NEW ARRIVALS
2017年6月～電子書籍新刊･新着案内～
Maruzen eBook Libraryは学術機関向けに和書の電子書籍を提供するプラットフォームです。
資料No.201706_R

<理工学>
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表紙画像

分野名

電子書籍の書名
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底本ISBN

そこに山があるから
著編者名
出版社

内容紹介文

同時1アクセスの価格

山岳 次郎
踏破出版

同時3アクセスの価格
分野
人文社会
学術・1アクセス
￥5,000（+税）
学術・3アクセス
￥12,000（+税）
底本ISBN
9784XXXXXXXX
底本発行年
2013年 商品コード 1234567890

底本の発行年

ご注文用コード

・2017年6月現在の大学・病院向け価格（税抜）です。
・企業・官公庁向け価格は別途お問合せください。
・単行本感覚での1回限りのお支払い。必要なものだけを1タイトルから購入いただけます。

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 eBook Library担当
Tel：03-6367-6008／Fax:03-6367-6184／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）

新刊タイトル
冊子の刊行から半年以内の新刊タイトルが
さっそく Maruzen eBook Library に追加されます!!
分 野

電気工学

電気法規と電気施設管理 （平成29年度版） 学術・1アクセス

¥7,000(＋税)
¥10,400(＋税)
学術・3アクセス
9784501117603
著編者名
竹野 正二
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2017年 商品コード 1024760835
電気関係の法令を大学生はもとより高校生でも理解できるよう平易に解説するほか、電気施設管理の基本
的な内容も紹介。巻頭の「最近の電気関係法規の動き」では、法令の改正された点について要点をまとめ
る。

電気工学
分 野
¥4,700(＋税)
学術・1アクセス
¥7,000(＋税)
学術・3アクセス
9784501332105
著編者名
吉川 忠久
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2017年 商品コード 1024760836
二陸特の国家試験で出題された問題を項目別にまとめて、用語や計算問題の解き方を解説。240題を精選
して収録。

第二級陸上特殊無線技士二陸特合格精選
240題試験問題集

電気工学
分 野
¥4,100(＋税)
学術・1アクセス
¥6,200(＋税)
学術・3アクセス
9784501420000
著編者名
大西 公平
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2017年 商品コード 1024760837
世界で初めて高精度の力触覚伝送を実現した大西公平教授。その概要と社会に与える巨大なインパクトに
ついて語る。著者がこれまでに受けたインタビューや一般講演における質疑応答などをまとめて書籍化。

「リアル」を摑む! ―力を感じ、感触を伝える
ハプティクスが人を幸せにする―

総記
分 野
¥9,300(＋税)
学術・1アクセス
¥13,900(＋税)
学術・3アクセス
9784501555504
著編者名
若木 利子
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2017年 商品コード 1024760838
議論の論理構造を明確化し、主張の正当化の方法を確立する数理議論学。その誕生の技術的背景を説明
したうえで、抽象議論、論証内の具体的な構造を考慮した議論、数理議論学の応用について解説する。

数理議論学

化学
分 野
¥6,200(＋税)
学術・1アクセス
¥9,300(＋税)
学術・3アクセス
9784501630508
著編者名
鈴木 隆之
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2017年 商品コード 1024760840
化学を専攻とする学科だけでなく、理工系全般の学科で活用できるよう構成したテキスト。化学の基礎知識
を、理解を深めるための例題と練習問題とともにまとめる。見返しに原子量表等あり。

理工系のための一般化学

法律
分 野
¥8,200(＋税)
学術・1アクセス
デジタル・フォレンジックの基礎と実践
¥12,300(＋税)
学術・3アクセス
9784501555603
著編者名
佐々木 良一
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2017年 商品コード 1024760839
デジタル犯罪の立証のための電磁的記録の解析技術およびその手段である「デジタル・フォレンジック」の
基礎的事項から、法律や法廷対話といった実践的・応用的事項までを記載。包括的に学べるようにまとめ
る。ミニテストつき。

分 野

グラフ・ネットワークアルゴリズムの基礎 （数
学術・1アクセス
理とCプログラム）

総記

¥6,000(＋税)
(＋税)
学術・3アクセス
9784764905368
著編者名
浅野, 孝夫
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2017年 商品コード 1024680200
グラフ・ネットワークアルゴリズムの入門用テキスト。グラフ・ネットワーク問題に対して高速性を発揮するア
ルゴリズムの基盤となる基本的な内容に限定して、例題と図を多く用いて解説。章末演習問題とその解答
例も収録。

