1,980  1028157759 

働く人改革 ―イヤイヤが減って、職場が輝く!ほんとうの「働き方改革」―【スマホ・読上】
（できるビジネス） （※） 

沢渡 あまね 2017 9784295001270 ¥4,455  ¥8,910  1028157760 

変わりゆく高校野球 ―新時代を勝ち抜く名将たち : 「いまどき世代」と向き合う大人力―
【スマホ・読上】 （※） 

大利 実 2017 9784295001331 ¥4,290  ¥8,580  1028157761 

10年後の働き方 ―「こんな仕事、聞いたことない!」からイノベーションの予兆をつかむ―
【スマホ・読上】（できるビジネス） （※） 

未来予報株式会社 2017 9784295001928 ¥4,686  ¥9,372  1028157762 

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】 （※） 

上野 義治 2017 9784295002321 ¥4,455  ¥8,910  1028157763 

幸運な男 ―伊藤智仁悲運のエースの幸福な人生―【スマホ・読上】 （※） 長谷川 晶一 2017 9784295002420 ¥5,280  ¥10,560  1028157764 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

49 



● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

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 

臨終医は見た!「いのち」の奇跡 ―60歳からの"人生の岐路"に効く、生命力の磨き方―
【スマホ・読上】 （※） 

志賀 貢 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2017 9784295002901 ¥3,795  ¥7,590  1028157765 

新人エンジニアのためのインフラ入門 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） BFT 2018 9784295003250 ¥5,940  ¥11,880  1028157766 

あなたにピッタリの片付け術を見付けよう 【スマホ・読上】（qufourブックス . 片付け過ぎな
い片付け術 1） （※） 

NON 2018 9784295003427 ¥1,650  ¥3,300  1028157767 

ママと家族の片付け術 【スマホ・読上】（qufourブックス . 片付け過ぎない片付け術 2） （※） NON 2018 9784295003434 ¥1,650  ¥3,300  1028157768 

乱れやすい場所の片付け術&キレイを続ける掃除術 【スマホ・読上】（qufourブックス . 片
付け過ぎない片付け術 3） （※） 

NON 2018 9784295003441 ¥1,650  ¥3,300  1028157769 

ビジネスマンのためのドーピング・ガイド 【スマホ・読上】 （※） 加藤 三千尋 2004 9784844320043 ¥2,970  ¥5,940  1028157770 

案本 ―「ユニーク」な「アイディア」の「提案」のための「脳内経験」―【スマホ・読上】 （※） 山本 高史 2008 9784844325444 ¥4,752  ¥9,504  1028157771 

「伝わる」のルール ―体験でコミュニケーションをデザインする―【スマホ・読上】 （※） 伊藤 直樹 2009 9784844327684 ¥4,455  ¥8,910  1028157772 

iPhone東京古地図散歩のすすめ ―「東京時層地図」で明治、大正、昭和を歩く―【スマホ・
読上】 （※） 

荻窪 圭 2015 9784844336211 ¥1,980  ¥3,960  1028157773 

2020年を見据えたグローバル企業のIT戦略 クラウド、GRC編 【スマホ・読上】（IT Leaders
選書） （※） 

入江 宏志 2014 9784844337409 ¥3,960  ¥7,920  1028157774 

2020年を見据えたグローバル企業のIT戦略 ビッグデータ編 【スマホ・読上】（IT Leaders選
書） （※） 

入江 宏志 2015 9784844339717 ¥2,640  ¥5,280  1028157775 

2020年を見据えたグローバル企業のIT戦略 IoT編 【スマホ・読上】（IT Leaders選書） （※） 入江 宏志 2015 9784844339724 ¥2,640  ¥5,280  1028157776 

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 2016 9784844339731 ¥5,940  ¥11,880  1028157777 

将来を見据え、目前のITを評価せよ 【スマホ・読上】（IT Leaders選書 . CIOのための「IT未
来予測」） （※） 

大和 敏彦 2014 9784844337416 ¥3,960  ¥7,920  1028157778 

IoTによってビジネスを変える 【スマホ・読上】（IT Leaders選書 . CIOのための「IT未来予
測」 vol.2） （※） 

大和 敏彦 2015 9784844339519 ¥3,960  ¥7,920  1028157779 

楽天Koboライティングライフ公式ガイド 【スマホ・読上】 （※） 村上 俊一 2015 9784844338208 ¥1,650  ¥3,300  1028157780 

コンテンツマーケティングの教本 ―いちばんやさしい : 人気講師が教える宣伝せずに売れ
る仕組み作り―【スマホ・読上】 （※） 

宗像 淳 2015 9784844338260 ¥5,544  ¥11,088  1028157781 

深化するSCM 【スマホ・読上】（IT Leaders選書） （※） 
アビームコンサル
ティング 

2015 9784844338871 ¥4,620  ¥9,240  1028157782 

すぐにできるWindows 8.1→10無料アップグレード 【スマホ・読上】（できるネットeBook） （※） 清水 理史 2015 9784844339052 ¥990  ¥1,980  1028157783 

すぐにできるWindows 7→10無料アップグレード 【スマホ・読上】（できるネットeBook） （※） 清水 理史 2015 9784844339069 ¥990  ¥1,980  1028157784 

今すぐ楽しむ!Periscope 【スマホ・読上】（impress Digital Books） （※） 小暮 正人 2015 9784844339175 ¥1,650  ¥3,300  1028157785 

新世代デジタルマーケティング ―ネットと全チャネルをつなぐ統合型データ活用のすすめ
―【スマホ・読上】 （※） 

横山 隆治 2015 9784844339441 ¥5,940  ¥11,880  1028157786 

ネットショップのあるあるクレーム対処術 ―「謝れ」「責任者を出せ」「今すぐ回答しろ」「誠
意を見せろ」「納得できない」―【スマホ・読上】（impress Digital Books） （※） 

東 弘樹 2015 9784844339502 ¥1,650  ¥3,300  1028157787 

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） （※） 鵜野 幸一郎 2016 9784844339526 ¥3,960  ¥7,920  1028157788 

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 2015 9784844339786 ¥7,260  ¥14,520  1028157789 

図解でわかるネット広告の運用のキホン 【スマホ・読上】（impress Digital Books） （※） 奥野 辰広 2015 9784844339854 ¥3,300  ¥6,600  1028157790 

ラブレターを代筆する日々を過ごす「僕」と、依頼をするどこかの「誰か」の話。 【スマホ・読上】 （※） 小林 慎太郎 2016 9784844339915 ¥3,300  ¥6,600  1028157791 

Web担当者よ、古いIEを捨ててモダンブラウザに今すぐ対応せよ 【スマホ・読上】（impress 
Digital Books） （※） 

物江 修 2016 9784844380054 ¥1,161  ¥2,323  1028157792 

基礎Python 【スマホ・読上】（Impress kiso series） （※） 大津 真 2016 9784844380153 ¥8,844  ¥17,688  1028157793 

基礎Visual Basic 2015 【スマホ・読上】（Impress kiso series） （※） 羽山 博 2016 9784844380207 ¥10,560  ¥21,120  1028157794 

スペシャリストが解説するAmazon Web Services知っておきたい基礎知識 【スマホ・読上】
（IT Leaders選書） （※） 

佐々木 大輔 2016 9784844380306 ¥3,960  ¥7,920  1028157795 

ものづくりからことづくりへ ―IoTが製造業に迫るサービス化の波―【スマホ・読上】（IT 
Leaders選書） （※） 

山田 篤伸 2016 9784844380375 ¥3,960  ¥7,920  1028157796 

失敗しないモダナイゼーション ―マイグレーションを成功させよ!―【スマホ・読上】（IT 
Leaders選書） （※） 

松本 吉徳 2016 9784844380443 ¥3,960  ¥7,920  1028157797 

海外ECサイトの事例に学ぶ売上UPのコツ 【スマホ・読上】（impress Digital Books） （※） 尼口 友厚 2016 9784844380474 ¥3,300  ¥6,600  1028157798 

「直帰率の改善が私を育てました」 2010-2011 【スマホ・読上】（アナリティクスアソシエー
ション公式テキスト : a2i books . a2iの軌跡） （※） 

アナリティクスアソシエー
ション 

2015 9784844338659 ¥1,650  ¥3,300  1028157799 

「仮説が大事。では、よい仮説とは何ですか?」 2012 【スマホ・読上】（アナリティクスアソシ
エーション公式テキスト : a2i books . a2iの軌跡） （※） 

アナリティクスアソシエー
ション 

2015 9784844338642 ¥1,650  ¥3,300  1028157800 

「ビッグデータには経験を積む覚悟が必要だ」 2013 【スマホ・読上】（アナリティクスアソシ
エーション公式テキスト : a2i books . a2iの軌跡） （※） 

アナリティクスアソシエー
ション 

2015 9784844338635 ¥1,650  ¥3,300  1028157801 

「アクセス解析からアナリティクスへ」 2014 【スマホ・読上】（アナリティクスアソシエーション
公式テキスト : a2i books . a2iの軌跡） （※） 

アナリティクスアソシエー
ション 

2015 9784844338628 ¥1,650  ¥3,300  1028157802 

「そのKPIに汗と情熱は染み込んでいるか?」 2015 【スマホ・読上】（アナリティクスアソシ
エーション公式テキスト : a2i books . a2iの軌跡） （※） 

アナリティクスアソシエー
ション 

2016 9784844380160 ¥990  ¥1,980  1028157803 

機械学習はデータ分析をどう変えるか? 2016 【スマホ・読上】（アナリティクスアソシエーショ
ン公式テキスト : a2i books . a2iの軌跡） （※） 

アナリティクスアソシエー
ション 

2017 9784295000846 ¥990  ¥1,980  1028157804 

名将たちが語る「これから」の高校野球 ―伝統の継承と革新 : 紡がれる100の歩み―【ス
マホ・読上】 （※） 

大利 実 2018 9784295004103 ¥4,290  ¥8,580  1028397346 

基礎Ruby on Rails 改訂4版 【スマホ・読上】（Impress kiso series） （※） 黒田 努 2018 9784295004608 ¥11,550  ¥23,100  1028397347 

Kubernetes完全ガイド 【スマホ・読上】（impress top gear） （※） 青山 真也 2018 9784295004806 ¥12,540  ¥25,080  1028499589 

「ハードウェアのシリコンバレー深圳」に学ぶ ―これからの製造のトレンドとエコシステム―
【スマホ・読上】 （※） 

藤岡 淳一 2017 9784844398035 ¥3,960  ¥7,920  1028546408 

「花子とアン」のふるさとから ―夫婦で歩く馬込文士村ガイド―【スマホ・読上】（New 
thinking and new ways） （※） 

佐山 一郎 2014 9784844396536 ¥2,805  ¥5,610  1028546409 

1日で読めてわかるTCP/IPのエッセンス 【スマホ・読上】（New thinking and new ways） （※） 榊 正憲 2014 9784844396192 ¥3,300  ¥6,600  1028546410 

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、そして自動運転車の未来―【スマホ・読上】（New thinking and new ways） （※） 

石川 憲二 2017 9784844397618 ¥3,960  ¥7,920  1028546411 

Boot Camp導入ガイド ―MacでWindowsを使う―【スマホ・読上】（New thinking and new 
ways） （※） 

向井 領治 2015 9784844396581 ¥2,640  ¥5,280  1028546412 

Cypherクエリー言語の事例で学ぶグラフデータベースNeo4j 【スマホ・読上】（New thinking 
and new ways） （※） 

李 昌桓 2015 9784802090490 ¥3,960  ¥7,920  1028546413 

Elastic Stackで作るBI環境 ―誰でもできるデータ分析入門―【スマホ・読上】（技術書典
Series） （※） 

石井 葵 2017 9784844397809 ¥3,960  ¥7,920  1028546414 
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iPadでは物足りない人のためのNexus7スピード入門 ―Nexus7(2012)/(2013)・Android4.3
対応―【スマホ・読上】（New thinking and new ways） （※） 

塩田 紳二 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2013 9784844395911 ¥3,630  ¥7,260  1028546415 

ITの正体 ―なぜスマホが売れると、クルマが売れなくなるのか?―【スマホ・読上】（New 
thinking and new ways） （※） 

湧川 隆次 2014 9784844396116 ¥4,620  ¥9,240  1028546416 

IT管理者のための情報セキュリティガイド 【スマホ・読上】（Security series） （※） 二木 真明 2016 9784802090926 ¥5,280  ¥10,560  1028546417 

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―【スマホ・読上】（New thinking and new ways） （※） 

大田 昌幸 2015 9784802090261 ¥5,940  ¥11,880  1028546418 

Ken's home page ―インターネット草創期に活躍した若き編集者のメッセージ―【スマホ・
読上】（New thinking and new ways） （※） 

インプレスグループ25周
年特別企画プロジェクト 

2018 9784844398240 ¥990  ¥1,980  1028546419 

Kinect v2楽しいプログラミング入門 【スマホ・読上】 （New thinking and new ways） （※） 大田 昌幸 2015 9784844396772 ¥2,970  ¥5,940  1028546420 

MacでWindowsを使う本 【スマホ・読上】（New thinking and new ways） （※） 向井 領治 2013 9784844396017 ¥3,960  ¥7,920  1028546421 

実践!最新Googleマシンラーニング 【スマホ・読上】（TensorFlowはじめました [1]） （※） 有山 圭二 2016 9784802090889 ¥3,300  ¥6,600  1028546422 

機械学習で超解像-super resolution 【スマホ・読上】（TensorFlowはじめました 2） （※） 有山 圭二 2017 9784844397748 ¥3,300  ¥6,600  1028546423 

Object detection-物体検出 【スマホ・読上】（TensorFlowはじめました 3） （※） 有山 圭二 2018 9784844398080 ¥3,300  ¥6,600  1028546424 

Visual BasicによるKinect基本プログラミング 【スマホ・読上】（Think IT books） （※） 薬師寺 国安 2013 9784844395799 ¥5,280  ¥10,560  1028546425 

VMware導入ガイド－MacでWindowsを使う 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 向井領治 2015 9784844396574 ¥2,640  ¥5,280  1028546426 

アイデアスケッチの教科書 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） ArtistHAL_ 2015 9784802090483 ¥3,960  ¥7,920  1028546427 

アイデアソンとハッカソンで未来をつくろう 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - 2015 9784802090360 ¥4,290  ¥8,580  1028546428 

あなたの会社がＭ２Ｍ／ＩｏＴでつまづく２５の理由 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 和田篤士 2017 9784844397717 ¥3,960  ¥7,920  1028546429 

イベンターノートがアニサマ出演アーティストにインタビューしてみました 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

アニメロサマーライブ 2016 9784844397397 ¥3,300  ¥6,600  1028546430 

イベンターノートが声優にインタビューしてみました データと生の声で探る声優イベントの
世界 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

イベンターノート 2016 9784802090766 ¥3,960  ¥7,920  1028546431 

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 【スマ
ホ・読上】（Next Publishing） （※） 

岩山 知三郎 2012 9784844395287 ¥3,630  ¥7,260  1028546432 

インターネット私史 その礎を築いた友たちへ 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - 2014 9784844396529 ¥3,960  ¥7,920  1028546433 

インターネット白書 2016 ―イノベーションが疾走する―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
インターネット白書編
集委員会 

2016 9784802090698 ¥6,600  ¥13,200  1028546434 

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

インターネット白書編
集委員会 

2017 9784844397465 ¥5,940  ¥11,880  1028546435 

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―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

インターネット白書編
集委員会 

2018 9784844398134 ¥6,930  ¥13,860  1028546436 

エンタープライズアジャイルの可能性と実現への提言 アンチパターンとその克服事例 【ス
マホ・読上】（NextPublishing） （※） 

エンタープライズア
ジャイル勉強会 

2016 9784844397281 ¥4,620  ¥9,240  1028546437 

オープンデータ時代の標準Web API SPARQL 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 加藤 文彦 2015 9784802090438 ¥4,620  ¥9,240  1028546438 

おとなが読んで・知って・まもる こどもiPad 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 吉田メグミ 2014 9784844396000 ¥2,970  ¥5,940  1028546439 

おとなのIT法律事件簿 弁護士が答えるネット社会のトラブルシューティング 【スマホ・読
上】（Next Publishing） （※） 

蒲 俊郎 2013 9784844395768 ¥3,960  ¥7,920  1028546440 

おとなの法律事件簿 家庭編 弁護士が教える生活トラブルの乗り越え方 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

蒲 俊郎 著 2018 9784844398172 ¥5,940  ¥11,880  1028546441 

オリンピックITの挑戦 ―システムが支える大会の舞台裏―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

田崎雅彦 2016 9784802090582 ¥4,950  ¥9,900  1028546442 

くぼたつ式思考カード 完全版 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 久保田 達也 著 2018 9784844398486 ¥5,940  ¥11,880  1028546443 

くぼたつ式思考カード５４モバイルワーク編 ―超身軽！スマホ１台でできる創造的仕事術
―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

久保田達也 2017 9784844397793 ¥3,960  ¥7,920  1028546444 

くぼたつ式思考カード５４ ライフスタイル編 ―今日から始めるアイディア発想型生活術―
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

久保田達也 2017 9784844397564 ¥3,960  ¥7,920  1028546445 

くぼたつ式思考カード54 ―新しいことを考え出す知識と技術―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

- 2016 9784802090759 ¥3,300  ¥6,600  1028546446 

クラウドソ－シングの衝撃 ―雇用流動化時代の働き方・雇い方革命―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

比嘉邦彦 2014 9784844395850 ¥4,158  ¥8,316  1028546447 

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

- 2016 9784802090612 ¥4,620  ¥9,240  1028546448 

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 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） マストドン研究会 2017 9784844397724 ¥2,640  ¥5,280  1028546449 

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

学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会 

2013 9784844395829 ¥3,458  ¥6,916  1028546450 

これからの「教育」の話をしよう 2 ―教育改革×ＩＣＴ力―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会 

2017 9784844397540 ¥3,960  ¥7,920  1028546451 

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

学校広報ソーシャルメ
ディア活用勉強会 

2017 9784844397656 ¥3,960  ¥7,920  1028546452 

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

学校広報ソーシャルメ 2018 9784844398479 ¥3,960  ¥7,920  1028546453 

こんなにスゴイ！ 地図作りの現場 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - 2016 9784844397274 ¥4,950  ¥9,900  1028546454 

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

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  1028546455 

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―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

久枝 穣 著 2017 9784844398011 ¥3,960  ¥7,920  1028546456 

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!―【スマホ・
読上】（NextPublishing） （※） 

モバイル・コンテン
ツ・フォーラム 

2016 9784802090810 ¥15,840  ¥31,680  1028546457 

テレビのIT革命 上 ―ソーシャルTVとスマートTVが切り拓く新市場―【スマホ・読上】（Next 
Publishing） （※） 

清水 計宏 2012 9784844395294 ¥5,940  ¥11,880  1028546458 

テレビのIT革命 中 ―スマートTVをめぐる韓国・中国メーカーの攻防―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

清水 計宏 2014 9784844395997 ¥3,960  ¥7,920  1028546459 

テレビのIT革命 下 ―次世代テレビ市場へ挑む日本メーカー―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

清水 計宏 2014 9784844396161 ¥3,960  ¥7,920  1028546460 

テレワークが未来を創る 働き方改革で実現するトランスボーダー社会 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

日本テレワーク学会 2015 9784802090186 ¥5,940  ¥11,880  1028546461 
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テレワークで働き方が変わる!テレワーク白書2016 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 日本テレワーク協会 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2016 9784802090728 ¥4,620  ¥9,240  1028546462 

ネットと共に成長する出版へ NextPublishingのすすめ 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
インプレス
R&DNextPublishingセン
ター 

2016 9784802090605 ¥330  ¥660  1028546463 

ネットと共に成長する出版へNextPublishingのすすめ パートナー編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

インプレス
R&DNextPublishingセン
ター 

2016 9784802090780 ¥330  ¥660  1028546464 

ネットと共に成長する出版へNextPublishingのすすめ 著者編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

インプレス
R&DNextPublishingセン
ター 

2016 9784802090797 ¥330  ¥660  1028546465 

ネットと共に成長する出版へNextPublishingのすすめ 編集者編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

インプレス
R&DNextPublishingセン
ター 

2016 9784802090773 ¥330  ¥660  1028546466 

はじめての技術書ライティング－ＩＴ系技術 ―IT系技術書を書く前に読む本―【スマホ・読
上】（NextPublishing） （※） 

向井 領治 著 2018 9784844397977 ¥5,280  ¥10,560  1028546467 

ひと目で伝わる！ ワンランク上のグラフ作成術 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 衣袋 宏美 2013 9784844395805 ¥3,300  ¥6,600  1028546468 

フェアユースは経済を救う ―デジタル覇権戦争に負けない著作権法―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

城所 岩生 2016 9784844397335 ¥5,280  ¥10,560  1028546469 

プライバシー影響評価ガイドライン実践テキスト 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - 2016 9784802090858 ¥7,260  ¥14,520  1028546470 

プログラミングの基本がJavaScriptで学べる本 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 佐藤 信正 2017 9784844397847 ¥2,970  ¥5,940  1028546471 

プログレッシブウェブアプリＰＷＡ開発入門 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 柴田 文彦 著 2018 9784844398196 ¥5,280  ¥10,560  1028546472 

ベネマ集客術式 毎日１分Ｗｅｂ集客のツボ 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） Ｔｉｇｅｒ 著 2017 9784844398066 ¥5,610  ¥11,220  1028546473 

ベルウッドの軌跡 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 奥和宏 2015 9784802090537 ¥4,620  ¥9,240  1028546474 

マイコンボードで学ぶ楽しい電子工作 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 榊 正憲 2018 9784844398509 ¥5,280  ¥10,560  1028546475 

マストドンつまみ食い日記 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
ITmedia NEWS編集
部 

2017 9784844397823 ¥2,310  ¥4,620  1028546476 

みおふぉん公式ガイド iPhone編 改訂新版 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
インターネットイニシ
アティブ 

2015 9784802090162 ¥2,640  ¥5,280  1028546477 

みおふぉん公式ガイド ＺｅｎＦｏｎｅ２／５編 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - 2015 9784844396604 ¥2,640  ¥5,280  1028546478 

モチベーションを科学する チームメンバーの成長欲求を引き出す12の法則 【スマホ・読
上】（Next Publishing） （※） 

大塚 雅樹 2012 9784844395256 ¥2,640  ¥5,280  1028546479 

ロボホンといっしょ。 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） シャープ株式会社 2017 9784844397779 ¥3,960  ¥7,920  1028546480 

ロマンとそろばん 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 高橋 啓介 2018 9784844398318 ¥4,950  ¥9,900  1028546481 

ロンドン五輪でソーシャルメディアはどう使われたのか ―データで読むソーシャリンピック
元年―【スマホ・読上】（Next Publishing） （※） 

野々下 裕子 2012 9784844395355 ¥3,082  ¥6,164  1028546482 

花のパソコン道 パソコンでいきいきライフ ―熟年さんのパソコン物語―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

若宮正子 2014 9784844396420 ¥3,960  ¥7,920  1028546483 

情報セキュリティ内部監査の教科書 改訂3版 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 日本セキュリティ監査 2017 9784844398042 ¥10,560  ¥21,120  1028546484 

楽しく学ぶJava入門 合本 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 大津真 2016 9784802090742 ¥5,940  ¥11,880  1028546485 

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

大津真 2015 9784802090322 ¥2,310  ¥4,620  1028546486 

楽しく学ぶJava入門 2日目 ―変数と基本データ型―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 大津真 2015 9784802090339 ¥2,310  ¥4,620  1028546487 

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―【スマホ・読上】
（NextPublishing 3日目） （※） 

大津真 2015 9784802090414 ¥2,310  ¥4,620  1028546488 

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―【スマホ・読上】（NextPublishing） 
（※） 

大津真 2015 9784802090421 ¥2,310  ¥4,620  1028546489 

楽しく学ぶJava入門 5日目 ―いろいろな制御構造―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 大津真 2015 9784802090445 ¥2,310  ¥4,620  1028546490 

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―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

大津真 2015 9784802090452 ¥2,310  ¥4,620  1028546491 

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―【スマホ・読
上】（NextPublishing） （※） 

大津真 2015 9784802090469 ¥2,310  ¥4,620  1028546492 

簡単にできるWeb開発－CSP入門 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 山本 和子 2017 9784844397960 ¥5,940  ¥11,880  1028546493 

驚異！デジカメだけで月面や土星の輪が撮れる—ニコンCOOLPIX P900天体撮影テクニッ
ク 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

山野泰照 2015 9784802090155 ¥3,960  ¥7,920  1028546494 

今、見直すHTML&CSS 改訂版 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 林拓也 2016 9784844397373 ¥3,960  ¥7,920  1028546495 

今年の申告で将来が決まる!仮想通貨の税務対策 ―2018年3月確定申告対応版―【スマ
ホ・読上】（NextPublishing） （※） 

浜部 理恵 2018 9784844398189 ¥3,300  ¥6,600  1028546496 

再生可能エネルギーのメンテナンスとリスクマネジメント 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 安田 陽 2017 9784844397984 ¥5,940  ¥11,880  1028546497 

仕事で使う人のためのNexus 7セキュリティ入門 BYOD時代のタブレットセキュリティガイド 
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

塩田 紳二 2013 9784844395980 ¥3,630  ¥7,260  1028546498 

子どもをうつから救う！ ―家族のための症例別対応ガイド―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

武田浩一 2016 9784802090629 ¥2,970  ¥5,940  1028546499 

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!―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

児島新 2017 9784844397953 ¥3,300  ¥6,600  1028546500 

実践クラウドソーシング ―アイデア･発想をすぐビジネスにするためのオンライン人材活用
術―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

松浦 拓平 2014 9784844396208 ¥3,960  ¥7,920  1028546501 

初めてのＷｅｂサーバ「Ａｐａｃｈｅ」ＣｅｎｔＯＳ ７編 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 大津真 2017 9784844397755 ¥3,696  ¥7,392  1028546502 

上坂すみれの文化部は大阪を歩く 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
上坂すみれの文化
部は夜歩く 

2017 9784844397892 ¥2,640  ¥5,280  1028546503 

上坂すみれの文化部は大手町を歩く 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
上坂すみれの文化
部は夜歩く 

2016 9784802090933 ¥2,640  ¥5,280  1028546504 

上坂すみれの文化部は大手町を歩く Vol.2 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
上坂すみれの文化
部は夜歩く 

2017 9784844397427 ¥2,640  ¥5,280  1028546505 

信用の新世紀 ブロックチェーン後の未来 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 斉藤 賢爾 2017 9784844398073 ¥3,960  ¥7,920  1028546506 

世界の再生可能エネルギーと電力システム 電力システム編 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

安田 陽 著 2018 9784844398257 ¥2,970  ¥5,940  1028546507 

世界の再生可能エネルギーと電力システム 風力発電編 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 安田陽 2017 9784844397625 ¥2,970  ¥5,940  1028546508 

生活用ＩｏＴがわかる本 ―暮らしのモノをインターネットでつなぐイノベーション―【スマホ・
読上】（NextPublishing） （※） 

野城智也 2017 9784844397632 ¥5,280  ¥10,560  1028546509 

送電線は行列のできるガラガラのそば屋さん? 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 安田 陽 2018 9784844398165 ¥2,310  ¥4,620  1028546510 

調査統計データのリテラシー超入門 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 衣袋 宏美 2013 9784844395812 ¥3,300  ¥6,600  1028546511 

電子書籍端末の最新技術 Kindle、koboの読書機能から次世代端末に求められる要素技
術まで 【スマホ・読上】（Next Publishing） （※） 

藤原 隆弘 2012 9784844395270 ¥5,940  ¥11,880  1028546512 

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―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

関島 章江 2013 9784844395942 ¥3,960  ¥7,920  1028546513 

日本のIT なんか変? 次世代のデジタル産業を担う若者たちへ 【スマホ・読上】（Next 
Publishing） （※） 

木内里美 2013 9784844395669 ¥4,224  ¥8,448  1028546514 
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日本人が知らない中国インターネット市場[2011.11-2012.10] 現地発ITジャーナリストが報
告する5億人市場の真実 【スマホ・読上】（Next Publishing） （※） 

山谷 剛史 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2012 9784844395300 ¥5,280  ¥10,560  1028546516 

日本人が知らない中国ネットトレンド2014 ―スマートデバイスの普及動向からネット言論
規制まで―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

山谷 剛史 2014 9784844396284 ¥5,280  ¥10,560  1028546517 

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―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

高畑正幸 2014 9784844396321 ¥4,620  ¥9,240  1028546518 

米光一成ブックレビュー Vol.1 ―新刊めったくたガイド2005年編―【スマホ・読上】
（NextPublishing Vol.1） （※） 

米光一成 2014 9784844396505 ¥1,815  ¥3,630  1028546519 

米光一成ブックレビュー Vol.2 ―新刊めったくたガイド2006年編―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

米光一成 2014 9784844396512 ¥1,815  ¥3,630  1028546520 

僕が伝えたかったこと、古川享のパソコン秘史 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - 2015 9784802090100 ¥4,620  ¥9,240  1028546521 

未来を変える通貨 ビットコイン改革論 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 斉藤 賢爾 2015 9784802090087 ¥4,620  ¥9,240  1028546522 

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

斉藤賢爾 2017 9784844397526 ¥4,620  ¥9,240  1028546523 

未来型国家エストニアの挑戦 ―電子政府がひらく未来―【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - 2016 9784802090384 ¥3,960  ¥7,920  1028546524 

未来型国家エストニアの挑戦 ―電子政府がひらく世界―新版 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

ラウル・アリキヴィ 2017 9784844397502 ¥3,960  ¥7,920  1028546525 

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】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

小林 直史 2015 9784802090568 ¥2,310  ¥4,620  1028546526 

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】（仕
事で使える!シリーズ） （※） 

佐藤 芳樹 2017 9784844397472 ¥5,280  ¥10,560  1028546527 

仕事で使える!G Suite「スーパー大全」 【スマホ・読上】（仕事で使える!シリーズ） （※） 佐藤 芳樹 2017 9784844397649 ¥7,260  ¥14,520  1028546528 