総記
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥12,400(＋税)
学術・3アクセス
9784492581100
野村総合研究所デジタルビジネス開発部
著編者名
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2017年 商品コード 1024591531
ＩＴ（情報技術）の最新動向がこれ１冊でわかる。「これから何をやるべきか」を考えるビジネスパーソン必読
の年度版ロングセラー本

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!―

分 野

基本情報技術者試験直前対策2週間完全プ
学術・1アクセス
ログラム （よくわかるマスター）

総記

¥3,800(＋税)
¥7,500(＋税)
学術・3アクセス
9784865103090
著編者名
富士通エフ・オー・エム株式会社
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2017年 商品コード 1024731920
「基本情報技術者試験」の試験直前の2週間で効率よく総復習し、合格を確実にすることを目的とした試験
対策用のテキストです。「シラバス(試験範囲)Ver4.0」に記載されている多くの用語の中から、出題傾向の高
い用語を抜粋して解説しており、試験直前に出題範囲の内容を要領よく、効果的に再確認・復習することが
できます。新出用語や出題傾向の高い重要用語を厳選して収録しています。

総記
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
人工知能学会
底本ISBN
出版社
オーム社
底本発行年 2017年 商品コード 1024640723
話題の人工知能の粋を集めた学会誌／人工知能に関する専門家からのさまざまな研究結果、レポートを
載せ、この分野における最新の情報を掲載しています。／●主要目次：巻頭言・アーティクル・特集「ゲーム
産業における人工知能」・特集「身体知の発展」・小特集「日本のAI 元気な若手の動き」・レクチャーシリー
ズ「つながりが創発するイノベーション」（11）・研究会報告・私のブックマーク・学生フォーラム・会議報告・書
評。

ゲーム産業における人工知能 （人工知能 :
journal of Japanese Society for Artificial
Intelligence Vol.32 No.2）

ロボコンマガジン No.111 2017年5月号
著編者名
出版社

オーム社

電気工学
分 野
¥2,800(＋税)
学術・1アクセス
¥3,300(＋税)
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年 2017年 商品コード 1024640724

ロボット製作やロボット技術の情報満載のロボット総合情報誌／今号の特集は「人工知能とロボコン」。2017年は名古
屋でRoboCup世界大会が開催される記念の年。本特集では、RoboCup、マイクロマウスといった人工知能とロボットを
絡めたロボットコンテストの魅力、歴史、技術的な進展をまとめ、またコンテスト出身者のロボットベンチャーにインタ
ビューして紹介するものです。[Focus]ROBO-ONEレポート／Japan Drone Championship in ハウステンボス&ハウステ
ンボス ロボット王国レポート など。●[新連載]超人スポーツのすすめ●[付録]ドローンスクールカタログ（16頁）

既刊タイトル 新着情報
冊子の刊行から半年以上のタイトルです

分 野

プログラマのための論理パズル ―難題を突
学術・1アクセス
破する論理思考トレーニング―
著編者名
出版社

Dennis E. Shasha
オーム社

総記

¥6,600(＋税)
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784274067556
底本ISBN
底本発行年 2009年 商品コード 1024718525

プログラマの能力を磨くために、技量を測るために、論理思考パズルが役に立つ！／考える力は人にとって最も重要な能力の一つ
だ。ソフトウェア開発だけでなく、ビジネスシーンでは、論理的な思考能力、問題解決力を使って課題を効率良く解決しなくてはならな
い。しかし応用力を訓練する機会は少ない。この本には、プログラマの能力を試し、鍛えるのに適したパズルを掲載しており、コン
ピュータサイエンスでよく知られた技法のいくつかを現実の問題に当てはめた実例も、その思考過程を含めて掲載している。一部の難
しいパズルでは、それを解くプログラムの疑似コードも掲載している。また、単なる自己研鑽書を超え、難易度の高いパズルが好きな
人にとっては、解く楽しみを得ることのできる娯楽本の要素もある。

ECHONET Lite入門 ―スマートハウスの通
信技術を学ぼう!―
著編者名
出版社

杉村, 博
オーム社

電気工学
分 野
¥6,900(＋税)
学術・1アクセス
¥8,300(＋税)
学術・3アクセス
9784274506321
底本ISBN
底本発行年 2016年 商品コード 1024720990

エコーネットコンソーシアム推薦図書！スマートハウスの基本が分かるだけでなく、簡単な開発体験も出来ます。／
ECHONET Liteは、HEMS(Home Energy Management System)が家電、電気設備等と相互にデータ通信するための共
通の通信規格で、ISO規格およびIEC規格として国際標準化されており、電力自由化に伴い導入が進められているス
マートメーターなど様々な機器に採用されています。本書では、電力事業者および、これから電力ビジネスに参入する
新規事業者、ホームエレクトロニクスを学ぶ学生などが知っておくべき知識を解説しています。

電気工学
分 野
¥10,500(＋税)
学術・1アクセス
¥12,600(＋税)
学術・3アクセス
9784274506253
著編者名
大嶋, 輝夫
底本ISBN
出版社
オーム社
底本発行年 2016年 商品コード 1024720991
電験二種二次試験「電力・管理」の計算･論説の重要問題を精選！／電験二種二次試験は記述式による
解答が要求されるため、深く幅広い理解力と計算力、また答案作成のスピードが要求される。本書では、平
成7年度から平成27年度までの「電力･管理」の計算問題・論説問題を網羅し、また今後出題されると思わ
れる重要テーマを収録した。各問題には「解き方テクニック」「トレーニングノート」を付して、答案作成能力が
高まるように解説されている。

電験二種二次試験「電力・管理」精選問題
改訂2版

電気工学
分 野
¥10,500(＋税)
学術・1アクセス
¥12,600(＋税)
学術・3アクセス
9784274506307
著編者名
大嶋, 輝夫
底本ISBN
出版社
オーム社
底本発行年 2016年 商品コード 1024720992
電験二種二次試験「機械・制御」の計算･論説の重要問題を精選！／電験二種二次試験は記述式による
解答が要求されるため、深く幅広い理解力と計算力、また答案作成のスピードが要求される。本書では、平
成7年度から平成27年度までの「機械･制御」の計算問題・論説問題を網羅し、また今後出題されると思わ
れる重要テーマを収録した。各問題には「解き方テクニック」「トレーニングノート」を付して、答案作成能力が
高まるように解説されている。

電験二種二次試験「機械・制御」精選問題
改訂2版

分 野

1週間でCCNAの基礎が学べる本 第2版（徹
学術・1アクセス
底攻略）

電気工学

¥7,300(＋税)
¥21,800(＋税)
学術・3アクセス
9784844380245
著編者名
谷本, 篤民
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024718526
ネットワークの「基礎の基礎」から学べる！ IPv6に対応して新たに登場。難解な進数計算、サブネット化、
通信の基礎、TCP/IPのしくみから、具体的なネットワークの設計・設定まで、とても丁寧にわかりやすく解説
しています。ネットワークをこれから初めて学ぶ人に向けたレベルで解説していますので、「ネットワークを学
ぶためのはじめの1冊」としてオススメです！

総記
分 野
¥8,100(＋税)
学術・1アクセス
Windows 10 （できる大事典）
¥24,100(＋税)
学術・3アクセス
9784844380139
著編者名
羽山, 博
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024718527
「Microsoft Edge」や「Cortana」といった最新機能を含めた、Windows 10でできるすべてのことを1冊に収め
た大事典です。各項には使用シーンをイメージしやすいタイトルが付いていて、知りたい操作方法を目次な
どからすぐに見つけられます。ていねいな手順解説、つまづきやすいポイントや知っておくと便利な情報を
フォローしたHINTなど、「できるシリーズ」で培われた紙面構成は抜群のわかりやすさ。はじめてパソコンに
触れる人も、古いWindowsから乗り換えた人も、安心して読み進められます。
分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
春原, 久徳
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年 2015年

ドローンビジネス調査報告書 = Drone business
research report 2017 （インプレス総合研究所「新産
業調査レポートシリーズ」）
著編者名
出版社

機械工学
¥280,500(＋税)
¥561,000(＋税)
9784295001072
商品コード 1024720987

2016年度の国内のドローンビジネス市場規模は前年比102％増の353億円、2022年度は2,116億円規模へと成長。ドローンは社会イン
フラや設備の点検、測量、警備、物流、空撮、災害調査などの幅広い用途で利用が想定されており、さまざまな企業が業務への導入
を検討しています。一方で、このように注目されるドローンですが、ドローンに関わるビジネスにあたってはビジネスモデル、技術、法規
制、運用方法など多岐にわたる理解が必要です。<br>本書は市場規模やロードマップ、ビジネス動向、企業動向、国や行政の動向、
法律や規制、基本的な技術解説、課題などを徹底的に分析しています。今後急拡大が予想されるドローンビジネスの現在と未来がわ
かる必携の一冊です。