次世代クラウドセキュリティーの全貌 【スマホ・読上】（仕事で使える!シリーズ . 仕事で使え
る G Suite セキュリティー解説編） （※） 

橋口 剛 2017 9784844397670 ¥1,980  ¥3,960  1028546529 

次世代クラウドグループウェアの全貌 【スマホ・読上】（仕事で使える!シリーズ . 仕事で使
える G Suite 企業導入編） （※） 

佐藤 芳樹 2017 9784844397663 ¥1,980  ¥3,960  1028546530 

仕事で使える!Google Apps Script 【スマホ・読上】（仕事で使える!シリーズ） （※） 増岡 千智 2017 9784844397762 ¥3,960  ¥7,920  1028546531 

仕事で使える!Google Apps活用全集 【スマホ・読上】（仕事で使える!シリーズ） （※） 佐藤 芳樹 2015 9784802090407 ¥5,940  ¥11,880  1028546532 

仕事で使える!Google Apps入門全集 【スマホ・読上】（仕事で使える!シリーズ） （※） 佐藤 芳樹 2015 9784802090391 ¥5,940  ¥11,880  1028546533 

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】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

小林 直史 2015 9784802090551 ¥5,940  ¥11,880  1028546534 

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】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

吉積 礼敏 2016 9784802090735 ¥2,310  ¥4,620  1028546535 

仕事で使える!Googleカレンダー ―クラウド時代のスケジュール管理術―最新改訂版 【ス
マホ・読上】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

佐藤 芳樹 2016 9784802090834 ¥2,310  ¥4,620  1028546536 

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】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

丹羽 国彦 2017 9784844397939 ¥1,980  ¥3,960  1028546537 

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】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

深川 岳志 2017 9784844397922 ¥1,980  ¥3,960  1028546538 

Transforming your organization with G Suite ―Tips and best practices―【スマホ・読上】
（Google Business Essentials） （※） 

佐藤 芳樹 2017 9784844397878 ¥4,950  ¥9,900  1028546539 

サイバーファースト ―デジタルとリアルの逆転経済―【スマホ・読上】（#xtech-books） （※） 江崎 浩 2017 9784844397786 ¥4,290  ¥8,580  1028546540 

シビックテックイノベーション ―行動する市民エンジニアが社会を変える―【スマホ・読上】
（#xtech-books） （※） 

松崎 太亮 2017 9784844397991 ¥4,950  ¥9,900  1028546541 

センサーシティー ―都市をシェアする位置情報サービス―【スマホ・読上】（#xtech-books） （※） 中島 円 2017 9784844397816 ¥3,960  ¥7,920  1028546542 

After Effects自動化サンプルプログラム 上 【スマホ・読上】（Adobe JavaScriptシリーズ） （※） 古籏 一浩 2017 9784844397595 ¥14,190  ¥28,380  1028546543 

After Effects自動化サンプルプログラム 下 【スマホ・読上】（Adobe JavaScriptシリーズ） （※） 古籏 一浩 2017 9784844397601 ¥9,900  ¥19,800  1028546544 

Premiere Pro&Media Encoder自動化サンプル集 【スマホ・読上】（Adobe JavaScriptシリーズ） （※） 古籏 一浩 2015 9784802090476 ¥6,930  ¥13,860  1028546545 

Internet of Everythingの衝撃 ―IoT/M2M基盤上で人・モノ・データ・プロセスがつながる―
【スマホ・読上】（Ciscoシリーズ） （※） 

シスコ IoTインキュ
ベーションラボ 

2013 9784844396024 ¥3,960  ¥7,920  1028546546 

SDN/OpenFlowで進化する仮想ネットワーク入門 改訂新版 【スマホ・読上】（Cloudシリーズ） （※） 伊勢 幸一 2014 9784844396253 ¥5,280  ¥10,560  1028546547 

作って触って、基礎からわかる 【スマホ・読上】（Cloudシリーズ . CloudStack実践ガイド 前編） （※） 大削 緑 2013 9784844395928 ¥5,940  ¥11,880  1028546548 

もっと使って、さらに便利に 【スマホ・読上】（Cloudシリーズ . CloudStack実践ガイド 後編） （※） 大削 緑 2013 9784844395973 ¥4,950  ¥9,900  1028546549 

OpenStack Swiftによるオブジェクトストレージ入門 【スマホ・読上】（Cloudシリーズ） （※） 山縣 陽 2014 9784844396222 ¥5,940  ¥11,880  1028546550 

オープンクラウド入門 ―CloudSatck、OpenStack、OpenFlow、激化するクラウドの覇権争
い―【スマホ・読上】（Cloudシリーズ） （※） 

林 雅之 2012 9784844395249 ¥4,715  ¥9,431  1028546551 

企業システムのためのパブリッククラウド入門 ―主要ベンダ11社を徹底紹介―【スマホ・
読上】（Cloudシリーズ） （※） 

加藤 章 2013 9784844395775 ¥4,950  ¥9,900  1028546552 

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―【スマホ・読上】
（Future coders） （※） 

田中 賢一郎 2017 9784844397557 ¥8,580  ¥17,160  1028546553 

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―【スマホ・読上】
（Future coders） （※） 

田中 賢一郎 2017 9784844397571 ¥8,580  ¥17,160  1028546554 

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 【スマホ・
読上】（Future coders） （※） 

田中 賢一郎 2017 9784844397519 ¥4,950  ¥9,900  1028546555 

ゲームを作りながら楽しく学べるPythonプログラミング 【スマホ・読上】（Future coders） （※） 田中 賢一郎 2017 9784844397533 ¥4,950  ¥9,900  1028546556 

SDNの実践技術 【スマホ・読上】（Interop Tokyo セミナー） （※） 伊勢 幸一 2013 9784844396031 ¥3,630  ¥7,260  1028546557 

イーサネットファブリックとopen flow 【スマホ・読上】（Interop Tokyo セミナー） （※） 濤川 慎一 2013 9784844396062 ¥3,300  ¥6,600  1028546558 

Objective-Cの要点 ―iOSアプリ開発の基本中の基本―【スマホ・読上】（New thinking and 
new ways） （※） 

柴田 文彦 2014 9784844396147 ¥4,290  ¥8,580  1028546559 

電子辞書のすべて 【スマホ・読上】（JEPA Books） （※） 日本電子出版協会 2016 9784802090667 ¥2,310  ¥4,620  1028546560 

電子出版時代の著作権入門 ―出版契約に必要な実務知識のエッセンス―【スマホ・読
上】（JEPA Books） （※） 

村瀬 拓男 2016 9784802090681 ¥1,980  ¥3,960  1028546561 

静かなる男 【スマホ・読上】（極道乱れ恋唄 : 仁義なき恋愛抗争 . 護崎龍牙編 シリーズ1） （※） 松雪 綾 2015 9784844396697 ¥1,980  ¥3,960  1028546562 

兆候 【スマホ・読上】（極道乱れ恋唄 : 仁義なき恋愛抗争 . 護崎龍牙編 シリーズ2） （※） 松雪 綾 2015 9784844396703 ¥1,980  ¥3,960  1028546563 

極道の女 【スマホ・読上】（極道乱れ恋唄 : 仁義なき恋愛抗争 . 護崎龍牙編 シリーズ3） （※） 松雪 綾 2015 9784844396710 ¥1,980  ¥3,960  1028546564 

私、神人 (カミンチュ) の「たまご」なんです。 ―押し掛け旦那は、ワガママな3人の"神様
"―【スマホ・読上】（Next pleasure） （※） 

とよみ 2015 9784844396727 ¥1,980  ¥3,960  1028546565 
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『テクニウム』を超えて ―ケヴィン・ケリーの語るカウンターカルチャーから人工知能の未
来まで―【スマホ・読上】（Next vision） （※） 

服部 桂 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2015 9784844396680 ¥1,980  ¥3,960  1028546566 

これからインターネットに起こる『不可避な12の出来事』 ―今後の社会・ビジネスを破壊的
に変える「新たなるデジタルテクノロジー」を読み解く―【スマホ・読上】（Next vision） （※） 

ケヴィン・ケリー 2016 9784844397410 ¥2,970  ¥5,940  1028546567 

Excelマクロで覚えるプログラミングの勘所 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） - 2016 9784844397250 ¥3,630  ¥7,260  1028546568 

ITを巡るプロパテント/アンチパテントの潮流 ―パテントプールからパテント・トロール防衛
まで―【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 

小山田 和将 2016 9784802090704 ¥5,280  ¥10,560  1028546569 

Web集客が驚くほど加速するベネフィットマーケティング「ベネマ集客術」 【スマホ・読上】
（OnDeck books） （※） 

Tiger 2016 9784802090636 ¥3,960  ¥7,920  1028546570 

クラウド時代の思考ツールWorkFlowy入門 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 彩郎 2016 9784802090575 ¥4,620  ¥9,240  1028546571 

サポート業務の極意 ―いかにしてストレスなく、顧客満足度を上げることができるか―【ス
マホ・読上】（OnDeck books） （※） 

メトロ 2016 9784802090711 ¥2,640  ¥5,280  1028546572 

スマホ・タブレットで子どもの能力を開発しよう 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 瀬戸 武生 2016 9784802090643 ¥4,620  ¥9,240  1028546573 

ボカロビギナーズ!ボカロでDTM入門 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 
Gcmstyle (アンメル
ツP) 

2015 9784802090599 ¥3,960  ¥7,920  1028546574 

メイカーズのエコシステム ―新しいモノづくりがとまらない。―【スマホ・読上】（OnDeck 
books） （※） 

高須 正和 2016 9784802090650 ¥5,940  ¥11,880  1028546575 

音とコンピューター ―そのプログラミング、サウンドデザインそしてメディアアート―【スマ
ホ・読上】（OnDeck books） （※） 

山内 卓哉 2016 9784844397267 ¥5,610  ¥11,220  1028546576 

社会人から大学院へ進学するには ―学び直しの方法論―【スマホ・読上】（OnDeck 
books） （※） 

高木 聡一郎 2016 9784802090940 ¥3,300  ¥6,600  1028546577 

契約が10倍取れる!メール術 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 石井 秀幸 2016 9784802090902 ¥2,640  ¥5,280  1028546578 

黒船特許の正体 ―Apple、Amazon、Googleの知財戦略を読み解く―【スマホ・読上】
（OnDeck books） （※） 

松倉 秀実 2012 9784864780032 ¥2,138  ¥4,276  1028546579 

自宅でできる翻訳の仕事 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 奥田 百子 2016 9784802090872 ¥3,300  ¥6,600  1028546580 

赤鉛筆とキーボード ―デジタル時代の編集者―【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 井芹 昌信 2015 9784802090513 ¥2,310  ¥4,620  1028546581 

誰も教えてくれなかった中小企業のメール活用術 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 水谷 哲也 2015 9784802090544 ¥2,640  ¥5,280  1028546582 

地方議会や教育機関のためのライトライブ配信のすすめ 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 谷川 正継 2016 9784802090957 ¥3,300  ¥6,600  1028546583 

地方創生時代のためのITを活用した情報発信ガイド 【スマホ・読上】（OnDeck books） （※） 取出 新吾 2016 9784802090896 ¥2,640  ¥5,280  1028546584 

エストリビューターとして活躍する方法 ―電子出版のプロデューサーになろう―【スマホ・
読上】（OnDeck books） （※） 

細田 朋希 2015 9784802090520 ¥1,650  ¥3,300  1028546585 

「原発再稼働なぜ?」 ―国・行政が出した一つの結論―【スマホ・読上】 （※） 
インプレスR&D・
OKWAVE特別編集部 

2015 9784802090506 ¥2,310  ¥4,620  1028546586 

弁護士が答える企業のトラブルシューティング 【スマホ・読上】（おとなの法律事件簿 : legal 
case file 職場編） （※） 

蒲 俊郎 2016 9784844397403 ¥5,940  ¥11,880  1028546587 

「ブレない」自分のつくり方 ―格差時代のサバイバル読書術―【スマホ・読上】（サヤマ・
ペーパーバックス 2） （※） 

佐山 一郎 2015 9784844396659 ¥2,640  ¥5,280  1028546588 

闘技場の人 [新装版] 【スマホ・読上】（サヤマ・ペーパーバックス 2） （※） 佐山 一郎 2014 9784844396628 ¥4,620  ¥9,240  1028546589 

6日間で楽しく学ぶLinuxコマンドライン入門 ―ネット時代の、これから始めるプログラミング
―【スマホ・読上】 （※） 

大津 真 2015 9784844396611 ¥5,940  ¥11,880  1028546590 

ようこそコマンドラインの世界へ 【スマホ・読上】（Linuxコマンドライン入門 : ネット時代の、
これから始めるプログラミング 1日目） （※） 

大津 真 2014 9784844396390 ¥1,980  ¥3,960  1028546591 

ファイルの基本操作を身につけよう 【スマホ・読上】（Linuxコマンドライン入門 : ネット時代
の、これから始めるプログラミング 2日目） （※） 

大津 真 2014 9784844396406 ¥1,980  ¥3,960  1028546592 

テキストファイルを扱うためのノウハウ 【スマホ・読上】（Linuxコマンドライン入門 : ネット時
代の、これから始めるプログラミング 3日目） （※） 

大津 真 2014 9784844396451 ¥1,980  ¥3,960  1028546593 

より高度なコマンドにチャレンジ 【スマホ・読上】（Linuxコマンドライン入門 : ネット時代の、
これから始めるプログラミング 4日目） （※） 

大津 真 2014 9784844396468 ¥1,980  ¥3,960  1028546594 

システム管理の基礎を学ぼう 【スマホ・読上】（Linuxコマンドライン入門 : ネット時代の、こ
れから始めるプログラミング 5日目） （※） 

大津 真 2014 9784844396543 ¥1,980  ¥3,960  1028546595 

シェルを活用するテクニック 【スマホ・読上】（Linuxコマンドライン入門 : ネット時代の、これ
から始めるプログラミング 6日目） （※） 

大津 真 2014 9784844396550 ¥1,980  ¥3,960  1028546596 

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 : 文書のスタイル制御の
はじめの一歩―【スマホ・読上】 （※） 

林 拓也 2014 9784844396352 ¥2,310  ¥4,620  1028546597 

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 : 文書マークアップのは
じめの一歩―【スマホ・読上】 （※） 

林 拓也 2014 9784844396369 ¥1,980  ¥3,960  1028546598 

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】（技術書典
Series） （※） 

窓川 ほしき 2018 9784844398219 ¥4,950  ¥9,900  1028546599 

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】（技術書典Series） （※） 

榎本 温 2017 9784844397915 ¥7,590  ¥15,180  1028546600 

Extensive Xamarin ―ひろがるXamarinの世界―【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 榎本 温 2018 9784844398103 ¥4,950  ¥9,900  1028546601 

Hello!!Nuxt.js 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 那須 理也 2018 9784844398400 ¥5,280  ¥10,560  1028546602 

Hello!!Vue.js ―最新プログレッシブフレームワーク入門 : Vue.js最新ガイドブック!―【スマ
ホ・読上】（技術書典Series） （※） 

那須 理也 2018 9784844398264 ¥4,290  ¥8,580  1028546603 

Introduction of Elastic Stack 6 ―これからはじめるデータ収集&分析―【スマホ・読上】（技
術書典Series） （※） 

石井 葵 2018 9784844398295 ¥5,940  ¥11,880  1028546604 

iOSアプリ開発デザインパターン入門 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 千葉 大志 2018 9784844398325 ¥5,280  ¥10,560  1028546605 

JavaScript AST入門 ―ソースを解析・加工して生産性に差をつける!―【スマホ・読上】（技
術書典Series） （※） 

佐々木 俊介 2018 9784844398226 ¥5,280  ¥10,560  1028546606 

Mackerelではじめるお手軽Webサービス監視 ―ワンライナーでサクッと導入!―【スマホ・読
上】（技術書典Series） （※） 

大中 浩行 2018 9784844398301 ¥4,620  ¥9,240  1028546607 

OpenLayers4で遊ぼう ―無料の地図データをWebに表示!―【スマホ・読上】（技術書典
Series） （※） 

佐藤 奈々子 2018 9784844398233 ¥3,300  ¥6,600  1028546608 

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】（技術
書典Series） （※） 

大崎 瑶 2018 9784844398141 ¥3,960  ¥7,920  1028546609 

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】（技術書典Series） （※） 伊藤 竜一 2018 9784844398127 ¥5,280  ¥10,560  1028546610 

TypeScriptで作るシングルページアプリケーション 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 鈴木 潤 2018 9784844398158 ¥4,620  ¥9,240  1028546611 

Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス ―初めてのサーバレスシングルページアプリケー
ション!―【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 

渡邊 達明 2018 9784844398356 ¥5,280  ¥10,560  1028546612 

WOWHoneypotの遊びかた ―"おもてなし"機能でサイバー攻撃を観察する!―【スマホ・読
上】（技術書典Series） （※） 

森久 和昭 2018 9784844398394 ¥5,280  ¥10,560  1028546613 

エンジニア・研究者のためのWordチュートリアルガイド 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 出川 智啓 2017 9784844398059 ¥5,280  ¥10,560  1028546614 

サーバーレスでお手軽自動化!Google Apps Script活用入門 【スマホ・読上】（技術書典
Series） （※） 

中山 貴幸 2017 9784844397908 ¥3,300  ¥6,600  1028546615 
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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】（技術書典Series） （※） 石原 ひでみ 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2017 9784844398004 ¥5,940  ¥11,880  1028546616 

技術と法律 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 
Smips技術と法律プ
ロジェクト 

2018 9784844398097 ¥3,960  ¥7,920  1028546617 

技術同人誌を書こう! ―アウトプットのススメ : ネタ出しから印刷所選びイベント当日のノウ
ハウ、委託まで同人誌制作の全てがこの1冊に!―【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 

親方Project 2018 9784844398202 ¥4,950  ¥9,900  1028546618 

今日からはじめる「技術Podcast」完全入門 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） YATTEIKI Project 2018 9784844398462 ¥4,620  ¥9,240  1028546619 

最新JavaScript開発 ―ES2017対応モダンプログラミング―【スマホ・読上】（技術書典
Series） （※） 

佐々木 俊介 2017 9784844397885 ¥3,300  ¥6,600  1028546620 

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】（技術書典Series） （※） 吉川 雅彦 2018 9784844398349 ¥5,280  ¥10,560  1028546621 

子どもと育てるスマートスピーカー 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 長村 ひろ 2018 9784844398332 ¥5,280  ¥10,560  1028546622 

誰でもつかえる!ウェブフォント実践マニュアル 【スマホ・読上】（技術書典Series） （※） 大木 尊紀 2018 9784844398387 ¥3,960  ¥7,920  1028546623 

熊本地震情報通信の被害・復旧・活用状況 【スマホ・読上】（震災ドキュメントseries） （※） 会津 泉 2016 9784844397298 ¥1,320  ¥2,640  1028546624 

熊本地震 ―情報発信のメディアサイトで何を伝えたか―【スマホ・読上】（震災ドキュメント
series） （※） 

工藤 英幸 2016 9784844397304 ¥2,640  ¥5,280  1028546625 

熊本地震老健施設7日間の奮闘記 【スマホ・読上】（震災ドキュメントseries） （※） 中村 太造 2016 9784844397311 ¥1,980  ¥3,960  1028546626 

熊本地震体験記 ―震度7とはどういう地震なのか?―【スマホ・読上】（震災ドキュメント
series） （※） 

井芹 昌信 2016 9784802090827 ¥1,650  ¥3,300  1028546627 

子どもたちに伝えたいこと ―阪神・淡路大震災の被災経験から―【スマホ・読上】（震災ド
キュメントseries） （※） 

屋敷 久恵 2016 9784844397359 ¥2,640  ¥5,280  1028546628 

震災を乗り越えて ―熊本地震直後からの日常生活とその工夫―【スマホ・読上】（震災ド
キュメントseries） （※） 

井芹 大悟 2016 9784844397366 ¥4,620  ¥9,240  1028546629 

東日本大震災陸上自衛官としての138日間の記録 【スマホ・読上】（震災ドキュメント
series） （※） 

西郷 欣哉 2016 9784844397380 ¥4,620  ¥9,240  1028546630 

被災者と災害ボランティアの共生をめざして ―熊本地震の現場から被災者のニーズを問
い直す―【スマホ・読上】（震災ドキュメントseries） （※） 

﨑浜 公之 2017 9784844397687 ¥3,300  ¥6,600  1028546631 

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】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

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】（仕事で使える!シリーズ） （※） 

小林 直史 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 

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！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】 （※） 

- 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】 （※） - 2015 9784844396789 ¥1,980  ¥3,960  1028546644 

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 

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 

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

古籏一浩 2014 9784844396130 ¥6,270  ¥12,540  1028546647 

Illustrator自動化基本編 【スマホ・読上】（Adobe JavaScriptシリーズ（NextPublishing）） （※） 古籏一浩 2014 9784844396499 ¥9,240  ¥18,480  1028546648 

Photoshop自動化基本編 【スマホ・読上】（ＡｄｏｂｅＪａｖａＳｃｒｉｐｔシリーズ（NextPublishing）） （※） 古籏 一浩 著 - 9784844396673 ¥9,240  ¥18,480  1028546649 

Adobe JavaScriptリファレンス 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 古籏一浩 2013 9784844395959 ¥10,560  ¥21,120  1028546650 

BtoC向けマーケティングオートメーション CCCM入門 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 岡本 泰治 2015 9784802090216 ¥5,280  ¥10,560  1028546651 

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 

DSP/RTB オーディエンスターゲティング入門 ―ビッグデータ時代に実現する「枠」から
「人」への広告―【スマホ・読上】（Next Publishing） （※） 

横山隆治 2012 9784864780018 ¥5,940  ¥11,880  1028546653 

アプリビジネスで転ばないためのスマートフォンプライバシーの基礎知識 【スマホ・読上】
（Next Publishing） （※） 

寺田眞治 2012 9784844395362 ¥5,280  ¥10,560  1028546654 

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】（NextPublishing 
2013-2014） （※） 

インターネット白書編
集委員会 

2014 9784844396123 ¥5,940  ¥11,880  1028546655 

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】（NextPublishing 2015） （※） 
インターネット白書編
集委員会 

2015 9784844396635 ¥5,940  ¥11,880  1028546656 

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 

オンラインビデオ広告入門 テレビを超える！ クロスデバイス時代のコンテンツ新戦略 
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

横山 隆治 2014 9784844396475 ¥5,280  ¥10,560  1028546658 

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】（NextPublishing） （※） 

モバイルコンテンツ
フォ－ラム 

2014 9784844396079 ¥15,840  ¥31,680  1028546659 

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】（NextPublishing） （※） 

モバイル・コンテン
ツ・フォーラム 

2015 9784844396765 ¥15,840  ¥31,680  1028546660 

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 

位置情報ビッグデータ 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 神武 直彦 2014 9784844396215 ¥5,940  ¥11,880  1028546662 

顧客を知るためのデータマネジメントプラットフォーム DMP入門 【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

横山 隆治 2013 9784844395843 ¥5,280  ¥10,560  1028546663 

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―【スマホ・読上】
（NextPublishing） （※） 

杉浦 孝明 2014 9784844396413 ¥3,960  ¥7,920  1028546664 

内部不正対策14の論点 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 
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） 

- 9784802090056 ¥5,280  ¥10,560  1028546665 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

55 



● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

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 

米国モバイル通信市場アウトルック2013 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 前田正明 

インプレスＲ＆Ｄ／イン
プレスビジネスメディア 

2013 9784844395904 ¥7,260  ¥14,520  1028546666 

HTMLとCSS、JavaScriptで作る、リッチなiBooks電子書籍 【スマホ・読上】（OnDeck 
Books(NextPublishing)） （※） 

久松 慎一 2014 9784844396109 ¥5,280  ¥10,560  1028546667 

知らないと始められない電子出版最新用語集 【スマホ・読上】（OnDeck Books(Next 
Publishing)） （※） 

hon.jp 2012 9784844395232 ¥3,141  ¥6,283  1028546668 

電子書籍ストア利用動向調査-OnDeck 2013年10月調査版 ―最新の日本ストア市場を分
析―【スマホ・読上】（OnDeck Books（NextPublishing）） （※） 

OnDeck編集部 2013 9784844396048 ¥14,850  ¥29,700  1028546669 

電子書籍ストア利用動向調査-OnDeck 2013年4月調査版 アップル参入で本格化した最
新の日本ストア市場を分析 【スマホ・読上】（OnDeck Books(NextPublishing)） （※） 

OnDeck編集部 2013 9784844395874 ¥24,750  ¥49,500  1028546670 

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。―
【スマホ・読上】（OnDeck Books（NextPublishing）） （※） 

OnDeck編集部 2012 9784864780025 ¥3,078  ¥6,157  1028546671 

「電子書籍に関する公立図書館での検討状況のアンケート」実施報告書 ―公立図書館電
子書籍サービスをめぐる、今後の期待と課題を分析―【スマホ・読上】（Research Report
（NextPublishing）） （※） 

電子出版制作・流通
協議会 

2013 9784844395898 ¥33,000  ¥66,000  1028546672 

APT対策入門 新型サイバー攻撃の検知と対応 【スマホ・読上】（Security Series（
NextPublishing）） （※） 

特定非営利活動法人 日
本セキュリティ監査協会 
APTによる攻撃対策と情
報セキュリティ監査研究会 

2012 9784844395263 ¥7,260  ¥14,520  1028546673 

SPREAD 情報セキュリティサポーター能力検定公式テキスト 【スマホ・読上】（Securityシ
リーズ(Next Publishing)） （※） 

セキュリティ対策推
進協議会 

2013 9784844395782 ¥5,280  ¥10,560  1028546674 

改訂新版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 【スマホ・読上】（Security 
Series(NextPublishing)） （※） 

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 アイデンティティ管理
ワーキンググループ 

2013 9784844395867 ¥8,250  ¥16,500  1028546675 

EdTechが変える教育の未来 ―Education×Technology―【スマホ・読上】 （※） 佐藤 昌宏 2018 9784295004516 ¥4,752  ¥9,504  1028697113 

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】 （※） 

進藤 圭 2018 9784295004936 ¥5,346  ¥10,692  1028697114 

最強のデータ経営 ―個人と組織の力を引き出す究極のイノベーション「Domo」―【スマホ・
読上】 （※） 

杉原 剛 2018 9784295004844 ¥5,940  ¥11,880  1028697115 

「アタマのやわらかさ」の原理。 ―クリエイティブな人たちは実は編集している―【スマホ・
読上】 （※） 

松永 光弘 2018 9784295004950 ¥4,455  ¥8,910  1028860002 

XIII th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on BIOMECHANICS and MEDICINE in SWIMMING 
PROCEEDINGS 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

Japanese Society of 
Sciences in Swimming 
and Water Exercise 

2018 9784844398493 ¥13,200  ¥26,400  1028860017 

いま明かされる！すばる望遠鏡ソフトウェアとの熱き闘い 開発に秘められた情熱と現実 
【スマホ・読上】 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

- - 9784844398530 ¥6,600  ¥13,200  1028860018 

「第5次エネルギー基本計画」を読み解く 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 山家 公雄 2018 9784844398578 ¥3,960  ¥7,920  1028860019 

実践!GeneXusによるシステム開発 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） JBCC株式会社 2018 9784844398653 ¥8,250  ¥16,500  1028860020 

人工偽脳AIがつくるのは偽の脳 【スマホ・読上】（OnDeck Books(NextPublishing)） （※） 阿江 忠 2018 9784844398646 ¥3,960  ¥7,920  1028860021 

「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】（技術書典シリー
ズ(NextPublishing)） （※） 

土屋 貴裕 2018 9784844398417 ¥5,280  ¥10,560  1028860022 

現場で使えるVue.js tips集 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 渋田 達也 2018 9784844398431 ¥5,280  ¥10,560  1028860023 

Amazon Web Servicesサーバーレスレシピ 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

矢田 裕基 2018 9784844398448 ¥4,620  ¥9,240  1028860024 

Haskellで作るWebアプリケーション 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 岡本 和樹 2018 9784844398516 ¥5,280  ¥10,560  1028860025 

エンサイクロペディア技術書典シリーズ 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing) 2018夏） （※） 

技術書典シリーズ編
集部 

2018 9784844398547 ¥13,200  ¥26,400  1028860026 

Swiftで書いておぼえるTDD 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 田中 賢治 2018 9784844398585 ¥4,620  ¥9,240  1028860027 

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】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

汐瀬 なぎ 2018 9784844398592 ¥4,620  ¥9,240  1028860028 

Elastic Stackで作るBI環境 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 石井 葵 2018 9784844398608 ¥5,280  ¥10,560  1028860029 

Vue.jsとFirebaseで作るミニWebサービス 改訂新版 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

渡邊 達明 2018 9784844398615 ¥5,280  ¥10,560  1028860030 

いちばんやさしい会計の教本 ―人気講師が教える財務3表の読み解き方が全部わかる
本―【スマホ・読上】 （※） 

川口 宏之 2018 9784295005025 ¥5,280  ¥10,560  1029312015 

ラズパイでラジオを聞く!“radiberry pi!”構築マニュアル 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

木田原 侑 2018 9784844398424 ¥5,280  ¥10,560  1030447031 

テスト駆動で作る!初めてのAzureアプリ 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

窓川 ほしき 2018 9784844398554 ¥5,280  ¥10,560  1030447032 

Visual Studio Codeデバッグ技術 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 森下 篤 2018 9784844398622 ¥5,280  ¥10,560  1030447033 

実践 Android Data Binding 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 坂口 亮太 2018 9784844398721 ¥5,280  ¥10,560  1030447034 

Markdownライティング入門 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 藤原 惟 2018 9784844398363 ¥5,940  ¥11,880  1030447035 