機械工学
分 野
¥8,300(＋税)
学術・1アクセス
¥24,800(＋税)
学術・3アクセス
9784844380092
著編者名
榊 正憲
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024760856
本書では、趣味のもの作りの層を対象に、工作機械の基礎知識を解説し、実際にミニフライス盤をCNC化
する。それを制御するソフトウェアとして、デファクトスタンダードなMach 3/4や安価なCAM（123D）やCADソ
フト（CUT2D/3D）の解説を行う

ミニフライス盤CNC化実践マニュアル ―も
のづくりをステップアップ―（THINK IT
BOOKS）

分 野
【合本】イラストでよくわかる 写真家65人の
学術・1アクセス
レンズテクニック＋イラストでよくわかる カメ
ラとレンズの疑問108
学術・3アクセス

写真
¥7,000(＋税)
¥20,800(＋税)

著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
商品コード 1024760857
出版社
底本発行年
大人気「イラストでよくわかる」シリーズ2冊を1つにまとめた大変お得な電子書籍が登場。総勢87人の人気
写真家が、いまさら聞けないカメラやレンズの使いこなしから、レンズの効果や撮影テクニックを駆使した写
真の撮り方まで解説する大ボリュームの1冊です。こちらの電子書籍は『イラストでよくわかる 写真家65人
のレンズテクニック』（紙の本の定価：1,800円＋税）、『イラストでよくわかる カメラとレンズの疑問 108』（紙
の本の定価：1,800円＋税）の内容を含んでいます。

電気工学
分 野
¥3,000(＋税)
学術・1アクセス
¥9,000(＋税)
学術・3アクセス
9784844380061
著編者名
クランツ
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024760859
Surface BookとPro 4の魅力や利用シーンを紹介するとともに、基本的な使い方、ビジネスでの活用法、写
真やイラスト、映画などの楽しみ方を解説。役立つアプリも収録する。

今日からすぐに使える!Surface Book & Pro
4スタートガイド ―究極進化した最強2‐in‐1
を120%活用!―（impress mook）

総記
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784844380887
著編者名
完全ガイド編集部
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024760861
特集：データセンターの要［ストレージ］の進化ベクトル

データセンター完全ガイド （Impress Mook
2016年夏号）

総記
分 野
¥4,900(＋税)
学術・1アクセス
¥9,800(＋税)
学術・3アクセス
9784844380740
五十嵐 聡
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年 2016年 商品コード 1024760863

情報セキュリティマネジメント過去問題集
（徹底攻略 平成28年度秋期）
著編者名
出版社

本書は、ベテラン講師が新試験の出題範囲と出題傾向を徹底分析した過去問題集です。過去問題解説1回と本試験
形式の模擬問題解説3回分、あわせて4回分で構成しており、一問ごとに詳細な解説を行っています。多くの問題を解
きながら解説を読み込むことで、基礎力UPにはもちろん、実力チェックや弱点克服にも使える内容となっています。巻
頭には「情報セキュリティマネジメント重要用語集」を用意。購入者限定特典として本書全文のPDFとスマホで学べる単
語帳アプリ「でる語句200」を提供し、受験者をさまざまな角度から徹底応援しています。

総記
分 野
¥8,900(＋税)
学術・1アクセス
¥17,700(＋税)
学術・3アクセス
9784844380801
著編者名
国本 温子
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024760864
売上No.1のExcel VBA書籍にExcel 2016に対応した新刊が登場！ 実務で欠かせない処理から、外部アプ
リケーション連携などの応用まで、VBAの「勝ちワザ」を紹介。練習用ファイルを操作しながらワザを確認で
きるので、初⼼者の方から上級者の方まで、幅広く活用できます！

Excel VBAを極める勝ちワザ700 ―
2016/2013/2010/2007対応―（できる逆引
き）

総記
分 野
¥3,900(＋税)
学術・1アクセス
¥7,800(＋税)
学術・3アクセス
9784844380733
間久保 恭子
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
底本発行年 2016年 商品コード 1024760865