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】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 

中山 貴幸 2018 9784844398561 ¥5,280  ¥10,560  1030447036 

Flutter×Firebaseで始めるモバイルアプリ開発 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

- - 9784844398783 ¥5,280  ¥10,560  1030447037 

株とPython ―自作プログラムでお金儲けを目指す本―【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

宮部 保雄 2018 9784844398844 ¥5,940  ¥11,880  1030447038 

テストが書けない人のAndroid MVP 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 高畑 匡秀 2018 9784844398714 ¥4,620  ¥9,240  1030447039 

エンサイクロペディア技術書典シリーズ 2018冬 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ
(NextPublishing)） （※） 

インプレスR&D山城
編集部 

2018 9784844398837 ¥13,200  ¥26,400  1030447040 

比較して学ぶRxSwift入門 【スマホ・読上】（技術書典シリーズ(NextPublishing)） （※） 髙橋 凌 2018 9784844398790 ¥5,280  ¥10,560  1030447041 

ドリル形式で楽しく学ぶ Processing-Java 【スマホ・読上】（Future Coders（NextPublishing）） （※） - - 9784844398660 ¥7,260  ¥14,520  1030447042 

ドリル形式で楽しく学ぶ Processing-Python 【スマホ・読上】（Future Coders（
NextPublishing）） （※） 

- - 9784844398745 ¥7,260  ¥14,520  1030447043 

仮想通貨の税務対策 2019年3月確定申告対応版 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 浜部 理恵 2018 9784844398684 ¥4,620  ¥9,240  1030447044 

実践Expo 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 中川 幸哉 2018 9784844398752 ¥8,250  ¥16,500  1030447045 

水泳水中運動のカラクリとその指導 ―科学的エビデンスにもとづくティーチングメソッド―
【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） 

合屋 十四秋 2018 9784844398899 ¥5,280  ¥10,560  1030447046 

送電線空容量ゼロ問題 電力は自由化されていない 【スマホ・読上】（NextPublishing） （※） - - 9784844398905 ¥3,960  ¥7,920  1030447047 

グッドバイブスご機嫌な仕事 【スマホ・読上】 （※） 倉園 佳三 2019 9784295005476 ¥4,950  ¥9,900  1030550364 

Amazon広告“打ち手”大全 ―世界最大のECサイトで広告運用に挑む最強の戦略77―【ス
マホ・読上】（できるMARKETING Bible） （※） 

鳴海 拓也 2019 9784295005629 ¥8,250  ¥16,500  1030550365 
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『21世紀の資本論』の問題点 増補版 【スマホ・読上】 （※） 苫米地 英人 サイゾー 2015 9784904209653 ¥1,320  ¥1,980  1028350811 

AI時代に輝く経営の教科書 【スマホ・読上】 （※） 吉村 慎吾 

ダイヤモンド社 

2018 9784478084427 ¥2,970  ¥5,940  1028515313 

Billion traderひろぴーの読むFX 【スマホ・読上】 （※） ひろぴー 2018 9784478084441 ¥2,376  ¥4,752  1028515314 

無言力 ―会話のない究極の力―【スマホ・読上】 （※） 上野 真司 2018 9784478084465 ¥2,970  ¥5,940  1028515315 

ひと手間カンパニー。 ―岩手の端っこで"南部どり"を育て続ける会社のはなし―【スマホ・
読上】 （※） 

甘竹 秀企 2017 9784478084328 ¥2,970  ¥5,940  1028515316 

純情ヨーロッパ 西欧&北欧編 ―呑んで、祈って、脱いでみて : 21ヵ国をめぐる鉄道旅―
【スマホ・読上】 （※） 

たかの てるこ 2016 9784478049501 ¥1,980  ¥3,960  1028515317 

人情ヨーロッパ 中欧&東欧編 ―人生、ゆるして、ゆるされて : 21ヵ国をめぐる鉄道旅―【ス
マホ・読上】 （※） 

たかの てるこ 2016 9784478049518 ¥1,980  ¥3,960  1028515318 

ガチ冒険 ―地球の歩き方社員の旅日記―【スマホ・読上】（地球の歩き方D-Books vol.0） （※） 
「地球の歩き方」ガチ
冒険事業本部 

2018 -  ¥220  ¥440  1028515319 

とろとろトロピカル 第1巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（地球の歩き方D-
Books） （※） 

山西 崇文 2018 - ¥1,320  ¥2,640  1028515320 

とろとろトロピカル 第2巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（地球の歩き方D-
Books） （※） 

山西 崇文 2018 -  ¥1,320  ¥2,640  1028515321 

とろとろトロピカル 第3巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（地球の歩き方D-
Books） （※） 

山西 崇文 2018 - ¥1,320  ¥2,640  1028515322 

とろとろトロピカル 第4巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（地球の歩き方D-
Books） （※） 

山西 崇文 2018 -  ¥1,320  ¥2,640  1028515323 

とろとろトロピカル 第5巻 ―ある旅の記録と記憶。―【スマホ・読上】（地球の歩き方D-
Books） （※） 

山西 崇文 2018 - ¥1,320  ¥2,640  1028515324 

日本版インダストリー4.X ―日本の強みを活かすIoT革命 : 現場の事実情報とは?―【スマ
ホ・読上】 （※） 

奥 雅春 2018 9784478084489 ¥2,970  ¥5,940  1029217309 

人生経営論 ―あなたは、あなたの経営者―【スマホ・読上】 （※） 久米 信廣 2018 9784478084502 ¥2,970  ¥5,940  1029217310 

愛の安住地 ―龍馬と佐那と名刀吉行―【スマホ・読上】 （※） 北村 精男 2017 9784478084250 ¥2,376  ¥4,752  1029217311 

観光DMO設計・運営のポイント ―DMOで追求する真の観光振興とその先にある地域活性
化―【スマホ・読上】（DBJ books . 日本政策投資銀行business research） （※） 

日本政策投資銀行
地域企画部 

2017 9784478084274 ¥4,356  ¥8,712  1029217312 

水道事業の経営改革 ―広域化と官民連携(PPP/PFI)の進化形―【スマホ・読上】（DBJ 
books . 日本政策投資銀行business research） （※） 

日本政策投資銀行
地域企画部 

2017 9784478084281 ¥4,356  ¥8,712  1029217313 

デジタルインサイドセールス ―最新テクノロジーによる法人営業改革の実践―【スマホ・読上】 （※） 吉田 融正 2017 9784478104170 ¥2,970  ¥5,940  1029217314 

最適物流の科学 ―舞台は3億6106万km2。海を駆け巡る「眠らない仕事」―【スマホ・読上】 （※） 菅 哲賢 2017 9784478084298 ¥2,970  ¥5,940  1029217315 

「投資家」にも「経営者」にも小さな飲食店は最強の生き抜く力 ―飲食店のプロのバック
アップで売上の4割の利益も可能に―【スマホ・読上】 （※） 

葛和 満博 2018 9784478084304 ¥2,970  ¥5,940  1029217316 

一流の経営者は、何を考え、どう行動し、いかにして人を惹き付けるのか? 【スマホ・読上】
（京都大学の経営学講義 2） （※） 

川北 英隆 2018 9784478084335 ¥2,970  ¥5,940  1029217317 

安心の門オートゲート ―それは魔法ではなく、科学の力で開閉する水門―【スマホ・読上】 （※） 星野 恭亮 2018 9784478084311 ¥2,970  ¥5,940  1029217318 

人材教育、こうすれば、やめない、つづく、成長する! ―教育研修、飲み会にミーティング、
社員のために徹底してお金と時間を使う理美容室―【スマホ・読上】 （※） 

大西 昌宏 2018 9784478084342 ¥2,970  ¥5,940  1029217319 

どん底企業から東証1部へ ―二度の倒産から東証一部上場を果たした企業の成長の要
諦―【スマホ・読上】 （※） 

森田 千里雄 2018 9784478084366 ¥2,970  ¥5,940  1029217320 

2代目社長のための、成長率150%を可能にする会社経営 【スマホ・読上】 （※） 小田原 洋一 2018 9784478084472 ¥2,970  ¥5,940  1029684242 

100歳まで元気でいるための正しい歩き方 【スマホ・読上】 （※） 関口 正彦 2019 9784478084557 ¥2,970  ¥5,940  1029684243 

経営者はいかにして、企業価値を高めているのか? ―京都大学経済学部・人気講座完全
聞き取りノート―【スマホ・読上】（京都大学の経営学講義 3） （※） 

川北 英隆 2019 9784478084571 ¥2,970  ¥5,940  1029684244 

食事作りに手間暇かけないドイツ人、手料理神話にこだわり続ける日本人 ―共働き家庭
に豊かな時間とゆとりをもたらすドイツ流食卓術―【スマホ・読上】 

今村 武 2019 9784478823378 ¥2,200  ¥4,400  1030495952 

英語は早ければたった1日で話せるようになる 【スマホ・読上】（Beret books） （※） 宗形 諭史 

ベレ出版 

2015 9784860644451 ¥3,850  ¥5,060  1028154433 

学んでみると量子論はおもしろい 【スマホ・読上】（Beret science） （※） 牟田 淳 2012 9784860643232 ¥4,070  ¥5,280  1028154434 

学んでみると生命科学はおもしろい 【スマホ・読上】（Beret science） （※） 田口 英樹 2014 9784860643829 ¥4,070  ¥5,280  1028154435 

外国人とどんどん話せる英会話トレーニングbook ―コミュニケーション能力が飛躍的にup
する―【スマホ・読上】（Beret books） （※） 

高橋 正彦 2013 9784860643546 ¥6,050  ¥7,810  1028154436 

単語で通じる英会話 ―失礼にならないミニ英会話表現 : One-word English for 
beginners―【スマホ・読上】（CD book） （※） 

原島 一男 2013 9784860643553 ¥4,070  ¥5,280  1028154437 

地図はどのようにして作られるのか ―まるごとわかる地図の教科書―【スマホ・読上】 （※） 山岡 光治 2013 9784860643683 ¥4,620  ¥5,940  1028154438 

地底の科学 ―地面の下はどうなっているのか?―【スマホ・読上】（Beret science） （※） 後藤 忠徳 2013 9784860643706 ¥4,620  ¥5,940  1028154439 

「地球システム」を科学する 【スマホ・読上】（Beret science） （※） 伊勢 武史 2013 9784860643768 ¥4,620  ¥5,940  1028154440 

宇宙のことがだいたいわかる通読できる宇宙用語集 【スマホ・読上】（Beret science） （※） 郷田 直輝 2014 9784860643836 ¥4,070  ¥5,280  1028154441 

個性は遺伝子で決まるのか = Do genes determine personality? ―行動遺伝学からわかっ
てきたこと―【スマホ・読上】（Beret science） （※） 

小出 剛 2015 9784860644574 ¥4,070  ¥5,280  1028154442 

やさしい英語で話がはずむ!外国人が喜ぶ日本のトピック108 【スマホ・読上】 （※） 坂口 雅彦 2017 9784860645038 ¥4,950  ¥6,380  1028154443 

中学3年分の英語チャレンジワークシート 【スマホ・読上】 （※） 横田 直美 2017 9784860645045 ¥3,850  ¥5,060  1028154444 

雨はどのような一生を送るのか ―降る前から降った後までのメカニズム―【スマホ・読上】 （※） 三隅 良平 2017 9784860645120 ¥4,620  ¥5,940  1028154445 

由来とつながりがわかる英単語語源マップ 【スマホ・読上】 （※） 臼井 俊雄 2017 9784860645144 ¥5,170  ¥6,710  1028154446 

TOEIC TEST速読WPMトレーニング 【スマホ・読上】（Beret books） （※） 西村 恵美 2015 9784860644369 ¥4,180  ¥5,280  1029044874 

あの日、茜色のきみに恋をした。 【スマホ・読上】 （※） 街 みさお 

マイナビ出版 

2018 9784839965167 ¥1,779  ¥4,449  1028352507 

東京「物ノ怪」訪問録 ―河童の懸場帖―【スマホ・読上】（ファン文庫） （※） 桔梗 楓 2017 9784839964849 ¥1,779  ¥4,449  1028352508 

司書子さんとタンテイさん ―木苺はわたしと犬のもの―【スマホ・読上】 （※） 冬木 洋子 2017 9784839964726 ¥1,779  ¥4,449  1028352509 

知っておきたい電子マネーと仮想通貨 【スマホ・読上】（マイナビ新書） （※） 三菱総合研究所 2018 9784839965297 ¥2,337  ¥5,844  1028352510 

地球外生命体 ―実はここまできている探査技術―【スマホ・読上】（マイナビ新書） （※） 井田 茂 2017 9784839965174 ¥2,337  ¥5,844  1028352511 

恥ずかしがらずに便の話をしよう 【スマホ・読上】（マイナビ新書） （※） 佐藤 満春 2017 9784839964825 ¥2,337  ¥5,844  1028352512 
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言外の意味 上 新版 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 1） （※） 安井 稔 

開拓社 

2007 9784758925013 ¥3,080  ¥4,620  1028388723 

言外の意味 下 新版 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 2） （※） 安井 稔 2007 9784758925020 ¥3,080  ¥4,620  1028388724 

世界に通用しない英語 ―あなたの教室英語、大丈夫?―【スマホ・読上】（開拓社言語・文
化選書 3） （※） 

八木 克正 2007 9784758925037 ¥3,520  ¥5,280  1028388725 

ことばは壊れない ―失語症の言語学―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 4） （※） 久保田 正人 2007 9784758925044 ¥3,740  ¥5,610  1028388726 

英語の文型 ―文型がわかれば、英語がわかる―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 
5） （※） 

安藤 貞雄 2008 9784758925051 ¥3,740  ¥5,610  1028388727 

構造から見る日本語文法 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 6） （※） 三原 健一 2008 9784758925068 ¥3,520  ¥5,280  1028388728 

ことばと論理 ―このままでいいのか言語分析―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 
7） （※） 

児玉 徳美 2008 9784758925075 ¥3,520  ¥5,280  1028388729 

ネーミングの言語学 ―ハリー・ポッターからドラゴンボールまで―【スマホ・読上】（開拓社
言語・文化選書 8） （※） 

窪薗 晴夫 2008 9784758925082 ¥3,520  ¥5,280  1028388730 

レキシカル・グラマーへの招待 ―新しい教育英文法の可能性―【スマホ・読上】（開拓社言
語・文化選書 9） （※） 

佐藤 芳明 2009 9784758925099 ¥3,960  ¥5,940  1028388731 

日常言語に潜む音法則の世界 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 10） （※） 田中 伸一 2009 9784758925105 ¥3,960  ¥5,940  1028388732 

英語ジョーク快読のススメ ―ジョークがわかれば、言葉も文化もわかる―【スマホ・読上】
（開拓社言語・文化選書 11） （※） 

中野 清治 2009 9784758925112 ¥3,520  ¥5,280  1028388733 

英語の冠詞 ―その使い方の原理を探る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 12） 
（※） 

樋口 昌幸 2009 9784758925129 ¥3,960  ¥5,940  1028388734 

コミュニケーションの英語学 ―話し手と聞き手の談話の世界―【スマホ・読上】（開拓社言
語・文化選書 13） （※） 

安武 知子 2009 9784758925136 ¥3,740  ¥5,610  1028388735 

単語の構造の秘密 ―日英語の造語法を探る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 
14） （※） 

竝木 崇康 2009 9784758925143 ¥3,740  ¥5,610  1028388736 

意味論から見る英語の構造 ―移動と状態変化の表現を巡って―【スマホ・読上】（開拓社
言語・文化選書 15） （※） 

米山 三明 2009 9784758925150 ¥3,520  ¥5,280  1028388737 

認知言語学への誘い ―意味と文法の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 17） （※） 李 在鎬 2010 9784758925174 ¥3,520  ¥5,280  1028388738 

ことばから文化へ ―文化がことばの中で息を潜めている―【スマホ・読上】（開拓社言語・
文化選書 18） （※） 

安井 泉 2010 9784758925181 ¥3,960  ¥5,940  1028388739 

ひとのことばの起源と進化 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 19） （※） 池内 正幸 2010 9784758925198 ¥3,520  ¥5,280  1028388740 

イメージで捉える感覚英文法 ―認知文法を参照した英 （※）語学習法―【スマホ・読上】
（開拓社言語・文化選書 20） 

今井 隆夫 2010 9784758925204 ¥3,960  ¥5,940  1028388741 

Google検索による英語語法学習・研究法 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 21） 
（※） 

衣笠 忠司 2010 9784758925211 ¥3,520  ¥5,280  1028388742 

言葉をさかのぼる ―歴史に閉ざされた英語と日本 （※） 藤原 保明 2010 9784758925228 ¥3,960  ¥5,940  1028388743 

英語構文を探求する 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 23） （※） 大庭 幸男 2011 9784758925235 ¥3,960  ¥5,940  1028388744 

英語語法ライブラリ ―ペーパーバックが教えてくれた―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化
選書 24） （※） 

柏野 健次 2011 9784758925242 ¥3,520  ¥5,280  1028388745 

受身と使役 ―その意味規則を探る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 25） （※） 高見 健一 2011 9784758925259 ¥3,960  ¥5,940  1028388746 

ことばワークショップ ―言語を再発見する―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 26） （※） 大津 由紀雄 2011 9784758925266 ¥3,740  ¥5,610  1028388747 

英語教育に役立つ英語の基礎知識Q&A 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 27） （※） 八木 克正 2011 9784758925273 ¥3,520  ¥5,280  1028388748 

レキシコンに潜む文法とダイナミズム 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 28） （※） 由本 陽子 2011 9784758925280 ¥3,740  ¥5,610  1028388749 

20世紀新言語学は何をもたらしたか 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 29） （※） 安井 稔 2011 9784758925297 ¥3,960  ¥5,940  1028388750 

学校英文法プラス ―英語のより正確な理解に迫る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選
書 30） （※） 

中野 清治 2012 9784758925303 ¥3,960  ¥5,940  1028388751 

英語の前置詞 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 31） （※） 安藤 貞雄 2012 9784758925310 ¥3,960  ¥5,940  1028388752 

日本文法の系譜学 ―国語学史と言語学史の接点―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選
書 32） （※） 

斉木 美知世 2012 9784758925327 ¥4,400  ¥6,600  1028388753 

英語を通して学ぶ日本語のツボ 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 33） （※） 菅井 三実 2012 9784758925334 ¥3,960  ¥5,940  1028388754 

英語の仕組みと文法のからくり ―語彙・構文アプローチ―【スマホ・読上】（開拓社言語・文
化選書 34） （※） 

岩田 彩志 2012 9784758925341 ¥3,520  ¥5,280  1028388755 

英語辞典活用ガイド ―辞書の情報を読み取るための必須知識―【スマホ・読上】（開拓社
言語・文化選書 35） （※） 

樋口 昌幸 2012 9784758925358 ¥3,300  ¥4,950  1028388756 

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選
書 36） （※） 

山中 和樹 2013 9784758925365 ¥3,740  ¥5,610  1028388757 

外国語はどこに記憶されるのか ―学びのための言語学応用論―【スマホ・読上】（開拓社
言語・文化選書 37） （※） 

中森 誉之 2013 9784758925372 ¥3,960  ¥5,940  1028388758 

対人関係の言語学 ―ポライトネスからの眺め―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 
38） （※） 

福田 一雄 2013 9784758925389 ¥4,180  ¥6,270  1028388759 

英語接辞の魅力 ―語彙力を高める単語のメカニズム―【スマホ・読上】（開拓社言語・文
化選書 39） （※） 

西川 盛雄 2013 9784758925396 ¥4,180  ¥6,270  1028388760 

文法とは何か ―音韻・形態・意味・統語のインターフェイス―【スマホ・読上】（開拓社言
語・文化選書 40） （※） 

西原 哲雄 2013 9784758925402 ¥3,740  ¥5,610  1028388761 

知覚と行為の認知言語学 ―「私」は自分の外にある―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化
選書 41） （※） 

本多 啓 2013 9784758925419 ¥4,180  ¥6,270  1028388762 

ことばを読む、心を読む ―認知語用論入門―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 42） （※） 内田 聖二 2013 9784758925426 ¥4,180  ¥6,270  1028388763 

英語とはどんな言語か ―より深く英語を知るために―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化
選書 43） （※） 

安井 稔 2014 9784758925433 ¥4,180  ¥6,270  1028388764 

英語の構造からみる英詩のすがた ―文法・リズム・押韻―【スマホ・読上】（開拓社言語・
文化選書 44） （※） 

岡崎 正男 2014 9784758925440 ¥4,180  ¥6,270  1028388765 

ソシュールとサピアの言語思想 ―現代言語学を理解するために―【スマホ・読上】（開拓
社言語・文化選書 45） （※） 

三輪 伸春 2014 9784758925457 ¥4,180  ¥6,270  1028388766 

ことばの仕組みから学ぶ和文英訳のコツ 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 46） （※） 畠山 雄二 2014 9784758925464 ¥3,960  ¥5,940  1028388767 

文法化する英語 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 47） （※） 保坂 道雄 2014 9784758925471 ¥3,960  ¥5,940  1028388768 

英語学習者のためのGoogle・英辞郎検索術 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 48） （※） 衣笠 忠司 2014 9784758925488 ¥3,960  ¥5,940  1028388769 

英語の法助動詞 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 49） （※） 中野 清治 2014 9784758925495 ¥4,180  ¥6,270  1028388770 

言語理論としての語用論 ―入門から総論まで―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 
50） （※） 

今井 邦彦 2015 9784758925501 ¥4,180  ¥6,270  1028388771 

言語学から見た日本語と英語の慣用句 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 51） （※） 石田 プリシラ 2015 9784758925518 ¥4,180  ¥6,270  1028388772 

EPUBリフロー版 
コンテンツ 

58 



● 表示価格は税抜きです。●EPUBリフロー版はダウンロード・印刷できません。 

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 

日英語と文化の記号論 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 52） （※） 有馬 道子 

開拓社 

2015 9784758925525 ¥3,960  ¥5,940  1028388773 

文法現象から捉える日本語 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 53） （※） 岸本 秀樹 2015 9784758925532 ¥4,180  ¥6,270  1028388774 

歴史的にみた英語の語形成 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 54） （※） 米倉 綽 2015 9784758925549 ¥4,180  ¥6,270  1028388775 

英語の素朴な疑問から本質へ ―文法を作る文法―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選
書 55） （※） 

小野 隆啓 2015 9784758925556 ¥4,180  ¥6,270  1028388776 

修辞的表現論 ―認知と言葉の技巧―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 56） （※） 山梨 正明 2015 9784758925563 ¥4,180  ¥6,270  1028388777 

第2言語ユーザのことばと心 ―マルチコンピテンスからの提言―【スマホ・読上】（開拓社
言語・文化選書 57） （※） 

村端 五郎 2016 9784758925570 ¥4,180  ¥6,270  1028388778 

「人間らしさ」の言語学 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 58） （※） 織田 哲司 2016 9784758925587 ¥4,180  ¥6,270  1028388779 

外国語音声の認知メカニズム ―聴覚・視覚・触覚からの信号―【スマホ・読上】（開拓社言
語・文化選書 59） （※） 

中森 誉之 2016 9784758925594 ¥4,180  ¥6,270  1028388780 

教育英語意味論への誘い 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 60） （※） 武田 修一 2016 9784758925600 ¥4,180  ¥6,270  1028388781 

時間と言語を考える ―「時制」とはなにか―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 61） （※） 溝越 彰 2016 9784758925617 ¥4,180  ¥6,270  1028388782 

認知と言語 ―日本語の世界・英語の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 62） （※） 濱田 英人 2016 9784758925624 ¥4,180  ¥6,270  1028388783 

機能・視点から考える英語のからくり 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 63） （※） 上山 恭男 2016 9784758925631 ¥4,180  ¥6,270  1028388784 

英語仮定法を洗い直す 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 64） （※） 中野 清治 2016 9784758925648 ¥4,180  ¥6,270  1028388785 

Sherlock Holmesの英語 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 65） （※） 秋元 実治 2017 9784758925655 ¥4,180  ¥6,270  1028388786 

放射線とは何か ―正しく向き合うための原点― 【スマホ・読上付】 名越 智恵子 

丸善出版 

2011 9784621084212 ¥3,300  ¥4,950  1008139870 

新・霊長類学のすすめ （京大人気講義シリーズ） 【スマホ・読上付】 
京都大学霊長類研
究所 

2012 9784621085332 ¥4,620  ¥6,930  1010718920 

「地球温暖化」神話 ―終わりの始まり― 【スマホ・読上付】 渡辺 正 2012 9784621085172 ¥3,960  ¥5,940  1010995015 

データが語るおいしい野菜の健康力 【スマホ・読上付】 及川 紀久雄 2012 9784621085202 ¥3,300  ¥4,950  1011227118 

タイムアクシス・デザインの時代 ―世界一やさしい国のモノ・コトづくり― 【スマホ・読上付】 松岡 由幸 2012 9784621085714 ¥4,180  ¥6,270  1011227120 

食べられる生きものたち ―世界の民族と食文化48― 【スマホ・読上付】 
「月刊みんぱく」編集
部 

2012 9784621085660 ¥4,180  ¥6,270  1011492081 

不明熱を減らすための外来発熱診療ガイド ―症候別の診かた・考えかた― 【スマホ・読
上付】 

大滝 純司 2012 9784621085899 ¥7,920  ¥11,880  1011601617 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 文系Aパッケージ（50冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- 

岩波書店 

- - ¥77,000  ¥115,500  1029787417 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 理系Aパッケージ（50冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- - - ¥77,000  ¥115,500  1029787418 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 精選Aパッケージ（50冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- - - ¥77,000  ¥115,500  1029787419 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 文系Bパッケージ（100冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- - - ¥132,000  ¥198,000  1029787420 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 理系Bパッケージ（100冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- - - ¥132,000  ¥198,000  1029787421 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 精選Bパッケージ（100冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- - - ¥132,000  ¥198,000  1029787422 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 精選Cパッケージ（200冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- - - ¥220,000  ¥330,000  1029787423 

■サブスクリプションモデル 岩波書店「現代人の教養」 精選Dパッケージ（300冊） 【スマ
ホ・読上】 （※） 

- - - ¥286,000  ¥429,000  1029787424 

ビジネスパーソンのためのアサーション入門 【スマホ・読上】 （※） 平木 典子 

金剛出版 

2016 9784772414876 ¥4,400  ¥6,600  1027982511 

火星からの侵略 ―パニックの心理学的研究―【スマホ・読上】 （※） ハドリー・キャントリル 2017 9784772415859 ¥4,840  ¥7,260  1027982512 

ソシオパスの告白 【スマホ・読上】 （※） M.E. トーマス 2017 9784772415385 ¥6,160  ¥9,240  1027982513 

マインドフルネス実践講義 ―マインドフルネス段階的トラウマセラピー(MB-POTT)―【スマ
ホ・読上】 （※） 

大谷 彰 2017 9784772415552 ¥6,160  ¥9,240  1027982514 

臨床現場で活かす!よくわかるMMPIハンドブック 基礎編 【スマホ・読上】 （※） 野呂 浩史 2018 9784772416047 ¥7,480  ¥11,220  1027986261 

大学生のこころのケア・ガイドブック ―精神科と学生相談からの17章―新版 【スマホ・読
上】 （※） 

福田 真也 2017 9784772415996 ¥6,600  ¥9,900  1027986262 

心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門 ―エビデンスを「まなぶ」「つくる」
「つかう」―【スマホ・読上】 （※） 

原田 隆之 2015 9784772414616 ¥7,040  ¥10,560  1027986263 

相談の心理学 ―身近な人のよき理解者・助言者となるために―【スマホ・読上】 （※） 福島 脩美 

金子書房 

2011 9784760826339 ¥5,500  ¥11,000  1028546181 

勇気づけの心理学 増補・改訂版 【スマホ・読上】 （※） 岩井 俊憲 2011 9784760836123 ¥5,500  ¥11,000  1028546182 

自己カウンセリングとアサーションのすすめ 【スマホ・読上】 （※） 平木 典子 2000 9784760825868 ¥5,500  ¥11,000  1028546183 

グローバルな公共倫理とソーシャル・イノベーション 【スマホ・読上】 （※） 
大阪大学大学院国
際公共政策研究科 

2018 9784760824175 ¥6,600  ¥13,200  1029883394 

ソーシャル・マジョリティ研究 ―コミュニケーション学の共同創造 (コ・プロダクション)―【ス
マホ・読上】 （※） 

綾屋 紗月 2018 9784760826681 ¥6,600  ¥13,200  1030071666 

裁判の書 【スマホ・読上】 （※） 三宅 正太郎 慧文社 2006 9784905849520 ¥12,320  ¥24,640  1027988434 
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記憶力を強くする ―最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1315） （※） 

池谷 裕二 

講談社 

2001 9784062573153 ¥3,300  - 1027984039 

化学・意表を突かれる身近な疑問 ―昆布はなんでダシが海水に溶け出さないの?―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1336） （※） 

日本化学会 2001 9784062573368 ¥2,700  - 1027984040 

自分を見つける心理分析 ―セルフ・カウンセリング入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1405） （※） 

渡辺 康麿 2003 9784062574051 ¥3,000  - 1027984042 

真空とはなんだろう ―無限に豊かなその素顔―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1406） （※） 広瀬 立成 2003 9784062574068 ¥2,800  - 1027984043 

脳を活性化する性ホルモン ―記憶・学習と性ホルモンの意外な関係―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1408） （※） 

鬼頭 昭三 2003 9784062574082 ¥2,700  - 1027984044 

Q&A食べる魚の全疑問 ―魚屋さんもビックリその正体―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1409） （※） 

高橋 素子 2003 9784062574099 ¥3,000  - 1027984045 

脳とコンピュータはどう違うか ―究極のコンピュータは意識をもつか―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1412） （※） 

茂木 健一郎 2003 9784062574129 ¥2,900  - 1027984046 

寿命を縮める家 ―安全で健康なわが家にする78の対策―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1416） （※） 

直井 英雄 2003 9784062574167 ¥2,700  - 1027984047 

遺伝子時代の基礎知識 ―ゲノム科学の最先端をぜんぶ見て歩く―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1424） （※） 

東島 和子 2003 9784062574242 ¥3,500  - 1027984048 

新しいリウマチ治療 ―新しい薬・新しい手術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1434） （※） 後藤 眞 2004 9784062574341 ¥2,800  - 1027984050 

エンジニアのための開発生活ガイド ―開発の秘訣からMBA取得まで―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1436） （※） 

加藤 肇 2004 9784062574365 ¥2,700  - 1027984051 

がんになる人ならない人 ―科学的根拠に基づくがん予防―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1437） （※） 

津金 昌一郎 2004 9784062574372 ¥3,300  - 1027984052 

味のなんでも小事典 ―甘いものはなぜ別腹?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1439） （※） 日本味と匂学会 2004 9784062574396 ¥3,500  - 1027984053 

ゴルフ上達の科学 ―スコアをもう3つよくする科学的ヒント―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1445） （※） 

大槻 義彦 2004 9784062574457 ¥2,700  - 1027984054 

カメラ常識のウソ・マコト ―デジカメ時代の賢いつきあい方―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1446） （※） 

千葉 憲昭 2004 9784062574464 ¥3,200  - 1027984055 

光触媒とはなにか ―21世紀のキーテクノロジーを基本から理解する―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1456） （※） 

佐藤 しんり 2004 9784062574563 ¥2,800  - 1027984056 

Q&Aご飯とお米の全疑問 ―お米屋さんも知りたかったその正体―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1457） （※） 

高橋 素子 2004 9784062574570 ¥2,900  - 1027984057 

クェーサーの謎 ―宇宙でもっともミステリアスな天体―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1458） （※） 

谷口 義明 2004 9784062574587 ¥3,000  - 1027984058 

脳死とは何か ―基本的な理解を深めるために―改訂新版 【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1463） （※） 

竹内 一夫 2004 9784062574631 ¥2,800  - 1027984059 

偉人と語るふしぎの化学史 ―化学法則が生み出されるプロセスを追体験する―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-1464） （※） 

松本 泉 2005 9784062574648 ¥3,000  - 1027984060 

「コレステロール常識」ウソ・ホント ―知ってビックリ!正しい知識と診断基準―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1465） （※） 

田中 秀一 2005 9784062574655 ¥2,700  - 1027984061 

「日本語から考える英語表現」の技術 ―「言いたいこと」を明確に伝えるための5つの処方
箋―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1471） （※） 

柳瀬 和明 2005 9784062574716 ¥2,700  - 1027984062 

DNA複製の謎に迫る ―正確さといい加減さが共存する不思議ワールド―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1477） （※） 

武村 政春 2005 9784062574778 ¥2,900  - 1027984063 

宇宙物理学入門 ―宇宙の誕生と進化の謎を解き明かす―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1480） （※） 

桜井 邦朋 2007 9784062574808 ¥2,700  - 1027984064 

銀河物理学入門 ―銀河の形成と宇宙進化の謎を解く―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1481） （※） 

祖父江 義明 2008 9784062574815 ¥2,800  - 1027984065 

暗号の数理 ―作り方と解読の原理―改訂新版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1490） （※） 一松 信 2005 9784062574907 ¥3,000  - 1027984066 

手術を受ける前に読む本 ―これだけは知っておきたい基礎知識―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1495） （※） 

佐久間 哲志 2005 9784062574952 ¥3,000  - 1027984067 

脳の栄養失調 ―脳とダイエットの危険な関係―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1503） （※） 高田 明和 2005 9784062575034 ¥2,800  - 1027984069 

新しいアトピー治療 ―誤った治療に振り回されないために―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1506） （※） 

西岡 清 2006 9784062575065 ¥2,700  - 1027984070 

「複雑ネットワーク」とは何か ―複雑な関係を読み解く新しいアプローチ―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1511） （※） 

増田 直紀 2006 9784062575119 ¥3,000  - 1027984071 

猫のなるほど不思議学 ―知られざる生態の謎に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1513） （※） 

岩崎 るりは 2006 9784062575133 ¥3,500  - 1027984072 

競走馬の科学 ―速い馬とはこういう馬だ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1516） （※） 
JRA競走馬総合研
究所 

2006 9784062575164 ¥2,700  - 1027984073 

ダイヤモンドの科学 ―美しさと硬さの秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1517） （※） 松原 聰 2006 9784062575171 ¥3,200  - 1027984074 

セキュリティはなぜ破られるのか ―10年使える「セキュリティの考え方」―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1524） （※） 

岡嶋 裕史 2006 9784062575249 ¥2,900  - 1027984075 

誰が本当の発明者か ―発明をめぐる栄光と挫折の物語―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1525） （※） 

志村 幸雄 2006 9784062575256 ¥3,200  - 1027984076 

他人を許せないサル ―IT世間につながれた現代人―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1526） （※） 

正高 信男 2006 9784062575263 ¥2,600  - 1027984077 

光化学の驚異 ―日本がリードする「次世代技術」の最前線―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1527） （※） 

光化学協会 2006 9784062575270 ¥3,000  - 1027984078 

皮膚感覚の不思議 ―「皮膚」と「心」の身体心理学―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1531） （※） 

山口 創 2006 9784062575317 ¥3,000  - 1027984079 

新・ひざの痛い人が読む本 ―「変形性膝関節症」痛み解消Q&A―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1533） （※） 

井上 和彦 2006 9784062575331 ¥3,000  - 1027984080 
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入門たのしい植物学 ―植物たちが魅せるふしぎな世界―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1539） （※） 

田中 修 

講談社 

2007 9784062575393 ¥2,800  - 1027984081 

なぜヒトの脳だけが大きくなったのか ―人類進化最大の謎に挑む―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1540） （※） 

浜田 穣 2007 9784062575409 ¥3,000  - 1027984082 

生命のセントラルドグマ ―RNAがおりなす分子生物学の中心教義―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1544） （※） 

武村 政春 2007 9784062575447 ¥2,900  - 1027984083 

前頭葉は脳の社長さん? ―意思決定とホムンクルス問題―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1546） （※） 

坂井 克之 2007 9784062575461 ¥3,200  - 1027984084 

長生きする入れ歯 ―科学的根拠に基づく知識と治療法―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1548） （※） 

早川 巖 2007 9784062575485 ¥2,900  - 1027984085 

ゲノムサイエンス ―ゲノム解読から生命システムの解明へ―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1554） （※） 

榊 佳之 2007 9784062575546 ¥3,200  - 1027984086 

物理のABC ―光学から特殊相対論まで―新装版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1555） （※） 

福島 肇 2007 9784062575553 ¥3,000  - 1027984087 

生物が子孫を残す技術 ―生物界の大胆な愛と性―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1559） （※） 

吉野 孝一 2007 9784062575591 ¥2,700  - 1027984088 

植木屋さんも知らないたくましいその生き方 【スマホ・読上】（ブルーバックス . これでナット
ク!植物の謎 B-1565） （※） 

日本植物生理学会 2007 9784062575652 ¥3,200  - 1027984089 

ナノカーボンの科学 ―セレンディピティーから始まった大発見の物語―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1566） （※） 

篠原 久典 2007 9784062575669 ¥3,000  - 1027984090 

富士山噴火 ―ハザードマップで読み解く「Xデー」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1576） （※） 

鎌田 浩毅 2007 9784062575768 ¥3,200  - 1027984091 

構造化するウェブ ―ウェブの理想型を実現する技術とは―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1577） （※） 

岡嶋 裕史 2007 9784062575775 ¥2,800  - 1027984092 

がんはなぜ生じるか ―原因と発生のメカニズムを探る―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1581） （※） 

永田 親義 2007 9784062575812 ¥3,200  - 1027984093 

アレルギーはなぜ起こるか ―ヒトを傷つける過剰な免疫反応のしくみ―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1585） （※） 

斎藤 博久 2008 9784062575850 ¥2,900  - 1027984094 

見えないものを見る技術 ―五感を超えた診断の技術―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1587） （※） 

伊藤 泰郎 2008 9784062575874 ¥2,700  - 1027984095 

デジタル時代の「よい音」の楽しみ方 【スマホ・読上】（ブルーバックス . オーディオ常識の
ウソ・マコト ; 続 B-1590） （※） 

千葉 憲昭 2008 9784062575904 ¥3,200  - 1027984096 

新・進化論が変わる ―ゲノム時代にダーウィン進化論は生き残るか―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1594） （※） 

中原 英臣 2008 9784062575942 ¥3,000  - 1027984097 

がん治療の常識・非常識 ―患者にとっての最良の選択とは?―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1597） （※） 

田中 秀一 2008 9784062575973 ¥2,900  - 1027984098 

これならわかるネットワーク ―インターネットはなぜつながるのか?―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1599） （※） 

長橋 賢吾 2008 9784062575997 ¥3,000  - 1027984099 

ストレスとはなんだろう ―医学を革新した「ストレス学説」はいかにして誕生したか―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1604） （※） 

杉 晴夫 2008 9784062576048 ¥2,800  - 1027984100 

化学トリック=だまされまいぞ! ―化学推理クイズ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1608） （※） 

山崎 昶 2008 9784062576086 ¥2,700  - 1027984101 

大人が知らない子どもの体の不思議 ―子どもは大人のミニチュアではない!―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1616） （※） 

榊原 洋一 2008 9784062576161 ¥2,800  - 1027984102 

「流れる臓器」血液の科学 ―血球たちの姿と働き―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1618） （※） 

中竹 俊彦 2009 9784062576185 ¥2,800  - 1027984103 

コンクリートなんでも小事典 ―固まるしくみから、強さの秘密まで―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1624） （※） 

土木学会関西支部 2008 9784062576246 ¥3,500  - 1027984104 

進化から見た病気 ―「ダーウィン医学」のすすめ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1626） （※） 

栃内 新 2009 9784062576260 ¥2,800  - 1027984105 

国際宇宙ステーションとはなにか ―仕組みと宇宙飛行士の仕事―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1628） （※） 

若田 光一 2009 9784062576284 ¥3,200  - 1027984106 

伝承農法を活かす家庭菜園の科学 ―自然のしくみを利用した栽培術―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1630） （※） 

木嶋 利男 2009 9784062576307 ¥3,200  - 1027984107 

「人工冬眠」への挑戦 ―「命の一時停止」の医学応用―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1634） （※） 

市瀬 史 2009 9784062576345 ¥2,900  - 1027984108 

見えない巨大水脈地下水の科学 ―使えばすぐには戻らない「意外な希少資源」―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1639） （※） 

日本地下水学会 2009 9784062576390 ¥3,200  - 1027984109 

インフルエンザパンデミック ―新型ウイルスの謎に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1647） （※） 

河岡 義裕 2009 9784062576475 ¥3,000  - 1027984110 

イカはしゃべるし、空も飛ぶ ―面白いイカ学入門―新装版 【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1650） （※） 

奥谷 喬司 2009 9784062576505 ¥3,000  - 1027984111 

細胞発見物語 ―その驚くべき構造の解明からiPS細胞まで―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1655） （※） 

山科 正平 2009 9784062576550 ¥2,900  - 1027984112 

地球環境を映す鏡南極の科学 ―氷に覆われた大陸のすべて―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1659） （※） 

神沼 克伊 2009 9784062576598 ¥3,000  - 1027984114 

森が消えれば海も死ぬ ―陸と海を結ぶ生態学―第2版 【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1670） （※） 

松永 勝彦 2010 9784062576703 ¥2,700  - 1027984115 

小事典からだの手帖 ―薬よりよく効く101話―新装版 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1718） （※） 

高橋 長雄 2011 9784062577182 ¥2,900  - 1027984116 

宇宙は本当にひとつなのか ―最新宇宙論入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1731） （※） 

村山 斉 2011 9784062577311 ¥2,800  - 1027984117 

新・材料化学の最前線 ―未来を創る「化学」の力―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1692） （※） 

首都大学東京都市
環境学部分子応用
化学研究会 

2010 9784062576925 ¥3,200  - 1027984118 

放射光が解き明かす驚異のナノ世界 ―魔法の光が拓く物質世界の可能性―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1737） （※） 

日本放射光学会 2011 9784062577373 ¥3,300  - 1027984119 

データで検証地球の資源 ―未来はほんとうに大丈夫なのか?―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1749） （※） 

井田 徹治 2011 9784062577496 ¥3,500  - 1027984120 
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東日本大震災石巻災害医療の全記録 ―「最大被災地」を医療崩壊から救った医師の7ヵ
月―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1758） （※） 

石井 正 

講談社 

2012 9784062577588 ¥3,200  - 1027984121 

声のなんでも小事典 ―発声のメカニズムから声の健康まで―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1761） （※） 

和田 美代子 2012 9784062577618 ¥3,000  - 1027984122 

巨大津波は生態系をどう変えたか ―生きものたちの東日本大震災―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1767） （※） 

永幡 嘉之 2012 9784062577670 ¥3,300  - 1027984123 

ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか ―工学に立ちはだかる「究極の力学構造」―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1768） （※） 

鈴森 康一 2012 9784062577687 ¥3,000  - 1027984124 

地球外生命9の論点 ―存在可能性を最新研究から考える―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1775） （※） 

立花 隆 2012 9784062577755 ¥3,000  - 1027984126 

脳からみた認知症 ―不安を取り除き、介護の負担を軽くする―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1790） （※） 

伊古田 俊夫 2012 9784062577908 ¥3,000  - 1027984127 

いつか罹る病気に備える本 ―100の病気への不安が軽くなる基礎知識―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1794） （※） 

塚﨑 朝子 2012 9784062577946 ¥3,900  - 1027984128 

ヒッグス粒子の発見 ―理論的予測と探究の全記録―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1798） （※） 

イアン・サンプル 2013 9784062577984 ¥4,300  - 1027984129 

宇宙になぜ我々が存在するのか ―最新素粒子論入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1799） （※） 

村山 斉 2013 9784062577991 ¥2,700  - 1027984130 

ゲノムが語る生命像 ―現代人のための最新・生命科学入門―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1800） （※） 

本庶 佑 2013 9784062578004 ¥3,200  - 1027984131 

新しいウイルス入門 ―単なる病原体でなく生物進化の立役者?―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1801） （※） 

武村 政春 2013 9784062578011 ¥3,300  - 1027984132 

海はどうしてできたのか ―壮大なスケールの地球進化史―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1804） （※） 

藤岡 換太郎 2013 9784062578042 ¥2,800  - 1027984133 

不完全性定理とはなにか ―ゲーデルとチューリングの考えたこと―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1810） （※） 

竹内 薫 2013 9784062578103 ¥3,000  - 1027984134 

栄養学を拓いた巨人たち ―「病原菌なき難病」征服のドラマ―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1811） （※） 

杉 晴夫 2013 9784062578110 ¥3,200  - 1027984135 

からだの中の外界腸のふしぎ ―最大の免疫器官にして第二のゲノム格納庫―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-1812） （※） 

上野川 修一 2013 9784062578127 ¥2,900  - 1027984136 

牛乳とタマゴの科学 ―完全栄養食品の秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1814） 
（※） 

酒井 仙吉 2013 9784062578141 ¥3,000  - 1027984137 

東京鉄道遺産 ―「鉄道技術の歴史」をめぐる―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1817） （※） 小野田 滋 2013 9784062578172 ¥3,300  - 1027984138 

リンパの科学 ―第二の体液循環系のふしぎ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1820） （※） 加藤 征治 2013 9784062578202 ¥3,300  - 1027984139 

日本の深海 ―資源と生物のフロンティア―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1824） （※） 瀧澤 美奈子 2013 9784062578240 ¥2,700  - 1027984140 

メールはなぜ届くのか ―インターネットのしくみがよくわかる―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1825） （※） 

草野 真一 2014 9784062578257 ¥2,900  - 1027984141 

海に還った哺乳類イルカのふしぎ ―イルカは地上の夢を見るか―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1826） （※） 

村山 司 2013 9784062578264 ¥3,000  - 1027984142 

大栗先生の超弦理論入門 ―九次元世界にあった究極の理論―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1827） （※） 

大栗 博司 2013 9784062578271 ¥3,300  - 1027984143 

エピゲノムと生命 ―DNAだけでない「遺伝」のしくみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1829） （※） 

太田 邦史 2013 9784062578295 ¥3,300  - 1027984144 

新薬に挑んだ日本人科学者たち ―世界の患者を救った創薬の物語―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1831） （※） 

塚﨑 朝子 2013 9784062578318 ¥3,000  - 1027984145 

ネットオーディオ入門 ―オーディオ史上最高の音質を楽しむ―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1835） （※） 

山之内 正 2013 9784062578356 ¥2,700  - 1027984146 

真空のからくり ―質量を生み出した空間の謎―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1836） 
（※） 

山田 克哉 2013 9784062578363 ¥3,300  - 1027984147 

死なないやつら ―極限から考える「生命とは何か」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1844） （※） 

長沼 毅 2013 9784062578448 ¥3,000  - 1027984148 

宇宙最大の爆発天体ガンマ線バースト ―どこから来るのか、なぜ起こるのか―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-1857） （※） 

村上 敏夫 2014 9784062578578 ¥3,000  - 1027984149 

天体衝突 ―斉一説から激変説へ地球、生命、文明史―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1862） （※） 

松井 孝典 2014 9784062578622 ¥3,300  - 1027984150 

新幹線50年の技術史 ―高速鉄道の歩みと未来―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1863） （※） 

曽根 悟 2014 9784062578639 ¥3,000  - 1027984151 

基準値のからくり ―安全はこうして数字になった―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1868） （※） 

村上 道夫 2014 9784062578684 ¥3,100  - 1027984152 

おいしい穀物の科学 ―コメ、ムギ、トウモロコシからソバ、雑穀まで―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1869） （※） 

井上 直人 2014 9784062578691 ¥2,900  - 1027984153 

もの忘れの脳科学 ―最新の認知心理学が解き明かす記憶のふしぎ―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1874） （※） 

苧阪 満里子 2014 9784062578745 ¥2,700  - 1027984154 

山に登る前に読む本 ―運動生理学からみた科学的登山術―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1877） （※） 

能勢 博 2014 9784062578776 ¥2,700  - 1027984155 

世界はなぜ月をめざすのか ―月面に立つための知識と戦略―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1878） （※） 

佐伯 和人 2014 9784062578783 ¥3,100  - 1027984156 

火薬のはなし ―爆発の原理から身のまわりの火薬まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1879） （※） 

松永 猛裕 2014 9784062578790 ¥3,300  - 1027984157 

驚異の小器官耳の科学 ―聞こえる仕組みから、めまい、耳掃除まで―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1884） （※） 

杉浦 彩子 2014 9784062578844 ¥2,900  - 1027984158 

川はどうしてできるのか ―地形のミステリーツアーへようこそ―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1885） （※） 

藤岡 換太郎 2014 9784062578851 ¥2,900  - 1027984159 

関西鉄道遺産 ―私鉄と国鉄が競った技術史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1886） （※） 小野田 滋 2014 9784062578868 ¥3,300  - 1027984160 
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小惑星探査機「はやぶさ2」の大挑戦 ―太陽系と生命の起源を探る壮大なミッション―【ス
マホ・読上】（ブルーバックス B-1887） （※） 

山根 一眞 

講談社 

2014 9784062578875 ¥3,300  - 1027984161 

社会脳からみた認知症 ―徴候を見抜き、重症化をくい止める―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1889） （※） 

伊古田 俊夫 2014 9784062578899 ¥3,000  - 1027984162 

「進撃の巨人」と解剖学 ―その筋肉はいかに描かれたか―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1892） （※） 

布施 英利 2014 9784062578929 ¥3,000  - 1027984163 

エントロピーをめぐる冒険 ―初心者のための統計熱力学―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1894） （※） 

鈴木 炎 2014 9784062578943 ¥3,300  - 1027984164 

「育つ土」を作る家庭菜園の科学 ―有機物や堆肥をどう活かすか―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1895） （※） 

木嶋 利男 2014 9784062578950 ¥2,900  - 1027984165 

新しい免疫入門 ―自然免疫から自然炎症まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1896） （※） 

審良 静男 2014 9784062578967 ¥2,900  - 1027984166 

哺乳類誕生 ―乳の獲得と進化の謎 : 驚異の器官がうまれるまで―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1898） （※） 

酒井 仙吉 2015 9784062578981 ¥3,300  - 1027984167 

エネルギーとはなにか ―そのエッセンスがゼロからわかる―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1899） （※） 

ロジャー・G・ニュート
ン 

2015 9784062578998 ¥2,700  - 1027984168 

99.996%はスルー ―進化と脳の情報学―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1901） （※） 竹内 薫 2015 9784062579018 ¥2,900  - 1027984169 

巨大ウイルスと第4のドメイン ―生命進化論のパラダイムシフト―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1902） （※） 

武村 政春 2015 9784062579025 ¥2,900  - 1027984170 

創薬が危ない ―早く・安く・安全な薬を届けるドラッグ・リポジショニングのすすめ―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1903） （※） 

水島 徹 2015 9784062579032 ¥3,000  - 1027984171 

デジタル・アーカイブの最前線 ―知識・文化・感性を消滅させないために―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1904） （※） 

時実 象一 2015 9784062579049 ¥2,900  - 1027984172 

あっと驚く科学の数字 ―最新宇宙論から生命の不思議まで―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1905） （※） 

数から科学を読む研
究会 

2015 9784062579056 ¥2,900  - 1027984173 

サイエンス異人伝 ―科学が残した「夢の痕跡」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1908） （※） 荒俣 宏 2015 9784062579087 ¥4,300  - 1027984174 

飛行機事故はなぜなくならないのか ―55の事例でわかった本当の原因―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1909） （※） 

青木 謙知 2015 9784062579094 ¥3,000  - 1027984175 

研究を深める5つの問い ―「科学」の転換期における研究者思考―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1910） （※） 

宮野 公樹 2015 9784062579100 ¥2,700  - 1027984176 

新しい航空管制の科学 ―宇宙から見守る「空の交通整理」―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1916） （※） 

園山 耕司 2015 9784062579162 ¥3,200  - 1027984177 

世界を動かす技術思考 ―要素からシステムへ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1918） （※） 

木村 英紀 2015 9784062579186 ¥2,900  - 1027984178 

理系のための研究ルールガイド ―上手に付き合い、戦略的に使いこなす―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1920） （※） 

坪田 一男 2015 9784062579209 ¥2,900  - 1027984179 

分子レベルで見た触媒の働き ―反応はなぜ速く進むのか―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1922） （※） 

松本 吉泰 2015 9784062579223 ¥3,300  - 1027984180 

コミュ障動物性を失った人類 ―正しく理解し能力を引き出す―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1923） （※） 

正高 信男 2015 9784062579230 ¥2,700  - 1027984181 

謎解き・津波と波浪の物理 ―波長と水深のふしぎな関係―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1924） （※） 

保坂 直紀 2015 9784062579247 ¥2,900  - 1027984182 

地球を突き動かす超巨大火山 ―新しい「地球学」入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1925） （※） 

佐野 貴司 2015 9784062579254 ¥3,000  - 1027984183 

SNSって面白いの? ―何が便利で、何が怖いのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1926） （※） 

草野 真一 2015 9784062579261 ¥3,000  - 1027984184 

心臓の力 ―休めない臓器はなぜ「それ」を宿したのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1929） （※） 

柿沼 由彦 2015 9784062579292 ¥3,000  - 1027984185 

光と重力 ―ニュートンとアインシュタインが考えたこと : 一般相対性理論とは何か―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1930） （※） 

小山 慶太 2015 9784062579308 ¥3,600  - 1027984186 

薬学教室へようこそ ―いのちを守るクスリを知る旅―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1931） （※） 

二井 将光 2015 9784062579315 ¥2,900  - 1027984187 

天野先生の「青色LEDの世界」 ―光る原理から最先端応用技術まで―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1932） （※） 

天野 浩 2015 9784062579322 ¥2,900  - 1027984188 

日本酒の科学 ―水・米・麹の伝統の技―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1935） （※） 和田 美代子 2015 9784062579353 ¥3,600  - 1027984189 

Q&A火山噴火127の疑問 ―噴火の仕組みを理解し災害に備える―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1936） （※） 

日本火山学会 2015 9784062579360 ¥3,000  - 1027984190 

輪廻する宇宙 ―ダークエネルギーに満ちた宇宙の将来―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1937） （※） 

横山 順一 2015 9784062579377 ¥2,900  - 1027984191 

門田先生の3Dプリンタ入門 ―何を作れるのか、どう役立つのか―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1938） （※） 

門田 和雄 2015 9784062579384 ¥2,900  - 1027984192 

灯台の光はなぜ遠くまで届くのか ―時代を変えたフレネルレンズの軌跡―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1939） （※） 

テレサ・レヴィット 2015 9784062579391 ¥3,600  - 1027984193 

すごいぞ!身のまわりの表面科学 ―ツルツル、ピカピカ、ザラザラの不思議―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1940） （※） 

日本表面科学会 2015 9784062579407 ¥3,300  - 1027984194 

神経とシナプスの科学 ―現代脳研究の源流―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1943） （※） 杉 晴夫 2015 9784062579438 ¥3,600  - 1027984195 

細胞の中の分子生物学 ―最新・生命科学入門―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1944） （※） 

森 和俊 2016 9784062579445 ¥3,300  - 1027984196 

芸術脳の科学 ―脳の可塑性と創造性のダイナミズム―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1945） （※） 

塚田 稔 2015 9784062579452 ¥3,100  - 1027984197 

50ヵ国語習得法 ―誰にでもできる、いまからでも間に合う―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1947） （※） 

新名 美次 2015 9784062579476 ¥3,600  - 1027984198 

自分では気づかない、ココロの盲点 ―本当の自分を知る練習問題80―完全版 【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-1953） （※） 

池谷 裕二 2016 9784062579537 ¥3,300  - 1027984199 
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発達障害の素顔 ―脳の発達と視覚形成からのアプローチ―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1954） （※） 

山口 真美 

講談社 

2016 9784062579544 ¥2,700  - 1027984200 

コーヒーの科学 ―「おいしさ」はどこで生まれるのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1956） （※） 

旦部 幸博 2016 9784062579568 ¥3,600  - 1027984201 

図解・燃料電池自動車のメカニズム ―水素で走るしくみから自動運転の未来まで―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1959） （※） 

川辺 謙一 2016 9784062579599 ¥3,000  - 1027984202 

超対称性理論とは何か ―宇宙をつかさどる究極の対称性―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1960） （※） 

小林 富雄 2016 9784062579605 ¥3,000  - 1027984203 

交流のしくみ ―三相交流からパワーエレクトロニクスまで―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-1963） （※） 

森本 雅之 2016 9784062579636 ¥3,000  - 1027984204 

脳からみた自閉症 ―「障害」と「個性」のあいだ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1964） （※） 

大隅 典子 2016 9784062579643 ¥3,000  - 1027984205 

理系のための論理が伝わる文章術 ―実例で学ぶ読解・作成の手順―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1965） （※） 

成清 弘和 2016 9784062579650 ¥2,700  - 1027984206 

サッカー上達の科学 ―いやでも巧くなるトレーニングメソッド―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1966） （※） 

村松 尚登 2016 9784062579667 ¥3,000  - 1027984207 

脳・心・人工知能 ―数理で脳を解き明かす―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1968） （※） 甘利 俊一 2016 9784062579681 ¥3,000  - 1027984209 

四色問題 ―どう解かれ何をもたらしたのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1969） （※） 一松 信 2016 9784062579698 ¥3,300  - 1027984210 

へんな星たち ―天体物理学が挑んだ10の恒星―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1971） （※） 

鳴沢 真也 2016 9784062579711 ¥3,300  - 1027984211 

「健康食品」ウソ・ホント ―「効能・効果」の科学的根拠を検証する―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1972） （※） 

高橋 久仁子 2016 9784062579728 ¥3,000  - 1027984212 

海の教科書 ―波の不思議から海洋大循環まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1974） （※） 

柏野 祐二 2016 9784062579742 ¥3,900  - 1027984214 

不妊治療を考えたら読む本 ―科学でわかる「妊娠への近道」―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1976） （※） 

浅田 義正 2016 9784062579766 ¥3,000  - 1027984215 

夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か ―世界をリードする日本の科学技術―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-1980） （※） 

光化学協会 2016 9784062579803 ¥3,000  - 1027984217 

宇宙は「もつれ」でできている ―「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-1981） （※） 

ルイーザ・ギルダー 2016 9784062579810 ¥5,000  - 1027984218 

重力波とはなにか ―「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-1983） （※） 

安東 正樹 2016 9784062579834 ¥3,600  - 1027984219 

経済数学の直観的方法 マクロ経済学編 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1984） （※） 長沼 伸一郎 2016 9784062579841 ¥4,000  - 1027984220 

経済数学の直観的方法 確率・統計編 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1985） （※） 長沼 伸一郎 2016 9784062579858 ¥3,900  - 1027984221 

40歳からの「認知症予防」入門 ―リスクを最小限に抑える考え方と実践法―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-1988） （※） 

伊古田 俊夫 2016 9784062579889 ¥3,000  - 1027984224 

チーズの科学 ―ミルクの力、発酵・熟成の神秘―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
1993） （※） 

齋藤 忠夫 2016 9784062579933 ¥3,300  - 1027984226 

つながる脳科学 ―「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1994） （※） 

理化学研究所脳科
学総合研究センター 

2016 9784062579940 ¥3,900  - 1027984227 

活断層地震はどこまで予測できるか ―日本列島で今起きていること―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-1995） （※） 

遠田 晋次 2016 9784062579957 ¥3,200  - 1027984228 

体の中の異物「毒」の科学 ―ふつうの食べものに含まれる危ない物質―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-1996） （※） 

小城 勝相 2016 9784062579964 ¥3,600  - 1027984229 

欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」 ―科学的事実が教える正しいがん・生活習慣
病予防―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1997） （※） 