かんたん合格ITパスポート過去問題集 （平
成28年度秋期）
著編者名
出版社

本書は、分野別の頻出問題を使って集中的に特訓できる「よく出る問題」と、最新の「公開問題」5回分を組み合わせたi
パス問題集です（紙面：平成28年度春期、27秋。Web提供：27春、26秋、26春）。紙面は3ステップ構成で展開し、一問ご
とに詳細な解説が付いているので、初学者でも学びやすい内容となっています。購入者限定特典「スマホで学べる単
語帳」「本書全文の電子版（PDF）」付き！（特典提供期間は発売から6ヶ月となっています）※2016年3月から中問が廃
止されていますが、本書は新しい試験体制の学習にもご利用いただけます。

数学
分 野
¥3,700(＋税)
学術・1アクセス
文系女子のための電卓操作入門
¥7,300(＋税)
学術・3アクセス
9784844380528
著編者名
堀川 洋
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024760867
電卓をマスターしてキャリアアップ！ 簿記試験の得点も大幅アップ！ 本書は電卓の基礎知識を一からていねいに解
説したいちばんわかりやすい入門書です。電卓の選び方から、メモリーキーの活用法、ブランドタッチのコツ、ケース別
電卓利用法などについて、数学の基礎を押さえながら、豊富なルビと充実したイラストによって、飽きずにしっかり身に
付けることができます。通勤、通学ほか、さまざまなシチュエーションでの学習をサポートするために、音声講義（mp3）
や電子書籍（PDF）を購入者特典として、ダウンロード提供しています！

総記
分 野
¥4,300(＋税)
学術・1アクセス
¥8,500(＋税)
学術・3アクセス
9784844339557
著編者名
五十嵐 順子
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2015年 商品コード 1024760868
「最短の時間と努力で基本情報技術者試験に合格したい」という受験者の声を受け、平成28年度版に改訂
して登場！難しい専門用語をやさしい言葉に置き換え、出題頻度の高いテーマに絞って解説。そのうえ、内
容もボリュームも従来のまま応援価格でご提供！全文電子版（PDF）とスマホ単語帳アプリ「でる語句200」
も無料ダウンロードできます！※本データは、初版第2刷（2016年6月6日）までの正誤情報を修正済みで
す。

かんたん合格基本情報技術者教科書 （平
成28年度）

電気工学
分 野
¥3,700(＋税)
学術・1アクセス
¥7,400(＋税)
学術・3アクセス
9784844380764
著編者名
底本ISBN
インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア
出版社
底本発行年 2016年 商品コード 1024770355
本書は、主要NASメーカー8社の代表的な製品を詳しく紹介するとともに、各社で異なるNASを制御する基
本ソフト（OS）や、スマートフォン／タブレット向けの連係アプリも解説。さらに、市販されているそのほかの
NASの網羅的なカタログや、購入したNASが使えるようになるまでを解説した導入手順、NASに最適なHDD
の紹介、データ保存や録画したテレビ番組の活用（DTCP-IP/DTCP＋）など、NASでできるさまざまなことを
取り上げる。

NASオールカタログ2016-2017

交通システム 第2版
著編者名
出版社

塚口 博司
オーム社

運輸、交通
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥9,300(＋税)
学術・3アクセス
9784274218668
底本ISBN
底本発行年 2016年 商品コード 1024640725

多様化する交通施設計画の最新の知見を盛り込んだ待望の第2版！／1996年に国民科学社から発行された、交通手段を総合的な見
地から言及した教科書「交通システム」の第2版です。交通計画は土木計画の主要な一分野であり、交通計画に関する講義は通常、
土木計画学等の講義に引き続いて行われます。しかし、初学者に対して土木計画のプロセスに対応させつつ、交通施設計画について
論述した教科書はあまりありません。交通工学・計画に関する多くの好著がある中で、この点が本書の大きな特徴であり、また、タイト
ルを「交通システム」とした理由となっています。なお、本書は交通計画を初めて学ぶ学生を対象とており、平易に記述していますが、
加えて、交通計画の分野に興味を持たれる方々にとっても興味深い内容となっています。

分 野
生活用品の化学が一番わかる ―生活に不
可欠な化学の力を身近な製品で解説―（しく 学術・1アクセス
み図解）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