奥田 昌子 2016 9784062579971 ¥3,000  - 1027984230 

日本列島100万年史 ―大地に刻まれた壮大な物語―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2000） （※） 

山崎 晴雄 2017 9784065020005 ¥3,300  - 1027984233 

人工知能はいかにして強くなるのか? ―対戦型AIで学ぶ基本のしくみ―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2001） （※） 

小野田 博一 2017 9784065020012 ¥3,300  - 1027984234 

地学ノススメ ―「日本列島のいま」を知るために―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2002） （※） 

鎌田 浩毅 2017 9784065020029 ¥3,300  - 1027984235 

人類と気候の10万年史 ―過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-2004） （※） 

中川 毅 2017 9784065020043 ¥3,100  - 1027984237 

ランニングする前に読む本 ―最短で結果を出す科学的トレーニング―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2005） （※） 

田中 宏暁 2017 9784065020050 ¥3,300  - 1027984238 

宇宙に「終わり」はあるのか ―最新宇宙論が描く、誕生から「10の100乗年」後まで―【スマ
ホ・読上】（ブルーバックス B-2006） （※） 

吉田 伸夫 2017 9784065020067 ¥3,300  - 1027984239 

痛覚のふしぎ ―脳で感知する痛みのメカニズム―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2007） （※） 

伊藤 誠二 2017 9784065020074 ¥3,100  - 1027984240 

地球はなぜ「水の惑星」なのか ―水の「起源・分布・循環」から読み解く地球史―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-2008） （※） 

唐戸 俊一郎 2017 9784065020081 ¥3,300  - 1027984241 

理化学研究所 ―100年目の巨大研究機関―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2009） 
（※） 

山根 一眞 2017 9784065020098 ¥3,200  - 1027984242 

生物はウイルスが進化させた ―巨大ウイルスが語る新たな生命像―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2010） （※） 

武村 政春 2017 9784065020104 ¥3,300  - 1027984243 

巨大ブラックホールの謎 ―宇宙最大の「時空の穴」に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2011） （※） 

本間 希樹 2017 9784065020111 ¥3,300  - 1027984244 

自閉症の世界 ―多様性に満ちた内面の真実―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2014） （※） 
スティーブ・シルバー
マン 

2017 9784065020142 ¥5,300  - 1027984245 

三つの石で地球がわかる ―岩石がひもとくこの星のなりたち―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2015） （※） 

藤岡 換太郎 2017 9784065020159 ¥3,100  - 1027984246 

お茶の科学 ―「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-2016） （※） 

大森 正司 2017 9784065020166 ¥3,300  - 1027984247 

人はどのように鉄を作ってきたか ―4000年の歴史と製鉄の原理―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2017） （※） 

永田 和宏 2017 9784065020173 ¥3,300  - 1027984248 
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カラー図解古生物たちのふしぎな世界 ―繁栄と絶滅の古生代3億年史―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-2018） （※） 

土屋 健 

講談社 

2017 9784065020180 ¥4,000  - 1027984249 

時空のからくり ―時間と空間はなぜ「一体不可分」なのか―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2019） （※） 

山田 克哉 2017 9784065020197 ¥3,600  - 1027984250 

「香り」の科学 ―匂いの正体からその効能まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2020） （※） 平山 令明 2017 9784065020203 ¥3,300  - 1027984251 

海に沈んだ大陸の謎 ―最新科学が解き明かす激動の地球史―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2021） （※） 

佐野 貴司 2017 9784065020210 ¥3,300  - 1027984252 

アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 ―2つの「国民病」を結ぶ驚きのメカニズム―【スマホ・
読上】（ブルーバックス B-2025） （※） 

鬼頭 昭三 2017 9784065020258 ¥3,100  - 1027984254 

睡眠の科学 ―なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか―改訂新版 【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2026） （※） 

桜井 武 2017 9784065020265 ¥3,300  - 1027984255 

重力波で見える宇宙のはじまり ―「時空のゆがみ」から宇宙進化を探る―【スマホ・読上】
（ブルーバックス B-2027） （※） 

ピエール・ビネトリュイ 2017 9784065020272 ¥4,000  - 1027984256 

生命を支えるATPエネルギー ―メカニズムから医療への応用まで―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2029） （※） 

二井 将光 2017 9784065020296 ¥3,300  - 1027984257 

時間とはなんだろう ―最新物理学で探る「時」の正体―【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-2031） （※） 

松浦 壮 2017 9784065020319 ¥3,300  - 1027984258 

DNAの98%は謎 ―生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-2034） （※） 

小林 武彦 2017 9784065020340 ¥3,100  - 1027984261 

我々はなぜ我々だけなのか ―アジアから消えた多様な「人類」たち―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2037） （※） 

川端 裕人 2017 9784065020371 ¥3,300  - 1027984264 

城の科学 ―個性豊かな天守の「超」技術―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2038） （※） 萩原 さちこ 2017 9784065020388 ¥4,000  - 1027984265 

ペンローズのねじれた四次元 ―時空はいかにして生まれたのか―増補新版 【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-2040） （※） 

竹内 薫 2017 9784065020401 ¥3,600  - 1027984267 

時計の科学 ―人と時間の5000年の歴史―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2041） （※） 織田 一朗 2017 9784065020418 ¥3,300  - 1027984268 

日本人のための声がよくなる「舌力」のつくり方 ―声のプロが教える正しい「舌の強化法」
―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2042） （※） 

篠原 さなえ 2018 9784065020425 ¥3,100  - 1027984269 

サイバー攻撃 ―ネット世界の裏側で起きていること―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-
2045） （※） 

中島 明日香 2018 9784065020456 ¥3,300  - 1027984271 

最新ウイスキーの科学 ―熟成の香味を生む驚きのプロセス―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-2047） （※） 

古賀 邦正 2018 9784065020470 ¥3,300  - 1027984273 

E=mc[2]のからくり ―エネルギーと質量はなぜ「等しい」のか―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-2048） （※） 

山田 克哉 2018 9784065020487 ¥3,300  - 1027984274 

世界を救った日本の薬 ―画期的新薬はいかにして生まれたのか?―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2050） （※） 

塚﨑 朝子 2018 9784065020500 ¥3,600  - 1027984276 

「おいしさ」の科学 ―素材の秘密・味わいを生み出す技術―【スマホ・読上】（ブルーバック
ス B-2051） （※） 

佐藤 成美 2018 9784065020517 ¥3,300  - 1027984277 

鳥!驚異の知能 ―道具をつくり、心を読み、確率を理解する―【スマホ・読上】（ブルーバッ
クス B-2053） （※） 

ジェニファー・アッ
カーマン 

2018 9784065020531 ¥4,300  - 1027984279 

もうひとつの脳 ―ニューロンを支配する陰の主役「グリア細胞」―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2054） （※） 

R・ダグラス・フィール
ズ 

2018 9784065020548 ¥5,000  - 1027984280 

理系のための「実戦英語力」習得法 ―最速でネイティブの感覚が身につく―【スマホ・読
上】（ブルーバックス B-2055） （※） 

志村 史夫 2018 9784065020555 ¥3,600  - 1027984281 

パンの科学 ―しあわせな香りと食感の秘密―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2058） （※） 吉野 精一 2018 9784065116616 ¥3,300  - 1027984283 

科学者はなぜ神を信じるのか ―コペルニクスからホーキングまで―【スマホ・読上】（ブ
ルーバックス B-2061） （※） 

三田 一郎 2018 9784065120507 ¥3,300  - 1027984286 

「がん」はなぜできるのか ―そのメカニズムからゲノム医療まで―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2062） （※） 

国立がん研究セン
ター研究所 

2018 9784065120934 ¥3,700  - 1027984287 

カラー版ビールの科学 ―麦芽とホップが生み出す「旨さ」の秘密―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-2063） （※） 

渡 淳二 2018 9784065120514 ¥4,300  - 1027984288 

公認心理師・臨床心理士大学院対策鉄則10&キーワード100 心理学編 【スマホ・読上】 
（※） 

宮川 純 2018 9784065123812 ¥7,500  - 1028650386 

音声認識 【スマホ・読上】（MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） （※） 篠田 浩一 2017 9784061529274 ¥9,240  - 1030956567 

大乗非仏説をこえて ―大乗仏教は何のためにあるのか―【スマホ・読上】 （※） 大竹 晋 国書刊行会 2018 9784336062697 ¥3,850  ¥7,700  1028340343 

経済学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 
ナイアル・キシテイ
ニー 

三省堂 

2014 9784385162225 ¥13,200  ¥26,400  1028487775 

経営学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） イアン・マルコーズ 2015 9784385162300 ¥13,860  ¥27,720  1028487776 

政治学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） ポール・ケリー 2014 9784385162263 ¥13,860  ¥27,720  1028487777 

哲学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） ウィル・バッキンガム 2012 9784385162232 ¥12,540  ¥25,080  1028487778 

心理学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） キャサリン・コーリン 2013 9784385162249 ¥12,540  ¥25,080  1028487779 

宗教学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 
ドーリング・キンダー
スリー社 

2015 9784385162317 ¥13,860  ¥27,720  1028487780 

現状変革の哲学原理 【スマホ・読上】（自由の相互承認 : 人間社会を「希望」に紡ぐ 上） 
（※） 

苫野 一徳 

詩想舎 

2017 - ¥2,200  ¥4,400  1030939890 

未来構築の実践理論 【スマホ・読上】（自由の相互承認 : 人間社会を「希望」に紡ぐ 下） 
（※） 

苫野 一徳 2017 -  ¥2,200  ¥4,400  1030939891 

視座と理念の転換 【スマホ・読上】（なぜ経済学は経済を救えないのか : 資本基盤マネジ
メントの経済理論へ 上） （※） 

倉阪 秀史 2017 - ¥2,200  ¥4,400  1030939892 

政策展開の経済理論 【スマホ・読上】（なぜ経済学は経済を救えないのか : 資本基盤マネ
ジメントの経済理論へ 下） （※） 

倉阪 秀史 2017 -  ¥2,200  ¥4,400  1030939893 

人工知能と商業デザイン ―クリエイティブ領域における「読書階層構造」構築の取り組み
―【スマホ・読上】 （※） 

境 祐司 2017 - ¥2,200  ¥4,400  1030939894 

「人工知能」と「人工知性」 ―環境、身体、知能の関係から解き明かすAI―【スマホ・読上】 
（※） 

三宅 陽一郎 2017 -  ¥2,200  ¥4,400  1030939895 

「社会」の学としての霊長類学 【スマホ・読上】（人類の社会性の進化 = Evolution of the 
human sociality 上） （※） 

山極 寿一 2017 - ¥2,200  ¥4,400  1030939896 

共感社会と家族の過去、現在、未来 【スマホ・読上】（人類の社会性の進化 = Evolution of 
the human sociality 下） （※） 

山極 寿一 2017 - ¥2,200  ¥4,400  1030939897 

脳と情報 ―神経回路と記憶のメカニズム―【スマホ・読上】 （※） 佐々木 拓哉 2017 -  ¥2,200  ¥4,400  1030939898 
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商売で大事なことは全部セブン－イレブンで学んだ ―単品管理― 【スマホ・読上】 （※） 岩本 浩治 

商業界 

2005 9784785502768 ¥5,280  ¥10,560  1027984677 

なぜこの会社はモチベーションが高いのか ―働く皆が幸せな会社― 【スマホ・読上】 （※） 坂本 光司 2009 9784785503581 ¥4,950  ¥9,900  1027984678 

スーパーマーケットのブルーオーシャン戦略 ―未曾有の時代のバイブル― 【スマホ・読上】 （※） 水元 均 2009 9784785503543 ¥4,950  ¥9,900  1027984679 

無印良品の「改革」 ―なぜ無印良品は蘇ったのか― 【スマホ・読上】 （※） 渡辺 米英 2006 9784785503055 ¥4,950  ¥9,900  1027984680 

すべては人なんだ 【スマホ・読上】 （※） 大久保 恒夫 2010 9784785503772 ¥4,950  ¥9,900  1027984681 

ザ・プリンシプル ―ウォルマート創業者サム・ウォルトンが実践した経営の成功原則１００
― 【スマホ・読上】 （※） 

吉田 繁治 2009 9784785503505 ¥5,280  ¥10,560  1027984683 

ショップの現場でホントにあったちょっといい話 【スマホ・読上】 （※） 兼重 日奈子 2011 9784785504045 ¥4,950  ¥9,900  1027984684 

小売・流通業が知らなきゃいけない物流の知識 【スマホ・読上】 （※） 角井 亮一 2011 9784785504007 ¥5,280  ¥10,560  1027984685 

12人の優しい「書店人」 【スマホ・読上】 （※） 山本 明文 2011 9784785503864 ¥4,620  ¥9,240  1027984686 

かんたん計数で夢をかなえる本 ―イッキに繁盛店！― 【スマホ・読上】 （※） 渡辺 一紀 2008 9784785503284 ¥5,280  ¥10,560  1027984687 

組織を守り強くするNo.2の指南書 ―トップを支え組織を生かす実力者になるためのバイブ
ル― 【スマホ・読上】 （※） 

宮内 勝彦 2011 9784785504090 ¥4,950  ¥9,900  1027984688 

ディズニーランドで「気づいた」企業継続力 ―どうすればあなたの会社は存続できるか― 
【スマホ・読上】 （※） 

小松田 勝 2011 9784785504076 ¥4,950  ¥9,900  1027984689 

無印良品 ―世界戦略と経営改革― 【スマホ・読上】 （※） 渡辺 米英 2012 9784785504182 ¥4,950  ¥9,900  1027984690 

ネットスーパーの経営と実務 ―こうすれば黒字化できる― 【スマホ・読上】 （※） 柴田 巌 2012 9784785504328 ¥5,544  ¥11,088  1027984691 

「コストコ」がなぜ強いのか ―日本人の買物を変えた― 【スマホ・読上】 （※） 佐藤 生美雄 2012 9784785504311 ¥5,544  ¥11,088  1027984692 

流通小売業がよくわかる本 ―決定版― 【スマホ・読上】 （※） 打越 祐 2009 9784785503499 ¥5,280  ¥10,560  1027984693 

江頭匡一に叱られて ―レストランを産業化させた日本の外食王― 【スマホ・読上】 （※） 梅谷 羊次 2012 9784785504274 ¥5,280  ¥10,560  1027984694 

スーパーマーケットのバリューイノベーション ―新しい価値創造― 【スマホ・読上】 （※） 水元 均 2010 9784785503789 ¥5,280  ¥10,560  1027984695 

目からウロコ販売心理学９３の法則 ―Ｓｅｅ ｍｅ，ｔｏｕｃｈ ｍｅ，ｆｅｅｌ ｍｅ，…ｂｕｙ ｍｅ― 
【スマホ・読上】 （※） 

松村 清 2002 9784785502140 ¥5,940  ¥11,880  1027984696 

B級グルメ地域No.1パワーブランド戦略 【スマホ・読上】 （※） 王 一郎 2012 9784785504281 ¥4,950  ¥9,900  1027984697 

「一点集中」で中小店は必ず勝てる！ ―小が大と渡り合う地域シェア一番店の技術― 【ス
マホ・読上】 （※） 

佐藤 勝人 2005 9784785502898 ¥4,950  ¥9,900  1027984698 

買いの法則、売りの原則 ―街が教える繁盛への道― 【スマホ・読上】 （※） 金子 哲雄 2005 9784785502645 ¥5,280  ¥10,560  1027984700 

実践売上予測と立地判定 ―実地調査と出店のポイント― 【スマホ・読上】 （※） 林原 安徳 1998 9784785501792 ¥5,280  ¥10,560  1027984701 

売場のデータ超活用法 ―図解― 【スマホ・読上】 （※） 白部 和孝 2001 9784785502041 ¥5,280  ¥10,560  1027984702 

岡田卓也の十章 ―イオンの基本― 【スマホ・読上】 （※） 岡田 卓也 2007 9784785503093 ¥4,950  ¥9,900  1027984703 

ウォルグリーン ―世界No.1のドラッグストア―改訂版 【スマホ・読上】 （※） 松村 清 2012 9784785504229 ¥5,940  ¥11,880  1027984704 

幸せな売場のつくり方 ―ファッション専門店再生ストーリー― 【スマホ・読上】 （※） 兼重 日奈子 2008 9784785503291 ¥4,950  ¥9,900  1027984705 

ヨークベニマルの経営 ―最強のスーパーマーケット企業― 【スマホ・読上】 （※） 五十嵐 正昭 2009 9784785503406 ¥4,950  ¥9,900  1027984706 

ありきたりじゃない新・外食 ―第1次〜3次産業といった既存の枠組みをすべて取り払った
一気通貫ビジネスで躍進する外食企業創業社長の手記― 【スマホ・読上】 （※） 

米山 久 2012 9784785504113 ¥4,950  ¥9,900  1027984707 

ありがとうの育て方 ―なぜ、その学生街の居酒屋は学生の入店を断り続けるのか?― 【ス
マホ・読上】 （※） 

中山 マコト 2012 9784785504366 ¥4,950  ¥9,900  1027984708 

中国市場の真相 ―縮む日本 伸びる中国マーケットは救世主となるか?― 【スマホ・読上】 （※） 川出 圭司 2013 9784785504526 ¥5,280  ¥10,560  1027984711 

なぜこの会社に人財が集まるのか ―10%の超優良企業だけがやっている“人を幸せにす
る”経営― 【スマホ・読上】 （※） 

坂本 光司 2013 9784785504502 ¥5,197  ¥10,395  1027984712 

コミュ力 ―コミュニケーション力― 【スマホ・読上】 （※） 松村清 2011 9784785503956 ¥5,544  ¥11,088  1027984713 

小さくても光り輝くブランド ―あなたの店にも「価値のタネ」は眠っている― 【スマホ・読上】 （※） 櫻田 弘文 2013 9784785504496 ¥5,544  ¥11,088  1027984714 

俺のイタリアン、俺のフレンチ ―ぶっちぎりで勝つ競争優位性のつくり方― 【スマホ・読上】 （※） 坂本 孝 2013 9784785504540 ¥4,950  ¥9,900  1027984715 

情熱商人 ―ドン・キホーテ創業者の革命的小売経営論― 【スマホ・読上】 （※） 安田 隆夫 2013 9784785504519 ¥5,280  ¥10,560  1027984716 

マーチャンダイジング入門 【スマホ・読上】 （※） 築山 明徳 2010 9784785503659 ¥3,960  ¥7,920  1027984717 

セブン-イレブンの「物流」研究 ―国内最大の店舗網を結ぶ世界最強ロジスティクスのす
べて― 【スマホ・読上】 （※） 

信田 洋二 2013 9784785504120 ¥5,544  ¥11,088  1027984718 

「ありがとう」と言われる商い ―価値を生み出し繁盛するワクワク系商人の道― 【スマホ・
読上】 （※） 

小阪 裕司 2010 9784785503734 ¥4,950  ¥9,900  1027984719 

これならできる！手話の接客サービス 【スマホ・読上】 （※） ハートリンクあゆみ 2003 9784785502324 ¥5,544  ¥11,088  1027984720 

生涯うなぎ職人 ―二百年続く老舗「野田岩」の心と技― 【スマホ・読上】 （※） 金本 兼次郎 2011 9784785504052 ¥4,950  ¥9,900  1027984721 

商業経営の精神と技術 【スマホ・読上】 （※） 渥美 俊一 2012 9784785504250 ¥4,950  ¥9,900  1027984722 

スーパーマーケットの新常識！ ―「繁盛力」教本― 【スマホ・読上】 （※） 水元 均 2008 9784785503277 ¥4,950  ¥9,900  1027984723 

売場づくり入門 【スマホ・読上】 （※） 築山 明徳 2005 9784785502744 ¥3,300  ¥6,600  1027984725 

店長のための現場を活かすコーチング ―実例に学ぶ― 【スマホ・読上】 （※） 伊藤 敦子 2003 9784785502263 ¥4,851  ¥9,702  1027984726 

実録ファッション販売員の奮戦記 【スマホ・読上】 （※） 兼重 日奈子 2001 9784785501983 ¥5,280  ¥10,560  1027984727 

店長の常識 【スマホ・読上】 （※） 上保 陽三 2004 9784785502478 ¥3,960  ¥7,920  1027984728 

セールス心理学 ―「Ｎｏ！」と言わせない商談必勝法― 【スマホ・読上】 （※） 松村 清 2009 9784785503390 ¥5,280  ¥10,560  1027984729 

陳列技術入門 【スマホ・読上】 （※） 鈴木 国朗 2005 9784785502874 ¥3,300  ¥6,600  1027984730 
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シニアカスタマー ―中高年に好かれる企業が市場を制する！― 【スマホ・読上】 （※） 松村 清 

商業界 

2007 9784785503079 ¥4,950  ¥9,900  1027984732 

「衝動買い」が止まらない! 【スマホ・読上】 （※） 金子 哲雄 2013 9784785504533 ¥4,950  ¥9,900  1027984733 

5万店もあるんだからコンビニで起業しなさい 【スマホ・読上】 （※） 三橋 一公 2013 9784785504571 ¥4,950  ¥9,900  1027984734 

実(リアル)店舗で商品を売るにはどうしたら良いのか!? ―楽天・アマゾンに負けない!― 
【スマホ・読上】 （※） 

松村 清 2013 9784785504595 ¥4,950  ¥9,900  1027984735 

フードサービス店長法律ハンドブック ―すぐ使える100設問―  【スマホ・読上】 （※） 神田 孝 2013 9784785504458 ¥4,950  ¥9,900  1027984736 

どんな人でも一流に育つしくみ ―マクドナルドの教え方ユニクロの鍛え方― 【スマホ・読上】 （※） 有本 均 2013 9784785504564 ¥4,950  ¥9,900  1027984737 

お客様に愛される販売術 【スマホ・読上】 （※） 成田 直人 2009 9784785503475 ¥4,950  ¥9,900  1027984738 

「主婦の気分」マーケティング ―「商品づくり」「売場づくり」の新しい価値観― 【スマホ・読上】 （※） 大給 近憲 2014 9784785504632 ¥4,950  ¥9,900  1027984739 

儲かりたければ女性の力を借りなさい ―中小企業のカリスマ経営者の効果バツグン人材
活用術― 【スマホ・読上】 （※） 

小山 昇 2014 9784785504762 ¥4,950  ¥9,900  1027984740 

外国人観光客が「笑顔で来店する」しくみ ―巨大5兆円のインバウンド市場攻略に向けた
基礎と実践の必携ハンドブック― 【スマホ・読上】 （※） 

新津 研一 2014 9784785504731 ¥4,950  ¥9,900  1027984741 

バイオビジネス「着想の原点」 ―ストレス緩和 関節炎予防 歯周病予防 ピロリ菌抑制等 
現代病に挑む!― 【スマホ・読上】 （※） 

金 武祚 2014 9784785504786 ¥4,950  ¥9,900  1027984742 

お店の売上を倍増したいならお金をかけずにアイデアで勝負する! ―販促ウエポン100― 
【スマホ・読上】 （※） 

販促ウエポン推進委
員会 

2014 9784785504748 ¥4,950  ¥9,900  1027984743 

俺のフィロソフィ ―仕組みで勝って、人で圧勝する俺のイタリアンの成功哲学― 【スマホ・
読上】 （※） 

坂本 孝 2014 9784785504670 ¥4,950  ¥9,900  1027984744 

魚で食育する本 ―スーパーマーケットだからできる―（食育シリーズ） 【スマホ・読上】 （※） 堀内 幹夫 2007 9784785503123 ¥4,950  ¥9,900  1027984745 

肉で食育する本 ―スーパーマーケットだからできる―（食育シリーズ） 【スマホ・読上】 （※） 毛見 信秀 2008 9784785503215 ¥4,950  ¥9,900  1027984746 

野菜と果物で食育する本 ―スーパーマーケットだからできる―（食育シリーズ） 【スマホ・
読上】 （※） 

水元 均 2008 9784785503253 ¥4,950  ¥9,900  1027984747 

コトPOPを書いたらあっ、売れちゃった! 【スマホ・読上】 （※） 山口 茂 2015 9784785504847 ¥4,950  ¥9,900  1027984748 

Amazonに勝てる絶対ルール ―売上げをアマゾン、楽天に持って行かれてたまるか!― 【ス
マホ・読上】 （※） 

竹内 謙礼 2015 9784785504878 ¥4,950  ¥9,900  1027984749 

あきないの心 ―繁昌を招く倉本長治の88のことば― 【スマホ・読上】 （※） 倉本 長治 2012 9784785504335 ¥4,620  ¥9,240  1027984750 

リーダーなら解いておきたい職場づくりの練習問題52 【スマホ・読上】 （※） 平堀 剛 2012 9784785504441 ¥5,500  ¥11,000  1027984751 

いきなり!ステーキ ―常識を突き破る不滅の経営― 【スマホ・読上】 （※） 一瀬 邦夫 2015 9784785504854 ¥5,830  ¥11,660  1027984752 

新規客が増える飲食店の店構え 【スマホ・読上】 （※） 戸田 大輔 2015 9784785504892 ¥5,830  ¥11,660  1027984753 

おバカ販促 ―史上最強の事例満載!― 【スマホ・読上】 （※） 米谷 仁 2015 9784785504908 ¥6,160  ¥12,320  1027984754 

断トツに勝つ人の地域一番化戦略 ―新たなマーケットはズバリこうつくれ!― 【スマホ・読
上】 （※） 

佐藤 勝人 2015 9784785504922 ¥5,830  ¥11,660  1027984755 

一冊でわかる食品表示 【スマホ・読上】 （※） 垣田 達哉 2015 9784785504977 ¥6,160  ¥12,320  1027984756 

セブン-イレブンの「発注力」 【スマホ・読上】 （※） 信田 洋二 2015 9784785504984 ¥5,830  ¥11,660  1027984757 

習慣購買のパワー ―最強の固定客化戦略― 【スマホ・読上】 （※） 松村 清 2015 9784785505011 ¥6,160  ¥12,320  1027984758 

飲めば飲むほど業績が上がる「飲み会」仕事術 【スマホ・読上】 （※） 藍原 節文 2016 9784785505028 ¥5,500  ¥11,000  1027984759 

小売・流通用語集 ―流通業界で働く方必携― 【スマホ・読上】 （※） 
中内学園流通科学
大学 

2016 9784785505035 ¥5,500  ¥11,000  1027984760 

さらば価格競争 ―非価格経営に取り組む21社の実践― 【スマホ・読上】 （※） 坂本 光司 2016 9784785505097 ¥5,830  ¥11,660  1027984761 

すぐ分かるスーパーマーケット使える計数ハンドブック 【スマホ・読上】 （※） 紙谷 佳伸 2016 9784785505165 ¥6,160  ¥12,320  1027984762 

すぐ分かるスーパーマーケット陳列と演出ハンドブック 【スマホ・読上】 （※） 鈴木 國朗 2017 9784785505172 ¥5,830  ¥11,660  1027984763 

まちゼミ ―さあ、商いを楽しもう!― 【スマホ・読上】 （※） 松井 洋一郎 2017 9784785505189 ¥6,160  ¥12,320  1027984764 

POP1年生 ―イラストで実況中継!― 【スマホ・読上】 （※） 山口 茂 2017 9784785505196 ¥6,930  ¥13,860  1027984765 

ようこそ小売業の世界へ ―先人に学ぶ商いのこころ―改訂版 【スマホ・読上】 （※） 小林 二三夫 2017 9784785505240 ¥6,930  ¥13,860  1027984766 

できる人材がすぐに辞めない職場のつくり方 ―「ここでずっと働きたい!」と言ってもらえる
“定着”マネジメント― 【スマホ・読上】 （※） 

岡本 文宏 2018 9784785505264 ¥5,830  ¥11,660  1027984767 

スーパーマーケット実力店長の仕事術 ―「基本5原則」の実践が生み出す最強の店づくり
― 【スマホ・読上】 （※） 

加藤 津代志 2015 9784785504946 ¥6,160  ¥12,320  1027984768 

こうして店は潰れた ―地域土着スーパー「やまと」の教訓―【スマホ・読上】 （※） 小林 久 2018 9784785505394 ¥4,950  ¥9,900  1030447010 

パートさんを集める技術 ―マンガでよくわかる―【スマホ・読上】 （※） 赤沼 留美子 2018 9784785505400 ¥4,950  ¥9,900  1030447011 

ニッポン子育てしやすい会社 ―人を大切にする会社は社員の子どもの数が多い―【スマ
ホ・読上】 （※） 

坂本 光司 2019 9784785505479 ¥4,950  ¥9,900  1030447012 

クックパッドデータから読み解く食卓の科学 ―「食べたい」と「売場」をつなぐヒント集―【ス
マホ・読上】 （※） 

中村 耕史 2017 9784785505202 ¥5,610  ¥11,220  1030447013 

質的心理学辞典 【スマホ・読上】 （※） 能智 正博 新曜社 2018 9784788516014 ¥7,920  ¥10,560  1030534310 

僕がロボットをつくる理由 ―未来の生き方を日常からデザインする―【スマホ・読上】（教養
みらい選書 001） （※） 

石黒 浩 

世界思想社教学社 

2018 9784790717089 ¥4,290  ¥8,580  1028499623 

食べることの哲学 【スマホ・読上】（教養みらい選書 002） （※） 桧垣 立哉 2018 9784790717119 ¥5,610  ¥11,220  1028499624 

感性は感動しない ―美術の見方、批評の作法―【スマホ・読上】（教養みらい選書 003） （※） 椹木 野衣 2018 9784790717133 ¥5,610  ¥11,220  1028499625 

おいしい育児 ―家でも輝け、おとうさん!―【スマホ・読上】（こどものみらい叢書 1） （※） 佐川 光晴 2018 9784790717096 ¥4,290  ¥8,580  1028499626 

お山の幼稚園で育つ 【スマホ・読上】（こどものみらい叢書 2） （※） 山下 太郎 2018 9784790717126 ¥4,620  ¥9,240  1028499627 

子どもが教えてくれた世界 ―家族社会学者と息子と猫と―【スマホ・読上】（こどものみら
い叢書 3） （※） 

片岡 佳美 2018 9784790717218 ¥4,620  ¥9,240  1028499628 

福島原発事故がもたらしたもの ―被災地のメンタルヘルスに何が起きているのか―【スマ
ホ・読上】 （※） 

前田 正治 誠信書房 2018 9784414416428 ¥7,260  ¥10,890  1028494709 
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私、農家になりました。 ―就農ナビ&成功事例― 【スマホ・読上付】 三好 かやの 

誠文堂新光社 

2014 9784416614693 ¥3,300  ¥4,950  1023959597 

私、海の漁師になりました。 ―就業ナビ&成功事例― 【スマホ・読上付】 金萬 智男 2015 9784416715413 ¥3,300  ¥4,950  1023959598 

私、山の猟師になりました。 ―一人前になるワザをベテラン猟師が教えます!― 【スマホ・
読上付】 

三好 かやの 2016 9784416516195 ¥3,300  ¥4,950  1023959599 

僕がオーロラを世界にシェアできたわけ 【スマホ・読上付】 古賀 祐三 2015 9784416115220 ¥3,300  ¥4,950  1023959605 

実験心理学が見つけた超効率的勉強法 【スマホ・読上付】 竹内 龍人 2014 9784416614785 ¥3,080  ¥4,620  1023959606 

グラフィック文化を築いた13人 ―『アイデア』デザイナーインタビュー選集― 【スマホ・読上付】 アイデア編集部 2014 9784416114377 ¥3,080  ¥4,620  1023959609 

パンづくりの科学 ―パンのなぜ?に答える― 【スマホ・読上付】 吉野 精一 2012 9784416812952 ¥3,520  ¥5,280  1023959610 

真田幸村逆転の決断術 ―相手の心を動かす「義」の思考方法― 【スマホ・読上付】 野中 根太郎 2015 9784416715956 ¥3,300  ¥4,950  1023959614 

電照栽培の基礎と実践 ―光の質・量・タイミングで植物をコントロール― 【スマホ・読上付】 久松 完 2014 9784416614082 ¥5,720  ¥8,580  1023959615 

最新の動物行動学に基づいた動物による農作物被害の総合対策 【スマホ・読上付】 江口 祐輔 2013 9784416613269 ¥4,400  ¥6,600  1023959616 

ザ・パーフェクト ―日本初の恐竜全身骨格発掘記― 【スマホ・読上付】 土屋 健 2016 9784416616369 ¥4,400  ¥6,600  1025246431 

切り花の鮮度・品質保持基礎と実践 ―日持ちが消費のカギになる―（農業の知識シリー
ズ） 【スマホ・読上付】 

市村 一雄 2016 9784416516447 ¥6,160  ¥9,240  1025246439 

本当に正しい鳥獣害対策Q&A ―被害の原因は「間違った知識」にあった!― 【スマホ・読上付】 江口 祐輔 2016 9784416616888 ¥4,400  ¥6,600  1025246440 

「平穏死」を受け入れるレッスン ―自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするの
ですか?― 【スマホ・読上付】 

石飛 幸三 2016 9784416716274 ¥1,980  ¥2,970  1026546314 

サッカー逆境の監督学 ―パターン練習を捨てろ!1日2時間の練習で狙う全国制覇― 【スマ
ホ・読上付】 

李 済華 2017 9784416517161 ¥3,300  ¥4,950  1026546319 

タヌキ学入門 【スマホ・読上付】 高槻 成紀 2016 9784416115473 ¥4,400  ¥6,600  1026546323 

100万回シェアされるコピー ―いますぐ使えるウェブコピー「4つのルール」― 【スマホ・読
上付】 

橋口 幸生 2017 9784416517246 ¥3,300  ¥4,950  1026546326 

哲学図鑑 ―現代人の悩みをすっきり解消する : 恋愛やビジネスから人生観まで役立つ― 
【スマホ・読上付】 

大城 信哉 2013 9784416313114 ¥3,300  ¥4,950  1026546330 

「売る」から、「売れる」へ。 ―水野学のブランディングデザイン講義― 【スマホ・読上付】 水野 学 2016 9784416115152 ¥3,520  ¥5,280  1026546333 

「ユマニチュード」という革命 ―なぜ、このケアで認知症高齢者と心が通うのか― 【スマホ・
読上付】 

イヴ・ジネスト 2016 9784416616819 ¥3,080  ¥4,620  1026546335 

子どもの敏感さに困ったら読む本 ―児童精神科医が教えるHSCとの関わり方― 【スマホ・
読上付】 

長沼 睦雄 2017 9784416517888 ¥2,860  ¥4,290  1026546339 

イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ ―他人にも感情にも振り回されない方法
― 【スマホ・読上付】 

玉川 真里 2017 9784416617649 ¥2,860  ¥4,290  1026546341 

科学的データでわかる果物の新常識 ―ガン・心臓病・脳卒中・認知症を寄せつけない知ら
れざる果物の機能性― 【スマホ・読上付】 

田中 敬一 2016 9784416616017 ¥3,960  ¥5,940  1026590212 

なぜ名前だけがでてこないのか ―脳科学者が教える本当に正しい記憶力の鍛え方―【ス
マホ・読上付】 

澤田 誠 2013 9784416713952 ¥3,300  ¥4,950  1028388787 

腸が元気になるオリーブオイル健康法 【スマホ・読上付】 松生 恒夫 2013 9784416713204 ¥2,640  ¥3,960  1028388788 

もう迷わなくなる最良の選択 ―人生を後悔しない決断思考の磨き方―【スマホ・読上付】 
アルボムッレ・スマナ
サーラ 

2015 9784416715833 ¥2,860  ¥4,290  1028388789 

胎内記憶でわかった子どももママも幸せになる子育て ―「もって生まれた才能」の伸ばし
方―【スマホ・読上付】 

池川 明 2016 9784416715840 ¥2,860  ¥4,290  1028388790 

小豆島にみる日本の未来のつくり方 【スマホ・読上付】 椿 昇 2014 9784416114483 ¥4,400  ¥6,600  1028388791 

アートディレクションの「型」。 ―デザインを伝わるものにする30のルール―【スマホ・読上
付】 

水口 克夫 2015 9784416115015 ¥3,520  ¥5,280  1028388792 

最新よくわかる心臓病 ―心筋梗塞・狭心症・不整脈・弁膜症・大動脈瘤―【スマホ・読上
付】 

天野 篤 2013 9784416613016 ¥3,080  ¥4,620  1028388793 

確実に治るうつ、治らないうつ ―57の実例で見つかる、うつ病の抜け出し方―【スマホ・読
上付】 

森下 茂 2016 9784416716205 ¥3,080  ¥4,620  1028388794 

疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい ―たった2週間で姿勢が整い体質が変わる方
法―【スマホ・読上付】 

竹井 仁 2018 9784416618301 ¥2,420  ¥3,630  1028388796 

多品目少量栽培で成功できる!!小さな農業の稼ぎ方 ―栽培技術と販売テクニック―【スマ
ホ・読上付】 

中村 敏樹 2017 9784416617267 ¥4,400  ¥6,600  1028388797 

ニュートリノってナンダ? ―やさしく知る素粒子・ニュートリノ・重力波―【スマホ・読上付】 荒舩 良孝 2017 9784416717516 ¥2,640  ¥3,960  1028388798 

限界を作らない生き方 ―KEEP MOVING : 27歳で難病ALSになった僕が挑戦し続ける理
由―【スマホ・読上】 

武藤 将胤 2018 9784416618394 ¥3,300  ¥4,950  1029378271 

オーロラの話をしましょう 【スマホ・読上】 赤祖父 俊一 2018 9784416618363 ¥3,520  ¥5,280  1029378272 

家族のためのユマニチュード ―"その人らしさ"を取り戻す、優しい認知症ケア―【スマホ・
読上】 

イヴ・ジネスト 2018 9784416518731 ¥3,520  ¥5,280  1029378273 

■わかりやすい、読みやすい中国の人気古典読解セット 【スマホ・読上付】 - - 9784416919477 ¥11,220  ¥16,830  1030134636 

論語コンプリート ―全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」+現代語訳・書き下し文・
原文― 【スマホ・読上付】 

孔子 2016 9784416716540 ¥3,960  ¥5,940  1025246441 

孫子コンプリート ―全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」+現代語訳・書き下し文・
原文―【スマホ・読上付】 

孫子 2017 9784416717127 ¥3,300  ¥4,950  1028388795 

老子コンプリート ―全文完全対照版 : 本質を捉える「一文超訳」+現代語訳・書き下し文・
原文―【スマホ・読上】 

老子 2019 9784416519110 ¥3,960  ¥5,940  1030134637 

10代のための疲れた心がラクになる本 ―「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる
方法―【スマホ・読上付】 

長沼 睦雄 2019 9784416519387 ¥2,860  ¥4,290  1030534328 

進化する勉強法 ―漢字学習から算数、英語、プログラミングまで―【スマホ・読上付】 竹内 龍人 2019 9784416619544 ¥3,300  ¥4,950  1030534329 

火星の科学 ―Guide to Mars―【スマホ・読上付】 藤井 旭 2018 9784416618882 ¥3,300  ¥4,950  1030534330 

インテグレーテッド有機農業論 ―未来の循環型農業―【スマホ・読上】 （※） 中野 明正 2012 9784416912362 ¥3,960  ¥5,940  1030534331 

経営者・起業家必読!すぐわかる補助金・助成金活用ガイド ―図解ビジネス―【スマホ・読
上】 （※） 

柏 雅 2015 9784416715321 ¥3,080  ¥4,620  1030534332 
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こころ学への挑戦 【スマホ・読上】（こころの未来選書） （※） 吉川 左紀子 

創元社 

2016 9784422112282 ¥6,600  ¥9,350  1030447051 

スクールカウンセリングモデル１００例 ―読み取る。支える。現場の工夫。―【スマホ・読
上】 （※） 

かしま えりこ 2006 9784422113791 ¥7,700  ¥11,000  1030447052 

河合隼雄と箱庭療法 【スマホ・読上】 （※） 
日本箱庭療法学会
編集委員会 

2009 9784422114170 ¥4,400  ¥6,600  1030447053 

臨床家のための対人関係療法入門ガイド 【スマホ・読上】 （※） 水島 広子 2009 9784422114248 ¥6,050  ¥8,800  1030447054 

いのちの営みに添う心理臨床 ―人が出会い、共に生きるということ―【スマホ・読上】 （※） 竹村 洋子 2011 9784422115085 ¥5,500  ¥7,700  1030447055 

コッホの『バウムテスト<第三版>』を読む 【スマホ・読上】 （※） 山中 康裕 2011 9784422115139 ¥8,250  ¥12,100  1030447056 

心とは何か ―カウンセリングと他ならぬ自分―【スマホ・読上】 （※） 氏原 寛 2012 9784422115276 ¥6,050  ¥8,800  1030447057 

神田橋條治医学部講義 【スマホ・読上】 （※） 神田橋 條治 2013 9784422115450 ¥6,050  ¥8,800  1030447058 

人間性心理学ハンドブック 【スマホ・読上】 （※） 
日本人間性心理学
会 

2012 9784422115498 ¥8,800  ¥12,650  1030447059 

五感の力 ―未来への扉を開く―【スマホ・読上】 （※） グラバア 俊子 2013 9784422115641 ¥4,400  ¥6,600  1030447060 

心理臨床とセラピストの人生 ―関わり合いのなかの事例研究―【スマホ・読上】 （※） 滝口 俊子 2015 9784422115818 ¥6,050  ¥8,800  1030447061 

重度情緒障害児への箱庭療法 ―7人の子どもたちの事例をもとに―【スマホ・読上】 （※） リース‐滝幸子 2015 9784422115825 ¥8,250  ¥12,100  1030447062 

緩和ケアという物語 ―正しい説明という暴力―【スマホ・読上】 （※） 岸本 寛史 2015 9784422115931 ¥7,150  ¥10,450  1030447063 

統合失調症の治療ポイント ―14の治癒例を通しての理解―【スマホ・読上】 （※） 平井 孝男 2015 9784422115962 ¥6,050  ¥8,800  1030447064 

Q&Aで学ぶ心理療法の考え方・進め方 【スマホ・読上】 （※） 竹内 健児 2015 9784422115979 ¥6,050  ¥8,800  1030447065 

生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 ―22人のフロイトの後継者たち―【スマホ・読上】 
（※） 

乾 吉佑 2015 9784422116129 ¥6,050  ¥8,800  1030447066 

自己愛のトランスレーショナル・リサーチ ―理論研究・混合研究法・臨床実践研究による
包括的検討―【スマホ・読上】（アカデミア叢書） （※） 

成田 慶一 2016 9784422116143 ¥9,900  ¥17,600  1030447067 

マインドフル・フォーカシング ―身体は答えを知っている―【スマホ・読上】 （※） デヴィッド・I.ローム 2016 9784422116150 ¥5,500  ¥7,700  1030447068 

治療のための精神分析ノート 【スマホ・読上】 （※） 神田橋 條治 2016 9784422116167 ¥5,500  ¥7,700  1030447069 

統計嫌いのための心理統計の本 ―統計のキホンと統計手法の選び方―【スマホ・読上】 （※） 白井 祐浩 2017 9784422116259 ¥4,950  ¥7,700  1030447070 

共感と自己愛の心理臨床 ―コフート理論から現代自己心理学まで―【スマホ・読上】 （※） 安村 直己 2016 9784422116266 ¥6,600  ¥9,350  1030447071 

働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 【スマホ・読上】 （※） 丸山 総一郎 2017 9784422116280 ¥12,100  ¥22,000  1030447072 

ICBTインターネット認知行動療法ガイドブック 【スマホ・読上】 （※） 
ゲルハルト・アンダー
ソン 

2016 9784422116303 ¥6,050  ¥8,800  1030447073 

太陽が破裂するとき ―統合失調症の謎―【スマホ・読上】 （※） 
クリストファー・ボラ
ス 

2017 9784422116396 ¥7,700  ¥11,000  1030447074 

自己愛的(ナル)な人たち 【スマホ・読上】 （※） 岡野 憲一郎 2017 9784422116402 ¥3,850  ¥5,500  1030447075 

マンダラ・アートセラピー ―密教とユング心理学をつなぐ臨床技法―【スマホ・読上】（大阪
経済大学研究叢書） （※） 

黒木 賢一 2017 9784422116426 ¥7,150  ¥10,450  1030447076 

心理療法の未来 ―その自己展開と終焉について―【スマホ・読上】 （※） 田中 康裕 2017 9784422116709 ¥6,050  ¥8,800  1030447077 

ユング派精神療法の実践 ―西洋人との夢分析の一事例を中心として―【スマホ・読上】 （※） 武野 俊弥 2017 9784422116716 ¥4,950  ¥7,700  1030447078 

子どもの生活と児童文化 【スマホ・読上】 （※） 川北 典子 2015 9784422120638 ¥4,400  ¥6,600  1030447079 

子どもを育む学校臨床力 ―多様性の時代の生徒指導・教育相談・特別支援―【スマホ・
読上】 （※） 

角田 豊 2016 9784422120645 ¥5,500  ¥7,700  1030447080 

近代ヨーロッパの形成 ―商人と国家の近代世界システム―【スマホ・読上】（創元世界史
ライブラリー） （※） 

玉木 俊明 2012 9784422203362 ¥5,500  ¥7,700  1030447081 

ハンザ「同盟」の歴史 ―中世ヨーロッパの都市と商業―【スマホ・読上】（創元世界史ライブ
ラリー） （※） 

高橋 理 2013 9784422203379 ¥5,500  ¥7,700  1030447082 

鉄道の誕生 ―イギリスから世界へ―【スマホ・読上】（創元世界史ライブラリー） （※） 湯沢 威 2014 9784422203386 ¥5,500  ¥7,700  1030447083 

修道院の歴史 ―聖アントニオスからイエズス会まで―【スマホ・読上】（創元世界史ライブ
ラリー） （※） 

杉崎 泰一郎 2015 9784422203393 ¥5,500  ¥7,700  1030447084 

歴史の見方 ―西洋史のリバイバル―【スマホ・読上】（創元世界史ライブラリー） （※） 玉木 俊明 2016 9784422203409 ¥5,500  ¥7,700  1030447085 

金融革命 ―1985〜2008―【スマホ・読上】 （※） 服部 正喜 2017 9784422300696 ¥6,600  ¥9,350  1030447086 

われらの子ども ―米国における機会格差の拡大―【スマホ・読上】 （※） 
ロバート・D.パットナ
ム 

2017 9784422360010 ¥8,800  ¥12,650  1030447087 

ブータン ―国民の幸せをめざす王国―【スマホ・読上】 （※） 熊谷 誠慈 2017 9784422360027 ¥4,400  ¥6,600  1030447088 

「心は遺伝する」とどうして言えるのか ―ふたご研究のロジックとその先へ―【スマホ・読
上】 （※） 

安藤 寿康 2017 9784422430263 ¥4,400  ¥6,600  1030447089 

光のまちをつくる ―水都大阪の実践―【スマホ・読上】 （※） 橋爪 紳也 2015 9784422501208 ¥6,600  ¥9,350  1030447090 
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「心の問題」と直感論 【スマホ・読上】 （※） 渡辺 佳明 

大学教育出版 

2008 9784887308367 ¥1,980  ¥3,960  1028020412 

「直感分析法」の原点と拠点 【スマホ・読上】 （※） 渡辺 佳明 2010 9784887309975 ¥2,200  ¥4,400  1028020413 

スコラ・ピロムーソールム ―心愛楽神学院―【スマホ・読上】 （※） 原 正幸 2010 9784864290135 ¥1,980  ¥3,960  1028020414 

新島襄と下村孝太郎 ―倜儻不羈の事業家 : 時代を生き抜いたベンチャー魂―【スマホ・
読上】 （※） 

志村 和次郎 2008 9784887308671 ¥1,980  ¥3,960  1028020415 

ヒップホップの政治学 ―若者文化によるアメリカの再生―【スマホ・読上】（ASシリーズ 第3
巻） （※） 

川村 亜樹 2012 9784864291088 ¥1,760  ¥3,520  1028020416 

ペナン ―マラッカ海峡のコスモポリス―【スマホ・読上】 （※） 重松 伸司 2012 9784864291187 ¥1,980  ¥3,960  1028020417 

塩尻公明 ―求道者・学者の生涯と思想―【スマホ・読上】 （※） 中谷 彪 2012 9784864291040 ¥3,080  ¥6,160  1028020418 

現代アメリカ小説研究 【スマホ・読上】 （※） 竹本 憲昭 2011 9784864290548 ¥3,080  ¥6,160  1028020419 

豪州読本 ―オーストラリアをまるごと読む―【スマホ・読上】 （※） 田中 豊裕 2011 9784864290319 ¥1,980  ¥3,960  1028020420 

混迷の時代を生きる君へ 【スマホ・読上】 （※） 土屋 廣幸 2011 9784864290937 ¥1,540  ¥3,080  1028020421 

『風』『三角点』2001-2003より 【スマホ・読上】（図書館の基本を求めて 1） （※） 田井 郁久雄 2008 9784887308077 ¥1,650  ¥3,300  1028020422 

『風』『三角点』2004-2006より 【スマホ・読上】（図書館の基本を求めて 2） （※） 田井 郁久雄 2008 9784887308756 ¥1,650  ¥3,300  1028020423 

『風』『談論風発』2006-2007より 【スマホ・読上】（図書館の基本を求めて 3） （※） 田井 郁久雄 2009 9784887309579 ¥1,650  ¥3,300  1028020424 

『風』『談論風発』2008-2009より 【スマホ・読上】（図書館の基本を求めて 4） （※） 田井 郁久雄 2011 9784864290401 ¥1,650  ¥3,300  1028020425 

『風』『談論風発』2009-2010より 【スマホ・読上】（図書館の基本を求めて 5） （※） 田井 郁久雄 2012 9784864291590 ¥1,650  ¥3,300  1028020426 

生きている働いている ―障がい者の就労を地域で支える―【スマホ・読上】 （※） 目黒 輝美 2012 9784864291309 ¥1,100  ¥2,200  1028020427 

西洋文化の鼓動と近代京都 ―蘇った古都の開化伝―【スマホ・読上】 （※） 志村 和次郎 2011 9784864290999 ¥1,760  ¥3,520  1028020428 

直感の原型 ―「神話」と「民話」―【スマホ・読上】 （※） 渡辺 佳明 2012 9784864291569 ¥2,200  ¥4,400  1028020429 

「言葉」と「心」の領域 【スマホ・読上】（直感分析論 正） （※） 渡辺 佳明 2009 9784887309074 ¥1,980  ¥3,960  1028020430 

「行動」と「身体」の領域 【スマホ・読上】（直感分析論 続） （※） 渡辺 佳明 2011 9784864290708 ¥1,980  ¥3,960  1028020431 

徳富蘇峰が観た三人の校祖 ―福澤諭吉・大隈重信・新島襄―【スマホ・読上】 （※） 志村 和次郎 2011 9784864290326 ¥2,090  ¥4,180  1028020432 

非敗の思想と農ある世界 【スマホ・読上】 （※） 小松 泰信 2009 9784887309289 ¥2,090  ¥4,180  1028020433 

幼少期の育ちと大学教育 ―感じる力が扉をひらく―【スマホ・読上】 （※） 松岡 信義 2011 9784864290739 ¥1,320  ¥2,640  1028020434 

市民政治の育てかた ―新潟が吹かせたデモクラシーの風―  【スマホ・読上付】 佐々木 寛 

大月書店 

2017 9784272211180 ¥3,872  ¥5,808  1026546308 

犬房女子 ―犬猫殺処分施設で働くということ― 【スマホ・読上付】 藤崎 童士 2018 9784272330911 ¥3,872  ¥5,808  1027261572 

刑務所しか居場所がない人たち ―学校では教えてくれない、障害と犯罪の話― 【スマホ・
読上付】 

山本 譲司 2018 9784272330935 ¥3,630  ¥5,445  1027514848 

フェイクと憎悪 ―歪むメディアと民主主義―【スマホ・読上付】 永田 浩三 2018 9784272330942 ¥4,356  ¥6,534  1028487755 

「表現の自由」の明日へ ―一人ひとりのために、共存社会のために―【スマホ・読上付】 志田 陽子 2018 9784272240142 ¥4,114  ¥6,171  1028975438 

最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし ―「雇用崩壊」を乗り越える―【スマホ・読上付】 後藤 道夫 2018 9784272310531 ¥4,840  ¥7,260  1028975439 

「社会を変えよう」といわれたら 【スマホ・読上付】 木下 ちがや 2019 9784272211210 ¥3,872  ¥5,808  1030352327 

子どもとスポーツのイイ関係 ―「苦手・嫌い」が「得意・好き」に変わるコーチングの極意―
【スマホ・読上付】 

山田 ゆかり 2019 9784272412532 ¥3,872  ¥5,808  1030352328 

The last girl ―イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語―【スマホ・読上】（Toyokan 
books） （※） 

ナディア・ムラド 東洋館出版社 2018 9784491036175 ¥5,940  ¥17,820  1028973176 
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ITロードマップ 2017年版 ―情報通信技術は5年後こう変わる!―【スマホ・読上】 （※） 
野村総合研究所デジ
タルビジネス開発部 

東洋経済新報社 

2017 9784492581100 ¥5,500  ¥12,375  1027984599 

金融読本 第30版 【スマホ・読上】（読本シリーズ） （※） 島村 高嘉 2017 9784492100332 ¥5,280  ¥11,880  1027984600 

北朝鮮入門 ―金正恩体制の政治・経済・社会・国際関係―新版 【スマホ・読上】 （※） 礒崎 敦仁 2017 9784492212295 ¥5,280  ¥11,880  1027984601 

スタンダード管理会計 第2版 【スマホ・読上】 （※） 小林 啓孝 2017 9784492602256 ¥10,560  ¥23,760  1027984602 

ビジネス現場で役立つ経済を見る眼 【スマホ・読上】 （※） 伊丹 敬之 2017 9784492314944 ¥5,940  ¥8,910  1027984603 

伝えることから始めよう 【スマホ・読上】 （※） 高田 明 2017 9784492045909 ¥5,280  ¥7,920  1027984604 

政府の隠れ資産 【スマホ・読上】 （※） ダグ・デッター 2017 9784492212301 ¥9,240  ¥13,860  1027984605 

ダーク・マネー ―巧妙に洗脳される米国民―【スマホ・読上】 （※） ジェイン・メイヤー 2017 9784492444412 ¥11,880  ¥17,820  1027984606 

市場戦略の読み解き方 【スマホ・読上】（一橋MBA戦略ケースブック vol.2） （※） 沼上 幹 2017 9784492522202 ¥9,240  ¥13,860  1027984607 

松下幸之助はなぜ成功したのか ―人を活かす、経営を伸ばす―【スマホ・読上】 （※） 江口 克彦 2017 9784492502884 ¥4,950  ¥7,425  1027984608 

RPA革命の衝撃 【スマホ・読上】 （※） 大角 暢之 2017 9784492961247 ¥5,280  ¥7,920  1027984609 

ポストキャピタリズム ―資本主義以後の世界―【スマホ・読上】 （※） ポール・メイソン 2017 9784492315033 ¥7,260  ¥10,890  1027984610 

薩長史観の正体 ―歴史の偽装を暴き、真実を取り戻す―【スマホ・読上】 （※） 武田 鏡村 2017 9784492062043 ¥4,950  ¥7,425  1027984611 

社会保障クライシス ―2025年問題の衝撃 = Social security crisis―【スマホ・読上】 （※） 山田 謙次 2017 9784492701454 ¥5,610  ¥8,415  1027984612 

サービスイノベーションの海外展開 ―日本企業の成功事例とその要因分析―【スマホ・読
上】 （※） 

伊丹 敬之 2017 9784492502945 ¥11,880  ¥17,820  1027984613 

身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと 【スマホ・読上】 （※） 井戸 美枝 2017 9784492046159 ¥4,290  ¥6,435  1027984614 

人類一万年の文明論 ―環境考古学からの警鐘―【スマホ・読上】 （※） 安田 喜憲 2017 9784492223796 ¥7,920  ¥11,880  1027984615 

スマートベータの取扱説明書 ―仕組みを理解して使いこなす―【スマホ・読上】 （※） 徳野 明洋 2017 9784492733448 ¥11,880  ¥17,820  1027984616 

企業統治と成長戦略 【スマホ・読上】 （※） 宮島 英昭 2017 9784492533895 ¥15,840  ¥23,760  1027984617 

日本の工芸を元気にする! 【スマホ・読上】 （※） 中川 淳 2017 9784492502877 ¥5,280  ¥7,920  1027984618 

1万人の人生を見たベテラン弁護士が教える「運の良くなる生き方」 【スマホ・読上】 （※） 西中 務 2017 9784492046081 ¥4,290  ¥6,435  1027984619 

ガラパゴス・クール ―日本再発見のための11のプログラム―【スマホ・読上】 （※） 船橋 洋一 2017 9784492223765 ¥9,240  ¥13,860  1027984620 

FinTechは保険業界の「何」を変えるのか? ―「AI+ビッグデータ」がもたらす金融イノベー
ション―【スマホ・読上】 （※） 

藤井 秀樹 2017 9784492961261 ¥4,950  ¥7,425  1027984621 

デジタルエコノミーはいかにして道を誤るか ―労働力余剰と人類の富―【スマホ・読上】 
（※） 

ライアン・エイヴェン
ト 

2017 9784492654804 ¥5,940  ¥8,910  1027984622 

アフィリエイトで稼ぐ1年目の教科書 ―これから始める人が必ず知りたい70の疑問と答え
―【スマホ・読上】 （※） 

川端 美帆 2017 9784492581117 ¥4,620  ¥6,930  1027984623 

Shoe dog ―靴にすべてを。―【スマホ・読上】 （※） フィル・ナイト 2017 9784492046173 ¥5,940  ¥8,910  1027984624 

企業法とコンプライアンス ―"法令遵守"から"社会的要請への適応"へ―第3版 【スマホ・
読上】 （※） 

郷原 信郎 2017 9784492533963 ¥12,540  ¥18,810  1027984625 

最新アメリカの会計原則 第2版 【スマホ・読上】 （※） PwCあらた 2017 9784492602263 ¥15,180  ¥22,770  1027984626 

街場の天皇論 【スマホ・読上】 （※） 内田 樹 2017 9784492223789 ¥4,950  ¥7,425  1027984627 

スポーツビジネス最強の教科書 = The strongest textbook for sports business learners 第
2版 【スマホ・読上】 （※） 

平田 竹男 2017 9784492522219 ¥13,200  ¥19,800  1027984628 

小論文これだけ 模範解答超基礎編 【スマホ・読上】 （※） 樋口 裕一 2017 9784492046180 ¥3,300  ¥4,950  1027984629 

「人生100年時代」のライフデザイン 2018―団塊ジュニア世代から読み解く日本の未来―
【スマホ・読上】（ライフデザイン白書） （※） 

第一生命経済研究所ラ
イフデザイン研究本部 

2017 9784492961346 ¥5,280  ¥7,920  1027984630 

外資系コンサルのビジネス文書作成術 ―ロジカルシンキングと文章術によるWord文書の
作り方―【スマホ・読上】 （※） 

吉澤 準特 2017 9784492557778 ¥5,940  ¥8,910  1027984631 

欲望の資本主義 ―ルールが変わる時―【スマホ・読上】 （※） 丸山 俊一 2017 9784492371190 ¥4,950  ¥7,425  1027984632 

決定版AI人工知能 【スマホ・読上】 （※） 樋口 晋也 2017 9784492762332 ¥5,280  ¥7,920  1027984633 

新興国投資戦略 ―中国リスクとアジアの潜在成長力を読むヒント―【スマホ・読上】 （※） 
みずほ証券投資情
報部 

2017 9784492961209 ¥5,280  ¥7,920  1027984634 

ECB欧州中央銀行 ―組織、戦略から銀行監督まで―【スマホ・読上】 （※） 唐鎌 大輔 2017 9784492654828 ¥11,880  ¥17,820  1027984635 

MBA生産性をあげる100の基本 【スマホ・読上】 （※） グロービス 2017 9784492046203 ¥4,950  ¥7,425  1027984636 

あの明治大学が、なぜ女子高生が選ぶNo.1大学になったのか? ―奇跡を起こすブランド
ポジションのつくり方―【スマホ・読上】 （※） 

上阪 徹 2017 9784492557815 ¥4,290  ¥6,435  1027984637 

経済がわかる論点50 2018 【スマホ・読上】 （※） みずほ総合研究所 2017 9784492396377 ¥5,280  ¥7,920  1027984638 
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年金制度の展望 ―改革への課題と論点―【スマホ・読上】 （※） 年金綜合研究所 

東洋経済新報社 

2017 9784492701478 ¥12,540  ¥18,810  1027984639 

2018年日本はこうなる 【スマホ・読上】 （※） 
三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング 

2017 9784492396384 ¥5,280  ¥7,920  1027984640 

「環島」ぐるっと台湾一周の旅 【スマホ・読上】 （※） 一青 妙 2017 9784492046197 ¥4,290  ¥6,435  1027984641 

ITナビゲーター 2018年版 【スマホ・読上】 （※） 
野村総合研究所
ICT・メディア産業コ
ンサルティング部 

2017 9784492502976 ¥7,920  ¥11,880  1027984642 

自治体経営リスクと政策再生 【スマホ・読上】 （※） 宮脇 淳 2017 9784492212318 ¥9,900  ¥14,850  1027984643 

行動経済学入門 【スマホ・読上】 （※） 筒井 義郎 2017 9784492314975 ¥7,920  ¥11,880  1027984644 

江部康二の糖質制限革命 ―医療、健康、食、そして社会のパラダイムシフト―【スマホ・
読上】 （※） 

江部 康二 2017 9784492762349 ¥4,290  ¥6,435  1027984645 

たった1分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教科書 【スマホ・読上】 （※） 魚住 りえ 2017 9784492046104 ¥4,290  ¥6,435  1027984646 

誰が日本の労働力を支えるのか? 【スマホ・読上】 （※） 寺田 知太 2017 9784492762318 ¥5,280  ¥7,920  1027984647 

No.1アナリストがプロに教えている株の講義 【スマホ・読上】 （※） 吉野 貴晶 2017 9784492733394 ¥5,940  ¥8,910  1027984648 

航空産業入門 第2版 【スマホ・読上】 （※） ANA総合研究所 2017 9784492762356 ¥7,920  ¥11,880  1027984649 

金融ジェロントロジー ―「健康寿命」と「資産寿命」をいかに伸ばすか―【スマホ・読上】 
（※） 

清家 篤 2017 9784492733424 ¥5,280  ¥7,920  1027984650 

中国・アジア外交秘話 ―あるチャイナハンドの回想―【スマホ・読上】 （※） 谷野 作太郎 2017 9784492444429 ¥7,920  ¥11,880  1027984651 

イノベーターたちの日本史 ―近代日本の創造的対応―【スマホ・読上】 （※） 米倉 誠一郎 2017 9784492371206 ¥6,600  ¥9,900  1027984652 

トランプ後の世界秩序 ―激変する軍事・外交・経済―【スマホ・読上】 （※） 川上 高司 2017 9784492212325 ¥4,950  ¥7,425  1027984653 

外資系コンサルのプレゼンテーション術 ―課題解決のための考え方&伝え方―【スマホ・
読上】 （※） 

菅野 誠二 2018 9784492557761 ¥5,940  ¥8,910  1027984654 

避けられたかもしれない戦争 ―21世紀の紛争と平和―【スマホ・読上】 （※） ジャン=マリー・ゲーノ 2018 9784492444450 ¥11,220  ¥16,830  1027984655 

管理職1年目の教科書 ―外資系マネジャーが絶対にやらない36のルール―【スマホ・読
上】 （※） 

桜田 毅 2018 9784492557808 ¥4,620  ¥6,930  1027984656 

必ずできる。 ―マッキンゼーの25年で鍛え上げたプロヴォカティブ・シンキング―【スマホ・
読上】 （※） 

山梨 広一 2017 9784492533970 ¥4,950  ¥7,425  1027984657 

人生100年時代の国家戦略 ―小泉小委員会の500日―【スマホ・読上】 （※） 藤沢 烈 2017 9784492212356 ¥4,950  ¥7,425  1027984658 

40歳を過ぎて最高の成果を出せる「疲れない体」と「折れない心」のつくり方 【スマホ・読上】 （※） 葛西 紀明 2017 9784492046210 ¥4,290  ¥6,435  1027984659 

経営者のための実践コーポレートガバナンス入門 ―稼ぐ力を取り戻す!―【スマホ・読上】 （※） 深澤 寛晴 2017 9784492961315 ¥5,280  ¥7,920  1027984660 

グローバル人材獲得戦略ハンドブック ―成果を挙げる人材を見極める「究極の質問」―
【スマホ・読上】 （※） 

ルー・アドラー 2017 9784492533932 ¥7,920  ¥11,880  1027984661 

まんがでわかる地頭力を鍛える 【スマホ・読上】 （※） 細谷 功 2017 9784492557785 ¥4,290  ¥6,435  1027984662 

子ども格差の経済学 ―「塾、習い事」に行ける子・行けない子―【スマホ・読上】 （※） 橘木 俊詔 2017 9784492314999 ¥4,950  ¥7,425  1027984663 

生ごみ先生が教える「元気野菜づくり」超入門 完全版 【スマホ・読上】 （※） 吉田 俊道 2017 9784492046074 ¥4,950  ¥7,425  1027984664 

一流犬をつくる最強の食事法 【スマホ・読上】 （※） 橋長 誠司 2017 9784492046135 ¥4,290  ¥6,435  1027984665 

伊藤元重が警告する日本の未来 【スマホ・読上】 （※） 伊藤 元重 2017 9784492444436 ¥4,950  ¥7,425  1027984666 

寂しい生活 【スマホ・読上】 （※） 稲垣 えみ子 2017 9784492046128 ¥4,620  ¥6,930  1027984667 

粛清の王朝・北朝鮮 ―金正恩は、何を恐れているのか―【スマホ・読上】 （※） 羅 鍾一 2017 9784492212332 ¥5,940  ¥8,910  1027984668 

業界メガ再編で変わる10年後の日本 ―中堅・中小企業M&Aが再編の主役だ―【スマホ・
読上】 （※） 

渡部 恒郎 2017 9784492961360 ¥4,620  ¥6,930  1027984669 

AI vs.教科書が読めない子どもたち 【スマホ・読上】 （※） 新井 紀子 2018 9784492762394 ¥4,950  ¥7,425  1027984670 

図解ASEANを読み解く ―ASEANを理解するのに役立つ70のテーマ―第2版 【スマホ・読
上】 （※） 

みずほ総合研究所 2018 9784492093283 ¥5,940  ¥8,910  1027984671 

金融政策の全論点 ―日銀審議委員5年間の記録―【スマホ・読上】 （※） 木内 登英 2018 9784492654842 ¥16,500  ¥24,750  1027984672 

生きている会社、死んでいる会社 ―「創造的新陳代謝」を生み出す10の基本原則―【スマ
ホ・読上】 （※） 

遠藤 功 2018 9784492557846 ¥5,940  ¥8,910  1027984673 

デービッド・アトキンソン新・生産性立国論 ―人口減少で「経済の常識」が根本から変わっ
た―【スマホ・読上】 （※） 

デービッド・アトキン
ソン 

2018 9784492396407 ¥4,950  ¥7,425  1027984674 

正統派リーダーの教科書 【スマホ・読上】 （※） 江口 克彦 2018 9784492503003 ¥4,290  ¥6,435  1027984675 

コトラーの「予測不能時代」のマネジメント 【スマホ・読上】 （※） フィリップ・コトラー 2018 9784492557839 ¥7,920  ¥11,880  1027984676 

「正しい時間の使い方」が、あなたの健康をすべて左右する ―人生のブラックタイムを知
れば、まさかの病気と事故からあなたと家族を守れる―【スマホ・読上】 （※） 

石黒 源之 2017 9784492045411 ¥4,620  ¥6,930  1027986260 

「失われた20年」の終わり ―地政学で診る日本経済―【スマホ・読上】 （※） 武者 陵司 2011 9784492395479 ¥5,280  ¥7,920  1028796843 
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「話し方」で人を動かす「超」心理術 【スマホ・読上】 （※） 内藤 誼人 

東洋経済新報社 

2010 9784492043745 ¥4,620  ¥6,930  1028796845 

2060年の日本産業論 ―日本は衰退しない!―【スマホ・読上】 （※） 鈴木 将之 2016 9784492961186 ¥5,280  ¥7,920  1028796846 

90分でわかる!日本で一番やさしい「データ分析」超入門 ―Excel対応―【スマホ・読上】 （※） 内田 学 2013 9784492470862 ¥3,960  ¥5,940  1028796847 

CIA諜報員が駆使するテクニックはビジネスに応用できる 【スマホ・読上】 （※） J.C.カールソン 2014 9784492533383 ¥4,950  ¥7,425  1028796848 

FinTechの衝撃 ―金融機関は何をすべきか―【スマホ・読上】 （※） 城田 真琴 2016 9784492762271 ¥5,940  ¥8,910  1028796849 

O2O新・消費革命 ―ネットで客を店舗へ引きつける―【スマホ・読上】 （※） 松浦 由美子 2012 9784492580981 ¥4,950  ¥7,425  1028796850 

P&Gウェイ ―世界最大の消費財メーカーP&Gのブランディングの軌跡―【スマホ・読上】 
（※） 

デーヴィス・ダイアー 2013 9784492540107 ¥11,550  ¥17,325  1028796851 

アフリカ進出戦略ハンドブック 【スマホ・読上】 （※） 小池 純司 2015 9784492444245 ¥7,920  ¥11,880  1028796852 

これから日本で起こること ―雇用、賃金、消費はどうなるのか―【スマホ・読上】 （※） 中原 圭介 2015 9784492396155 ¥4,950  ¥7,425  1028796853 

シャープ「ＡＱＵＯＳ」ブランド戦略 ―たった８年でオンリーワン企業となった理由―【スマ
ホ・読上】 （※） 

北田 秀人 2010 9784492502099 ¥4,950  ¥7,425  1028796854 

スタンフォード教授の心が軽くなる先延ばし思考 【スマホ・読上】 （※） ジョン・ペリー 2013 9784492044964 ¥3,960  ¥5,940  1028796855 

なぜ、あの「音」を聞くと買いたくなるのか ―サウンド・マーケティング戦略―【スマホ・読上】 （※） ジョエル・ベッカーマン 2016 9784492557686 ¥7,920  ¥11,880  1028796856 

なぜ日本企業は真のグローバル化ができないのか ―日本版GOM構築の教科書―【スマ
ホ・読上】 （※） 

田口 芳昭 2015 9784492557679 ¥5,940  ¥8,910  1028796857 

マーケティング演習ノート 【スマホ・読上】 （※） 山本 直人 2010 9784492556696 ¥5,940  ¥8,910  1028796858 

モバイルパワーの衝撃 ―スマートフォン時代の事業モデル革命―【スマホ・読上】 （※） 辻村 清行 2012 9784492557044 ¥5,280  ¥7,920  1028796860 

ラーメン二郎にまなぶ経営学 ―大行列をつくる２６の秘訣―【スマホ・読上】 （※） 牧田 幸裕 2010 9784492502136 ¥4,950  ¥7,425  1028796861 

リスクマネジメントの教科書 ―50の事例に学ぶ“不祥事”への対応マニュアル―【スマホ・
読上】 （※） 

白井 邦芳 2014 9784492533536 ¥6,600  ¥9,900  1028796863 

外国人投資家はいま何を考えているのか ―世界の投資家が描く日本株戦略―【スマホ・
読上】 （※） 

宮島 秀直 2013 9784492732991 ¥4,950  ¥7,425  1028796864 

現代アラブ社会 ―「アラブの春」とエジプト革命―【スマホ・読上】 （※） 加藤 博 2013 9784492444016 ¥9,240  ¥13,860  1028796865 

魂の経営 【スマホ・読上】 （※） 古森 重隆 2013 9784492502556 ¥5,280  ¥7,920  1028796866 

社会インフラ次なる転換 ―市場と雇用を創る、新たなる再設計とは―【スマホ・読上】 （※） 野村総合研究所 2011 9784492211946 ¥6,600  ¥9,900  1028796868 

人を大切にして人を動かす : 企業風土が変われば会社は伸びる! 【スマホ・読上】 （※） - - -  ¥4,950  ¥7,425  1028796869 

人生をやめたいと思ったとき読む本 ―マンションから飛び降りたぼくがあなたに贈る生き
る力がわいてくる30のメッセージ―【スマホ・読上】 （※） 

澤登 和夫 2013 9784492044872 ¥4,290  ¥6,435  1028796870 

図解1時間でスピード解説!シェールガス革命 【スマホ・読上】 （※） 泉谷 渉 2013 9784492093078 ¥4,950  ¥7,425  1028796871 

戦略「脳」を鍛える : BCG流戦略発想の技術 【スマホ・読上】 （※） - - -  ¥5,280  ¥7,920  1028796872 

戦略としてのブランド ―「コンセプト」×「オペレーション」×「組織」でつくる成功の方程式―
【スマホ・読上】 （※） 

鬼頭 孝幸 2012 9784492557211 ¥7,920  ¥11,880  1028796873 

総合商社の研究 ―その源流、成立、展開―【スマホ・読上】 （※） 田中 隆之 2012 9784492762035 ¥5,940  ¥8,910  1028796874 

日本人ビジネスマン、アフリカで蚊帳を売る ―なぜ、日本企業の防虫蚊帳がケニアでトッ
プシェアをとれたのか?―【スマホ・読上】 （※） 

浅枝 敏行 2015 9784492557624 ¥5,940  ¥8,910  1028796876 

百度式６００万人中国観光客を呼び込む方法 【スマホ・読上】 （※） 陳 海騰 2010 9784492502105 ¥5,280  ¥7,920  1028796878 

僕らが毎日やっている最強の読み方 ―新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と教養」を身に
つける70の極意―【スマホ・読上】 （※） 

池上 彰 2016 9784492045916 ¥4,620  ¥6,930  1028796879 

未来政府 ―プラットフォーム民主主義―【スマホ・読上】 （※） ギャビン・ニューサム 2016 9784492212288 ¥7,920  ¥11,880  1028796880 

欲望と幻想の市場 ―伝説の投機王リバモア―【スマホ・読上】 （※） 
エドウィン・ルフェー
ブル 

1999 9784492061114 ¥7,260  ¥10,890  1028796881 

競争戦略論 第2版 【スマホ・読上】（Hitotsubashi Business Review Books） （※） 青島 矢一 2012 9784492522035 ¥5,720  ¥11,440  1028796882 

サービスの経営学 【スマホ・読上】 （※） 今枝 昌宏 2010 9784492532737 ¥7,920  ¥11,880  1028796883 

強い円は日本の国益 【スマホ・読上】 （※） 榊原 英資 2008 9784492395004 ¥5,280  ¥7,920  1028796885 

最強の未公開企業ファーウェイ ―冬は必ずやってくる―【スマホ・読上】 （※） 田 濤 2015 9784492502662 ¥5,940  ¥8,910  1028796886 

図解いちばん面白いデリバティブ入門 ―数学ナシでわかるデリバティブ―第２版 【スマ
ホ・読上】 （※） 

永野 学 2009 9784492092774 ¥5,280  ¥7,920  1028796887 

電子書籍アクセシビリティの研究 ―視覚障害者等への対応からユニバーサルデザインへ
― 【スマホ・読上付】 

松原 聡 2017 9784908590016 ¥5,280  ¥7,920  1025578832 

江戸近世暦 ―和暦・西暦・七曜・干支・十二直・納音・二十八(七)宿・二十四節気・雑節―
【スマホ・読上】 （※） 

日外アソシエーツ株
式会社 

日外アソシエーツ 2018 9784816927324 ¥13,640  ¥24,552  1028302979 
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ぬけがら 【スマホ・読上】 （※） 佃 典彦 

白水社 

2006 9784560026915 ¥4,180  ¥6,270  1028391538 

畑の向こうのヴェネツィア 【スマホ・読上】 （※） 仙北谷 茅戸 2006 9784560027882 ¥3,960  ¥5,940  1028391539 

考える水、その他の石 【スマホ・読上】 （※） 宮沢 章夫 2006 9784560027905 ¥4,400  ¥6,600  1028391540 

古本屋を怒らせる方法 【スマホ・読上】 （※） 林 哲夫 2007 9784560031674 ¥4,400  ¥6,600  1028391541 

ぼくの家 (うち) は「世界遺産」 【スマホ・読上】（地球のカタチ） （※） 小松 義夫 2007 9784560031728 ¥3,300  ¥4,950  1028391542 

食べてはいけない! 【スマホ・読上】 （地球のカタチ） （※） 森枝 卓士 2007 9784560031742 ¥3,740  ¥5,610  1028391543 

この世界のはじまりの物語 【スマホ・読上】（地球のカタチ） （※） 松村 一男 2008 9784560031858 ¥3,300  ¥4,950  1028391544 

カレンダーから世界を見る 【スマホ・読上】 （地球のカタチ） （※） 中牧 弘允 2008 9784560031896 ¥3,300  ¥4,950  1028391545 

壊れても仏像 ―文化財修復のはなし―【スマホ・読上】 （※） 飯泉 太子宗 2009 9784560031995 ¥3,740  ¥5,610  1028391546 

二人の貴公子 【スマホ・読上】 （※） 
ウィリアム・シェイク
スピア 

2004 9784560035481 ¥4,400  ¥6,600  1028391547 

三月の5日間 ―オリジナル版―【スマホ・読上】 （※） 岡田 利規 2005 9784560035917 ¥4,180  ¥6,270  1028391548 

初版グリム童話集 1 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2007 9784560071649 ¥2,090  ¥3,135  1028391549 

初版グリム童話集 2 【スマホ・読上】 （白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2007 9784560071656 ¥2,090  ¥3,135  1028391550 

初版グリム童話集 3 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2008 9784560071663 ¥1,980  ¥2,970  1028391551 

初版グリム童話集 4 【スマホ・読上】 （白水Uブックス） （※） ヤーコプ・グリム 2008 9784560071670 ¥2,090  ¥3,135  1028391552 

初版グリム童話集 5 【スマホ・読上】 （※）（白水Uブックス） ヤーコプ・グリム 2008 9784560071687 ¥2,090  ¥3,135  1028391553 

ぼくのともだち 【スマホ・読上】 （白水Uブックス . 海外小説の誘惑） （※） エマニュエル・ボーヴ 2013 9784560071847 ¥2,200  ¥3,300  1028391554 

ゴーレム 【スマホ・読上】 （白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※） グスタフ・マイリンク 2014 9784560071908 ¥3,740  ¥5,610  1028391555 

エドウィン・ドルードの謎 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※） チャールズ・ディケンズ 2014 9784560071915 ¥3,740  ¥5,610  1028391556 

スウィム・トゥー・バーズにて 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※） フラン・オブライエン 2014 9784560071946 ¥3,740  ¥5,610  1028391557 

裏面 ―ある幻想的な物語―【スマホ・読上】（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※） アルフレート・クビーン 2015 9784560071984 ¥3,300  ¥4,950  1028391558 

彼らは廃馬を撃つ 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※） ホレス・マッコイ 2015 9784560072004 ¥2,200  ¥3,300  1028391559 

第三の魔弾 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※） レオ・ペルッツ 2015 9784560072011 ¥3,520  ¥5,280  1028391560 

南十字星共和国 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 海外小説 : 永遠の本棚） （※） ワレリイ・ブリューソフ 2016 9784560072059 ¥3,300  ¥4,950  1028391561 

ドン・ジョヴァンニ音楽的エロスについて 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1086） （※） 
ゼーレン・キルケ
ゴール 

2006 9784560720868 ¥2,090  ¥3,135  1028391562 

幸福論 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） アラン 2008 9784560720981 ¥2,860  ¥4,290  1028391563 

時間と自由 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1100） （※） アンリ・ベルクソン 2009 9784560721001 ¥2,860  ¥4,290  1028391564 

大衆の反逆 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） 
ホセ・オルテガ・イ・
ガセット 

2009 9784560721018 ¥2,860  ¥4,290  1028391565 

ノルマン騎士の地中海興亡史 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1102） （※） 山辺 規子 2009 9784560721025 ¥2,860  ¥4,290  1028391566 

ワインが語るフランスの歴史 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） 山本 博 2009 9784560721032 ¥2,860  ¥4,290  1028391567 

布の歳時記 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） 黒田 杏子 2009 9784560721056 ¥2,860  ¥4,290  1028391568 

澁澤龍彦との日々 【スマホ・読上】（白水Uブックス） （※） 澁澤 龍子 2009 9784560721070 ¥2,420  ¥3,630  1028391569 

シチリア歴史紀行 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1108） （※） 小森谷 慶子 2009 9784560721087 ¥2,860  ¥4,290  1028391570 

ビザンツ皇妃列伝 ―憧れの都に咲いた花―【スマホ・読上】（白水Uブックス 1109） （※） 井上 浩一 2009 9784560721094 ¥2,860  ¥4,290  1028391571 

存在と苦悩 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1112） （※） 
アルトゥール・ショー
ペンハウアー 

2010 9784560721124 ¥2,860  ¥4,290  1028391572 

孤独と人生 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1113） （※） 
アルトゥール・ショー
ペンハウアー 

2010 9784560721131 ¥3,080  ¥4,620  1028391573 

社会契約論 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1117） （※） 
ジャン=ジャック・ル
ソー 

2010 9784560721179 ¥2,640  ¥3,960  1028391574 

フランス小説の扉 【スマホ・読上】（白水Uブックス 1119） （※） 野崎 歓 2010 9784560721193 ¥2,860  ¥4,290  1028391575 

ジョット、マザッチョほか 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 芸術家列伝 ; 1  1 : 1122） （※） ジョルジョ・ヴァザーリ 2011 9784560721223 ¥3,300  ¥4,950  1028391576 

ボッティチェルリ、ラファエルロほか 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 芸術家列伝 ; 2  2 : 
1123） （※） 

ジョルジョ・ヴァザーリ 2011 9784560721230 ¥3,300  ¥4,950  1028391577 
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レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ 【スマホ・読上】（白水Uブックス . 芸術家列伝 ; 3  
3 : 1124） （※） 

ジョルジョ・ヴァザーリ 

白水社 

2011 9784560721247 ¥3,300  ¥4,950  1028391578 

ギリシア悲劇ノート 【スマホ・読上】 （※） 丹下 和彦 2009 9784560080283 ¥5,280  ¥7,920  1028391579 

「戦後」の思想 ―カントからハーバーマスへ―【スマホ・読上】 （※） 細見 和之 2009 9784560080320 ¥6,600  ¥9,900  1028391580 

漱石の『猫』とニーチェ ―稀代の哲学者に震撼した近代日本の知性たち―【スマホ・読上】 
（※） 

杉田 弘子 2010 9784560080443 ¥7,040  ¥10,560  1028391581 

プラハのシュタイナー学校 【スマホ・読上】 （※） 増田 幸弘 2010 9784560080658 ¥3,960  ¥5,940  1028391582 

持続可能な社会をめざす8人のライフスタイル 【スマホ・読上】 名倉 幸次郎 2010 9784560080696 ¥3,520  ¥5,280  1028391583 

幸福立国ブータン ―小さな国際国家の大きな挑戦―【スマホ・読上】 （※） 大橋 照枝 2010 9784560080870 ¥4,180  ¥6,270  1028391584 

人、中年に到る 【スマホ・読上】 （※） 四方田 犬彦 2010 9784560080931 ¥3,960  ¥5,940  1028391585 

サッカー日本代表専属シェフの戦い 【スマホ・読上】（サムライブルーの料理人） （※） 西 芳照 2011 9784560081112 ¥3,520  ¥5,280  1028391586 

地図で読む戦争の時代 ―描かれた日本、描かれなかった日本―【スマホ・読上】 （※） 今尾 恵介 2011 9784560081181 ¥3,960  ¥5,940  1028391587 

ルネサンスの演出家ヴァザーリ 【スマホ・読上】 野口 昌夫 2011 9784560081266 ¥10,120  ¥15,180  1028391588 

処世の智恵 ―賢く生きるための300の箴言―【スマホ・読上】 （※） 
バルタサール・グラ
シアン 

2011 9784560081709 ¥4,400  ¥6,600  1028391589 

フランスワイン33のエピソード 【スマホ・読上】 （※） 須藤 海芳子 2011 9784560081747 ¥3,960  ¥5,940  1028391590 

執事とメイドの裏表 ―イギリス文化における使用人のイメージ―【スマホ・読上】 （※） 新井 潤美 2011 9784560081792 ¥4,400  ¥6,600  1028391591 

現実界の探偵 ―文学と犯罪―【スマホ・読上】 （※） 作田 啓一 2012 9784560081853 ¥5,720  ¥8,580  1028391592 

猟奇博物館へようこそ ―西洋近代知の暗部をめぐる旅―【スマホ・読上】 （※） 加賀野井 秀一 2012 9784560081860 ¥5,280  ¥7,920  1028391593 

荒凡夫一茶 【スマホ・読上】 （※） 金子 兜太 2012 9784560082171 ¥4,400  ¥6,600  1028391594 

地図で読む昭和の日本 ―定点観測でたどる街の風景―【スマホ・読上】 （※） 今尾 恵介 2012 9784560082447 ¥4,180  ¥6,270  1028391595 

父水上勉 【スマホ・読上】 （※） 窪島 誠一郎 2013 9784560082584 ¥6,160  ¥9,240  1028391596 

海賊党の思想 ―フリーダウンロードと液体民主主義―【スマホ・読上】 （※） 浜本 隆志 2013 9784560082904 ¥3,520  ¥5,280  1028391597 

自民党と公務員制度改革 【スマホ・読上】 （※） 塙 和也 2013 9784560083154 ¥3,740  ¥5,610  1028391598 

藤沢周平伝 【スマホ・読上】 （※） 笹沢 信 2013 9784560083192 ¥6,600  ¥9,900  1028391599 

海洋堂創世記 = Kaiyodo genesis 【スマホ・読上】 （※） 樫原 辰郎 2014 9784560083475 ¥3,960  ¥5,940  1028391600 

評伝吉村昭 【スマホ・読上】 （※） 笹沢 信 2014 9784560083734 ¥6,600  ¥9,900  1028391601 

東急・小田急 【スマホ・読上】（地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 関東1） （※） 今尾 恵介 2014 9784560083864 ¥3,520  ¥5,280  1028391602 

京王・西武・東武 【スマホ・読上】（地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 関東2） （※） 今尾 恵介 2015 9784560084083 ¥3,740  ¥5,610  1028391603 

評伝・河野裕子 ―たつぷりと真水を抱きて―【スマホ・読上】 （※） 永田 淳 2015 9784560084557 ¥5,060  ¥7,590  1028391604 

京成・京急・相鉄 【スマホ・読上】（地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み 関東3） （※） 今尾 恵介 2015 9784560084564 ¥3,960  ¥5,940  1028391605 

インド独立の志士「朝子」 【スマホ・読上】 （※） 笠井 亮平 2016 9784560084953 ¥5,060  ¥7,590  1028391606 

生きてるものはいないのか 【スマホ・読上】 （※） 前田 司郎 2008 9784560094013 ¥4,400  ¥6,600  1028391607 

怪奇映画天国アジア 【スマホ・読上】 （※） 四方田 犬彦 2009 9784560094037 ¥6,380  ¥9,570  1028391608 

美女と野獣 ―オリジナル版―【スマホ・読上】 （※） 
ガブリエル=シュザン
ヌ・ド・ヴィルヌーヴ 

2016 9784560095256 ¥3,740  ¥5,610  1028391609 

消えゆく「限界大学」 ―私立大学定員割れの構造―【スマホ・読上】 （※） 小川 洋 2017 9784560095263 ¥4,400  ¥6,600  1028391610 

モディが変えるインド ―台頭するアジア巨大国家の「静かな革命」―【スマホ・読上】 （※） 笠井 亮平 2017 9784560095546 ¥4,840  ¥7,260  1028391611 

家族をテロリストにしないために ―イスラム系セクト感化防止センターの証言―【スマホ・
読上】 （※） 

ドゥニア・ブザール 2017 9784560095775 ¥3,300  ¥4,950  1028391612 

バー「サンボア」の百年 ―Samboa Bar established 1918―【スマホ・読上】 （※） 新谷 尚人 2017 9784560095898 ¥4,400  ¥6,600  1028391613 

パリ 上 【スマホ・読上】（ExLibris classics） （※） エミール・ゾラ 2010 9784560099025 ¥7,040  ¥10,560  1028391614 

パリ 下 【スマホ・読上】（ExLibris classics） （※） エミール・ゾラ 2010 9784560099032 ¥7,040  ¥10,560  1028391615 

外国語を身につけるための日本語レッスン 【スマホ・読上】 （※） 三森 ゆりか 2003 9784560049884 ¥3,300  ¥4,950  1028650387 

英語原典で読む経済学史 【スマホ・読上】 （※） 根井 雅弘 2018 9784560096567 ¥4,400  ¥6,600  1029960183 

アルシノエ二世 ―ヘレニズム世界の王族女性と結婚―【スマホ・読上】 （※） 
エリザベス・ドネ
リー・カーニー 

2019 9784560096673 ¥9,680  ¥14,520  1029960184 
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■サブスクリプションモデル 平凡社新書 Aパッケージ（50冊） 【スマホ・読上】 （※） - 

平凡社 

-   ¥55,000  ¥82,500  1027986264 

ベトナムの微笑み ―ハノイ暮らしはこんなに面白い―【スマホ・読上】（平凡社新書 029） 
（※） 

樋口 健夫 1999 9784582850291 ¥2,244  ¥3,366  1027986265 

新・お葬式の作法 ―遺族になるということ―【スマホ・読上】（平凡社新書 314） （※） 碑文谷 創 2006 9784582853148 ¥2,442  ¥3,663  1027986266 

経済指標はこう読む ―わかる・使える45項―【スマホ・読上】（平凡社新書 339） （※） 永濱 利廣 2006 9784582853391 ¥2,706  ¥4,059  1027986267 

世の中がわかる憲法ドリル 【スマホ・読上】（平凡社新書 393） （※） 石本 伸晃 2007 9784582853933 ¥2,772  ¥4,158  1027986268 

へそ曲がりの大英帝国 【スマホ・読上】（平凡社新書 430） （※） 新井 潤美 2008 9784582854305 ¥2,310  ¥3,465  1027986269 

声と話し方のトレーニング 【スマホ・読上】（平凡社新書 454） （※） 村上 由美 2009 9784582854541 ¥2,508  ¥3,762  1027986270 

吉本隆明1968 【スマホ・読上】（平凡社新書 459） （※） 鹿島 茂 2009 9784582854596 ¥3,168  ¥4,752  1027986271 

ヒットを生み出す最強チーム術 ―キリンビール・マーケティング部の挑戦―【スマホ・読上】
（平凡社新書 487） （※） 

佐藤 章 2009 9784582854879 ¥2,310  ¥3,465  1027986272 

若さを伸ばすストレッチ 【スマホ・読上】（平凡社新書 492） （※） 伊藤 マモル 2009 9784582854923 ¥2,376  ¥3,564  1027986273 

家族を看取る ―心がそばにあればいい―【スマホ・読上】（平凡社新書 499） （※） 國森 康弘 2009 9784582854992 ¥2,442  ¥3,663  1027986274 

秀吉を襲った大地震 ―地震考古学で戦国史を読む―【スマホ・読上】（平凡社新書 504） 
（※） 

寒川 旭 2010 9784582855043 ¥2,838  ¥4,257  1027986275 

ペニシリンはクシャミが生んだ大発見 ―医学おもしろ物語25話―【スマホ・読上】（平凡社
新書 508） （※） 

百島 祐貴 2010 9784582855081 ¥2,442  ¥3,663  1027986276 

こんな日弁連に誰がした? 【スマホ・読上】（平凡社新書 509） （※） 小林 正啓 2010 9784582855098 ¥2,508  ¥3,762  1027986277 

日本の15大同族企業 【スマホ・読上】（平凡社新書 516） （※） 菊地 浩之 2010 9784582855166 ¥2,508  ¥3,762  1027986278 

全学連と全共闘 【スマホ・読上】（平凡社新書 552） （※） 伴野 準一 2010 9784582855524 ¥2,640  ¥3,960  1027986279 

サンデルの政治哲学 ―「正義」とは何か―【スマホ・読上】（平凡社新書 553） （※） 小林 正弥 2010 9784582855531 ¥3,102  ¥4,653  1027986280 

マンガはなぜ規制されるのか ―「有害」をめぐる半世紀の攻防―【スマホ・読上】（平凡社
新書 556） （※） 

長岡 義幸 2010 9784582855562 ¥2,574  ¥3,861  1027986281 

小栗上野介 ―忘れられた悲劇の幕臣―【スマホ・読上】（平凡社新書 561） （※） 村上 泰賢 2010 9784582855616 ¥2,574  ¥3,861  1027986282 

科学コミュニケーション ―理科の「考え方」をひらく―【スマホ・読上】（平凡社新書 573） 
（※） 

岸田 隆 2011 9784582855739 ¥2,508  ¥3,762  1027986283 

子どもの連れ去り問題 ―日本の司法が親子を引き裂く―【スマホ・読上】（平凡社新書 
576） （※） 

コリン P.A.ジョーンズ 2011 9784582855760 ¥2,706  ¥4,059  1027986284 

国民皆保険が危ない 【スマホ・読上】（平凡社新書 599） （※） 山岡 淳一郎 2011 9784582855999 ¥2,376  ¥3,564  1027986285 

iPS細胞 ―世紀の発見が医療を変える―増補 【スマホ・読上】（平凡社新書 607） （※） 八代 嘉美 2011 9784582856071 ¥2,442  ¥3,663  1027986286 

日本人はどんな大地震を経験してきたのか ―地震考古学入門―【スマホ・読上】（平凡社
新書 614） （※） 

寒川 旭 2011 9784582856149 ¥2,640  ¥3,960  1027986287 

バフチン ―カーニヴァル・対話・笑い―【スマホ・読上】（平凡社新書 618） （※） 桑野 隆 2011 9784582856187 ¥2,772  ¥4,158  1027986288 

テレビは原発事故をどう伝えたのか ―ドキュメント―【スマホ・読上】（平凡社新書 631） 
（※） 

伊藤 守 2012 9784582856316 ¥2,574  ¥3,861  1027986289 

日本の7大商社 ―世界に類をみない最強のビジネスモデル―【スマホ・読上】（平凡社新
書 638） （※） 

久保 巌 2012 9784582856385 ¥2,508  ¥3,762  1027986290 

憲法九条の軍事戦略 【スマホ・読上】（平凡社新書 679） （※） 松竹 伸幸 2013 9784582856798 ¥2,508  ¥3,762  1027986291 

国家が個人資産を奪う日 【スマホ・読上】（平凡社新書 681） （※） 清水 洋 2013 9784582856811 ¥2,376  ¥3,564  1027986292 

イスラーム化する世界 ―グローバリゼーション時代の宗教―【スマホ・読上】（平凡社新書 
682） （※） 

大川 玲子 2013 9784582856828 ¥2,508  ¥3,762  1027986293 

集団的自衛権の深層 【スマホ・読上】（平凡社新書 696） （※） 松竹 伸幸 2013 9784582856965 ¥2,442  ¥3,663  1027986294 

近代の呪い 【スマホ・読上】（平凡社新書 700） （※） 渡辺 京二 2013 9784582857009 ¥2,442  ¥3,663  1027986295 

ポリアモリー複数の愛を生きる 【スマホ・読上】（平凡社新書 777） （※） 深海 菊絵 2015 9784582857771 ¥2,640  ¥3,960  1027986296 

安倍「壊憲」を撃つ 【スマホ・読上】（平凡社新書 789） （※） 小林 節 2015 9784582857894 ¥2,442  ¥3,663  1027986297 

地球はもう温暖化していない ―科学と政治の大転換へ―【スマホ・読上】（平凡社新書 
791） （※） 

深井 有 2015 9784582857917 ¥2,706  ¥4,059  1027986298 

真田四代と信繁 【スマホ・読上】（平凡社新書 793） （※） 丸島 和洋 2015 9784582857931 ¥2,640  ¥3,960  1027986299 

最強通貨ドル時代の投資術 【スマホ・読上】（平凡社新書 794） （※） 藤田 勉 2015 9784582857948 ¥2,574  ¥3,861  1027986300 

オリーブオイルで老いない体をつくる 【スマホ・読上】（平凡社新書 800） （※） 松生 恒夫 2016 9784582858006 ¥2,508  ¥3,762  1027986301 

安倍晋三「迷言」録 ―政権・メディア・世論の攻防―【スマホ・読上】（平凡社新書 802） 
（※） 

徳山 喜雄 2016 9784582858020 ¥2,574  ¥3,861  1027986302 

日本はなぜ脱原発できないのか ―「原子力村」という利権―【スマホ・読上】（平凡社新書 
803） （※） 

小森 敦司 2016 9784582858037 ¥2,640  ¥3,960  1027986303 

リスク時代の経営学 【スマホ・読上】（平凡社新書 804） （※） 植村 修一 2016 9784582858044 ¥2,706  ¥4,059  1027986304 

最新新幹線事情 ―歴史、技術、サービス、そして未来―【スマホ・読上】（平凡社新書 
805） （※） 

梅原 淳 2016 9784582858051 ¥2,706  ¥4,059  1027986305 

中高年がキレる理由 (わけ) 【スマホ・読上】（平凡社新書 806） （※） 榎本 博明 2016 9784582858068 ¥2,508  ¥3,762  1027986306 

こころはどう捉えられてきたか ―江戸思想史散策―【スマホ・読上】（平凡社新書 807） 
（※） 

田尻 祐一郎 2016 9784582858075 ¥2,640  ¥3,960  1027986307 

これからの死に方 ―葬送はどこまで自由か―【スマホ・読上】（平凡社新書 808） （※） 橳島 次郎 2016 9784582858082 ¥2,508  ¥3,762  1027986308 

人間が幸福になれない日本の会社 【スマホ・読上】（平凡社新書 809） （※） 佐高 信 2016 9784582858099 ¥2,838  ¥4,257  1027986309 

リメイクの日本文学史 【スマホ・読上】（平凡社新書 811） （※） 今野 真二 2016 9784582858112 ¥2,640  ¥3,960  1027986310 

音楽に自然を聴く 【スマホ・読上】（平凡社新書 812） （※） 小沼 純一 2016 9784582858129 ¥2,640  ¥3,960  1027986311 

内部告発の時代 【スマホ・読上】（平凡社新書 813） （※） 深町 隆 2016 9784582858136 ¥2,772  ¥4,158  1027986312 

乱世の政治論愚管抄を読む 【スマホ・読上】（平凡社新書 815） （※） 長崎 浩 2016 9784582858150 ¥2,640  ¥3,960  1027986313 
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ニッポン鉄道の旅68選 【スマホ・読上】（平凡社新書 817） （※） 谷川 一巳 

平凡社 

2016 9784582858174 ¥2,706  ¥4,059  1027986314 

日本会議の正体 【スマホ・読上】（平凡社新書 818） （※） 青木 理 2016 9784582858181 ¥2,640  ¥3,960  1027986315 

平田篤胤 ―交響する死者・生者・神々―【スマホ・読上】（平凡社新書 819） （※） 吉田 麻子 2016 9784582858198 ¥2,706  ¥4,059  1027986316 

伊勢と出雲 ―韓神と鉄―【スマホ・読上】（平凡社新書 821） （※） 岡谷 公二 2016 9784582858211 ¥2,574  ¥3,861  1027986317 

同時通訳はやめられない 【スマホ・読上】（平凡社新書 822） （※） 袖川 裕美 2016 9784582858228 ¥2,640  ¥3,960  1027986318 

漱石と煎茶 【スマホ・読上】（平凡社新書 823） （※） 小川 後楽 2017 9784582858235 ¥2,640  ¥3,960  1027986319 

昭和なつかし食の人物誌 【スマホ・読上】（平凡社新書 824） （※） 磯辺 勝 2016 9784582858242 ¥2,706  ¥4,059  1027986320 

日記で読む日本文化史 【スマホ・読上】（平凡社新書 825） （※） 鈴木 貞美 2016 9784582858259 ¥2,838  ¥4,257  1027986321 

落語に学ぶ大人の極意 【スマホ・読上】（平凡社新書 826） （※） 稲田 和浩 2016 9784582858266 ¥2,706  ¥4,059  1027986322 

企業家精神とは何か ―シュンペーターを超えて―【スマホ・読上】（平凡社新書 829） （※） 根井 雅弘 2016 9784582858297 ¥2,508  ¥3,762  1027986323 

EUはどうなるか ―Brexit (ブレグジット) の衝撃―【スマホ・読上】（平凡社新書 831） （※） 村上 直久 2016 9784582858310 ¥2,574  ¥3,861  1027986324 

戦争する国にしないための中立国入門 【スマホ・読上】（平凡社新書 832） （※） 礒村 英司 2016 9784582858327 ¥2,574  ¥3,861  1027986325 

パニック経済 ―経済政策の詭弁を見破る―【スマホ・読上】（平凡社新書 833） （※） 逢沢 明 2017 9784582858334 ¥2,574  ¥3,861  1027986326 

イラストでわかる介護知らずの体のつくり方 【スマホ・読上】（平凡社新書 834） （※） 山田 佐世子 2017 9784582858341 ¥2,508  ¥3,762  1027986327 

対米従属の謎 ―どうしたら自立できるか―【スマホ・読上】（平凡社新書 835） （※） 松竹 伸幸 2017 9784582858358 ¥2,640  ¥3,960  1027986328 

アニメーション学入門 新版 【スマホ・読上】（平凡社新書 836） （※） 津堅 信之 2017 9784582858365 ¥2,838  ¥4,257  1027986329 

孫文と陳独秀 ―現代中国への二つの道―【スマホ・読上】（平凡社新書 837） （※） 横山 宏章 2017 9784582858372 ¥2,838  ¥4,257  1027986330 

超高齢社会2.0 ―クラウド時代の働き方革命―【スマホ・読上】（平凡社新書 838） （※） 檜山 敦 2017 9784582858389 ¥2,574  ¥3,861  1027986331 

「おもてなし」という残酷社会 ―過剰・感情労働とどう向き合うか―【スマホ・読上】（平凡社
新書 839） （※） 

榎本 博明 2017 9784582858396 ¥2,574  ¥3,861  1027986332 

あきれた紳士の国イギリス ―ロンドンで専業主夫をやってみた―【スマホ・読上】（平凡社
新書 840） （※） 

加藤 雅之 2017 9784582858402 ¥2,640  ¥3,960  1027986333 

下山の時代を生きる 【スマホ・読上】（平凡社新書 841） （※） 鈴木 孝夫 2017 9784582858419 ¥2,442  ¥3,663  1027986334 

東京凸凹 (でこぼこ) 地形散歩 ―カラー版―【スマホ・読上】（平凡社新書 842） （※） 今尾 恵介 2017 9784582858426 ¥3,234  ¥4,851  1027986335 

フィンテック革命の衝撃 ―日本の産業、金融、株式市場はどう変わるか―【スマホ・読上】
（平凡社新書 843） （※） 

藤田 勉 2017 9784582858433 ¥2,574  ¥3,861  1027986336 

日銀を知れば経済がわかる 改訂新版 【スマホ・読上】（平凡社新書 844） （※） 池上 彰 2017 9784582858440 ¥2,640  ¥3,960  1027986337 

中国人の本音 ―日本をこう見ている―【スマホ・読上】（平凡社新書 845） （※） 工藤 哲 2017 9784582858457 ¥2,772  ¥4,158  1027986338 

脱大日本主義 ―「成熟の時代」の国のかたち―【スマホ・読上】（平凡社新書 846） （※） 鳩山 由紀夫 2017 9784582858464 ¥2,640  ¥3,960  1027986339 

暮らしのなかのニセ科学 【スマホ・読上】（平凡社新書 847） （※） 左巻 健男 2017 9784582858471 ¥2,640  ¥3,960  1027986340 

シニアひとり旅 アジア編 ―バックパッカーのすすめ―【スマホ・読上】（平凡社新書 848） 
（※） 

下川 裕治 2017 9784582858488 ¥2,640  ¥3,960  1027986341 

むのたけじ笑う101歳 【スマホ・読上】（平凡社新書 850） （※） 河邑 厚徳 2017 9784582858501 ¥2,574  ¥3,861  1027986342 

一遍捨聖の思想 【スマホ・読上】（平凡社新書 851） （※） 桜井 哲夫 2017 9784582858518 ¥2,838  ¥4,257  1027986343 

新聞の嘘を見抜く ―「ポスト真実」時代のメディア・リテラシー―【スマホ・読上】（平凡社新
書 852） （※） 

徳山 喜雄 2017 9784582858525 ¥2,838  ¥4,257  1027986344 

魯山人美食の名言 【スマホ・読上】（平凡社新書 853） （※） 山田 和 2017 9784582858532 ¥2,772  ¥4,158  1027986345 

老いない人は何を食べているか 【スマホ・読上】（平凡社新書 854） （※） 松生 恒夫 2017 9784582858549 ¥2,574  ¥3,861  1027986346 

ルポ隠された中国 ―習近平「一強体制」の足元―【スマホ・読上】（平凡社新書 855） （※） 金 順姫 2017 9784582858556 ¥2,508  ¥3,762  1027986347 

漢字とカタカナとひらがな ―日本語表記の歴史―【スマホ・読上】（平凡社新書 856） （※） 今野 真二 2017 9784582858563 ¥2,772  ¥4,158  1027986348 

永六輔 ―時代を旅した言葉の職人―【スマホ・読上】（平凡社新書 857） （※） 隈元 信一 2017 9784582858570 ¥2,772  ¥4,158  1027986349 

なぜ私たちは生きているのか ―シュタイナー人智学とキリスト教神学の対話―【スマホ・読
上】（平凡社新書 858） （※） 

佐藤 優 2017 9784582858587 ¥2,640  ¥3,960  1027986350 

ルネサンス再入門 ―複数形の文化―【スマホ・読上】（平凡社新書 859） （※） 沢井 繁男 2017 9784582858594 ¥2,838  ¥4,257  1027986351 

遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか ―人生は何で決まるのか―【スマホ・読上】
（平凡社新書 860） （※） 

橘木 俊詔 2017 9784582858600 ¥2,640  ¥3,960  1027986352 

通じない日本語 ―世代差・地域差からみる言葉の不思議―【スマホ・読上】（平凡社新書 
861） （※） 

窪薗 晴夫 2017 9784582858617 ¥2,574  ¥3,861  1027986353 

目に見えない世界を歩く ―「全盲」のフィールドワーク―【スマホ・読上】（平凡社新書 862） 
（※） 

広瀬 浩二郎 2017 9784582858624 ¥2,706  ¥4,059  1027986354 

21世紀の長期停滞論 ―日本の「実感なき景気回復」を探る―【スマホ・読上】（平凡社新書 
863） （※） 

福田 慎一 2018 9784582858631 ¥2,640  ¥3,960  1027986355 

吉原の江戸川柳はおもしろい 【スマホ・読上】（平凡社新書 864） （※） 小栗 清吾 2018 9784582858648 ¥2,772  ¥4,158  1027986356 

一神教とは何か ―キリスト教、ユダヤ教、イスラームを知るために―【スマホ・読上】（平凡
社新書 865） （※） 

小原 克博 2018 9784582858655 ¥2,706  ¥4,059  1027986357 

入門資本主義経済 【スマホ・読上】（平凡社新書 866） （※） 伊藤 誠 2018 9784582858662 ¥3,036  ¥4,554  1027986358 

「脱原発」への攻防 ―追いつめられる原子力村―【スマホ・読上】（平凡社新書 867） （※） 小森 敦司 2018 9784582858679 ¥2,772  ¥4,158  1027986359 

イギリス肉食革命 ―胃袋から生まれた近代―【スマホ・読上】（平凡社新書 868） （※） 越智 敏之 2018 9784582858686 ¥2,772  ¥4,158  1027986360 

パブリック・スクールと日本の名門校 ―なぜ彼らはトップであり続けるのか―【スマホ・読
上】（平凡社新書 869） （※） 

秦 由美子 2018 9784582858693 ¥2,772  ¥4,158  1027986361 

テレビに映らない北朝鮮 【スマホ・読上】（平凡社新書 870） （※） 鴨下 ひろみ 2018 9784582858709 ¥2,838  ¥4,257  1027986362 

90年代テレビドラマ講義 【スマホ・読上】（平凡社新書 871） （※） 藤井 淑禎 2018 9784582858716 ¥2,640  ¥3,960  1027986363 

保守の遺言 ―JAP.COM衰滅の状況―【スマホ・読上】（平凡社新書 872） （※） 西部 邁 2018 9784582858723 ¥2,904  ¥4,356  1027986364 
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甲状腺の病気 ―専門医が解説する最新の病気情報と正しい知識―（ウルトラ図解 : オー
ルカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

伊藤 公一 

法研 

2016 9784865132762 ¥1,650  ¥4,950  1026546409 

ボケない暮らし30カ条 ―認知症専門医が教えるMCI(軽度認知障害)から引き返す有効手
段― 【スマホ・読上付】 

朝田 隆 2016 9784865132717 ¥1,430  ¥4,290  1026546410 

スキルアップ年金相談 ―相談員必携!一問一答・事例でわかる― 【スマホ・読上付】 年金マスター研究会 2015 9784865132083 ¥2,640  ¥7,920  1026546411 

ステロイドがわかる本 ―病気別 : 使い方と副作用の正しい知識―新版 【スマホ・読上付】 宮坂 信之 2016 9784865132755 ¥2,145  ¥6,490  1026546413 

くび・肩・背中の痛み ―不快な症状をもとから治す、知識と治療―（ウルトラ図解 : オール
カラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

手塚 正樹 2016 9784865132779 ¥1,815  ¥5,500  1026546414 

重粒子線治療・陽子線治療完全ガイドブック 【スマホ・読上付】 研友企画出版 2016 9784865132687 ¥2,640  ¥7,920  1026546415 

慢性腎臓病(CKD)進行させない治療と生活習慣 改訂版 【スマホ・読上付】 原 茂子 2016 9784865132748 ¥1,815  ¥5,500  1026546416 

図解でわかる白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 【スマホ・読上付】 永井 正 2016 9784865132731 ¥2,310  ¥6,930  1026546417 

膠原病・リウマチがわかる本 最新版 【スマホ・読上付】 宮坂 信之 2016 9784865132861 ¥2,310  ¥6,930  1026546418 

てんかんが怖くなくなる本 ―正しい知識を身につけ自分に合った治療法を見つける : てん
かんを理解できる!発作をコントロールできる!― 【スマホ・読上付】 

大槻 泰介 2016 9784865132724 ¥2,145  ¥6,490  1026546419 

IBS Irritable bowel syndrome(過敏性腸症候群)を治す本 ―IBSの治療はカンタン!― 【スマ
ホ・読上付】 

水上 健 2016 9784865132878 ¥1,815  ¥5,500  1026546420 

認知症 ―予防・治療から介護まで、知っておきたい最新知識―（ウルトラ図解 : オールカ
ラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

朝田 隆 2016 9784865132809 ¥1,815  ¥5,500  1026546421 

訪問リハビリテーション7つの極意 ―プロフェッショナルになるための仕事の流儀― 【スマ
ホ・読上付】 

地域リハビリテーション
開発プロジェクトチーム 

2016 9784865133844 ¥2,310  ¥6,930  1026546423 

マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド 【スマホ・読上付】 福西 勇夫 2016 9784865133035 ¥2,145  ¥6,490  1026546425 

歯周病 ―自分の歯を守るメンテナンスと治療の知識―（ウルトラ図解 : オールカラー家庭
の医学） 【スマホ・読上付】 

渡辺 久 2016 9784865132816 ¥1,815  ¥5,500  1026546426 

ノーリバウンド・ダイエット ―脳の働きを利用して三日坊主ぐせから脱却― 【スマホ・読上付】 石川 善樹 2017 9784865133042 ¥1,815  ¥5,500  1026546428 

日本版CCRCがわかる本 ―ピンチをチャンスに変える生涯活躍のまち― 【スマホ・読上
付】 

松田 智生 2017 9784865133806 ¥3,300  ¥9,900  1026546429 

乳がん ―最新の正しい知識で不安を解消―（ウルトラ図解 : オールカラー家庭の医学） 
【スマホ・読上付】 

齊藤 光江 2017 9784865132823 ¥1,815  ¥5,500  1026546431 

めまい・耳鳴り ―治療の不安をなくす知識と生活術―（ウルトラ図解 : オールカラー家庭
の医学） 【スマホ・読上付】 

古宇田 寛子 2017 9784865132830 ¥1,815  ¥5,500  1026546432 

歯周病が寿命を縮める ―日本人が知っていそうで知らない歯の話― 【スマホ・読上付】 花田 信弘 2017 9784865133820 ¥1,815  ¥5,500  1026546433 

親の葬儀とその後事典 ―最新版葬儀・お墓・相続・手続きのすべて―改訂増補 【スマホ・
読上付】 

黒澤 計男 2017 9784865133912 ¥1,815  ¥5,500  1026546434 

家族が治すうつ病 ―5つのステップ6つの手法― 【スマホ・読上付】 川田 泰輔 2017 9784865133905 ¥1,815  ¥5,500  1026546435 

実例でわかる介護老人保健施設利用の手引き ―老健の赤ひげ先生が教える― 【スマ
ホ・読上付】 

水野 耕作 2017 9784865134049 ¥2,145  ¥6,490  1026546436 

ウルトラ図解統合失調症 ―理解を深めて病気とともに歩む―（ウルトラ図解 : オールカ
ラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

糸川 昌成 2017 9784865132847 ¥1,210  ¥3,630  1026725165 

言い訳してる場合か! ―脱・もう遅いかも症候群― 【スマホ・読上付】 坂東 真理子 2017 9784865134384 ¥1,210  ¥3,630  1026725166 

すぐ役立つ司会進行・あいさつのコツ 改訂版 【スマホ・読上付】 すぴーち工房 2017 9784865134407 ¥990  ¥2,970  1026725167 

マンガでわかる発達障害特性&個性発見ガイド 【スマホ・読上付】 福西 勇夫 2018 9784865134094 ¥1,430  ¥4,290  1027049704 

PTAのあいさつ・司会進行・文書の事典 改訂増補 【スマホ・読上付】 PTAマナー研究会 2018 9784865135046 ¥1,210  ¥3,630  1027049705 

自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド 【スマホ・読上付】 松本 俊彦 2018 9784865134377 ¥1,430  ¥4,290  1027190761 

ADHD ―成人期ADHDの特性を理解して、上手にコントロールしていく―（ウルトラ図解 : 
オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

岩波 明 2018 9784865134414 ¥1,320  ¥3,960  1027910670 

整理・整頓が人生を変える ―毎日がイキイキするライフファイリングの方法― 【スマホ・
読上付】 

小野 裕子 2018 9784865134353 ¥1,320  ¥3,960  1027910671 

事例でわかる発達障害と職場のトラブルへの対応 【スマホ・読上付】 谷原 弘之 2018 9784865135022 ¥1,540  ¥4,620  1027910672 

ウルトラ図解パーソナリティ障害 ―生きづらさ・苦しみを減らすための理解と接し方―
（オールカラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

林 直樹 2018 9784865134421 ¥1,320  ¥3,960  1027959377 

薬はリスク? ―薬を正しく知るために― 【スマホ・読上付】 宮坂 信之 2017 9784865133899 ¥2,145  ¥6,435  1027988210 

大人の"かくれ発達障害"が増えている ―発達障害は万病のもと!― 【スマホ・読上付】 岩橋 和彦 2017 9784865133882 ¥2,145  ¥6,435  1027988211 

マンガでわかる認知症の9大法則と1原則 【スマホ・読上付】 杉山 孝博 2017 9784865134063 ¥1,815  ¥5,445  1027988212 

前立腺の病気 ―つらい症状を改善して生活の質を向上させる―（ウルトラ図解 : オールカ
ラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

高橋 悟 2017 9784865132854 ¥1,815  ¥5,445  1027988213 

息切れで悩むCOPD ―酸素療法と呼吸リハビリのすべて : 呼吸器ベストドクターが語る― 
【スマホ・読上付】 

木田 厚瑞 2017 9784865134056 ¥2,310  ¥6,930  1027988214 

マンガと図解でわかる胃がん・大腸がん ―治療と退院後の安心ガイド― 【スマホ・読上付】 瀬戸 泰之 2017 9784865133851 ¥1,815  ¥5,445  1027988217 

ステージ別腎臓病の治療とケア ―透析療法への進行抑制と心温まる透析ライフ― 【スマホ・読
上付】 

富野 康日己 2017 9784865134070 ¥2,145  ¥6,435  1027988218 

65歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防 ―9割の人は持病では死なない!― 【スマホ・読上付】 大谷 義夫 2017 9784865134360 ¥2,145  ¥6,435  1027988219 

遺伝するがん・しないがん ―がんと遺伝の疑問に答える― 【スマホ・読上付】 仲田 洋美 2018 9784865135015 ¥1,430  ¥4,290  1028164254 

慢性便秘症を治す本 ―原因と正しい対処法を知れば、必ず改善する!― 【スマホ・読上付】 水上 健 2018 9784865135473 ¥1,320  ¥3,960  1028304200 

白内障・緑内障 ―視力を失わないための最新知識と治療―（ウルトラ図解 : オールカラー
家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

ビッセン 宮島 弘子 2018 9784865134438 ¥1,320  ¥3,960  1028304201 

坐骨神経痛 ―正しい対処で、つらい症状を克服する―（ウルトラ図解 : オールカラー家庭
の医学） 【スマホ・読上付】 

久野木 順一 2018 9784865134452 ¥1,320  ¥3,960  1028650424 

狭心症・心筋梗塞 ―進行を予防して、安心して暮らすために―（ウルトラ図解 : オールカ
ラー家庭の医学） 【スマホ・読上付】 

矢嶋 純二 2018 9784865134445 ¥1,320  ¥3,960  1028973193 

マンガでわかるアンガーコントロールガイド 【スマホ・読上付】 清水 栄司 2018 9784865135077 ¥1,430  ¥4,290  1029312021 

体を鍛え、心を整える50歳からの筋トレ・メソッド 【スマホ・読上付】 宮田 みゆき 2018 9784865135480 ¥1,430  ¥4,290  1029312022 

家で死んでもいいんだよ ―高齢者を家で看取るための「お別れプロジェクト」― 【スマホ・
読上付】 

川上 嘉明 2018 9784865135091 ¥1,430  ¥4,290  1029312023 

マンガと図解でわかる肺がん ―治療と退院後の安心ガイド― 【スマホ・読上付】 池田 徳彦 2018 9784865135084 ¥1,320  ¥3,960  1029489944 

スキルアップ年金相談 第2集 ―相談員必携!一問一答・事例でわかる― 【スマホ・読上付】 年金マスター研究会 2018 9784865135503 ¥1,980  ¥5,940  1029489945 
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