武田 徳司
技術評論社

底本ISBN
底本発行年

化学工業
¥4,200(＋税)
¥8,400(＋税)
9784774172163
2015年 商品コード 1024760842

私たちがふだん使う洗剤や香料，化学調味料や台所用品などの日用品は，化学製品で囲まれていて，その種類は実
に豊富です。「化学製品が一番わかる」では原材料寄りに総合的に化学製品を取り上げましたが，本書では，接する機
会多い，消費財としての生活用品に的を絞り，引き続きその仕組みをわかりやすく解説します。専門で化学を学んでこ
なかった人で，化学メーカーや商社で化学製品を取り扱っている方，化学製品の名前に触れる機会の多い方を対象
に，化学反応式や構造式はほとんど使わずに，生活用品の化学について解説します。

総記
分 野
¥2,700(＋税)
学術・1アクセス
¥5,300(＋税)
学術・3アクセス
9784774172996
著編者名
稲村 暢子
底本ISBN
出版社
技術評論社
底本発行年 2015年 商品コード 1024760843
PowerPointを活用するためのテクニックを厳選して紹介しています。基本的な技から，「アニメーションの作
成」や「プレゼンテーション」まで役立つテクニックが満載です。さらにPowerPointでA4企画書を作成する方
法も解説しています。手元に置いておけば，PowerPointで「ああしたい」「こうしたい」と思ったときに，すぐに
操作方法が見つかるので日々の作業が捗ります。

PowerPointプロ技セレクション ―決定版―
（今すぐ使えるかんたんEx）

電気工学
分 野
¥2,500(＋税)
学術・1アクセス
¥5,000(＋税)
学術・3アクセス
9784774173337
著編者名
田中 拓也
底本ISBN
出版社
技術評論社
底本発行年 2015年 商品コード 1024760846
一番わかりやすいiPad Air 2/iPad mini 3の解説書です。最新のiPad二機種に完全対応，初心者の方が戸
惑いがちな基本操作からしっかりと使い方をわかりやすく解説しています。誌面では，iPadの画面写真をで
きる限り大きく掲載。初めての方も操作に迷うことがないよう工夫しています。はじめてiPadを触った時の基
本操作からパソコンとの連携までを取り上げて，自分のペースでiPadの使い方をひととおりマスターできま
す。iPadの使い方を知りたい，すべての人にお勧めの1冊です。

今すぐ使えるかんたんiPad （Imasugu
Tsukaeru Kantan Series）

分 野
人類が火星に移住する日 ―夢が現実に!有
人宇宙飛行とテラフォーミング―（知りたい! 学術・1アクセス
サイエンスILLUSTRATED）
学術・3アクセス

機械工学

¥4,400(＋税)
¥8,800(＋税)
9784774173153
著編者名
矢沢サイエンスオフィス
底本ISBN
出版社
技術評論社
底本発行年 2015年 商品コード 1024760847
火星に着陸して活躍し続ける探査機キュリオシティ。それから送られる画像は地球の砂漠のようだ。どんど
ん進む調査につれ，火星に生命の痕跡があったとしても，もはや不思議ではない。本書は，キュリオシティ
から送られる写真やデータを紹介し，分かってきた火星の様子や基本情報をビュアルで解説する。また今
後検討が本格化する，火星の有効利用について，深く掘り下げる。火星改造やテラフォーミングはもはやSF
ではない。そんな火星への科学の挑戦やロマンを浮き彫りにする。

電気工学
分 野
¥4,200(＋税)
学術・1アクセス
¥8,400(＋税)
学術・3アクセス
9784774174723
著編者名
市川 清道
底本ISBN
出版社
技術評論社
底本発行年 2015年 商品コード 1024760848
身近な家電の不具合や自動車の電気系統の故障チェックなどを行う際に必要なのがテスターです。テス
ターは直流電圧や直流電流，交流電圧，抵抗値等を測定でき，アナログ式とデジタル式のものがあります。
本書はアナログ，デジタル両方のテスターに分けて，断線チェックのような初歩的な操作例から電子部品の
チェックという高度な応用例まで，豊富な写真を使いながら手順を追って丁寧に説明します。テスターを初
めて使う方が読んでも，使いこなしたベテランが読んでも十分役立つ内容です。

テスターの職人技 ―家電の不具合や電子
部品の動作はこうしてチェックする―

分 野

電気工事の工具が一番わかる ―現場で使
学術・1アクセス
われる電気工具を徹底解説―（しくみ図解）

電気工学

¥4,200(＋税)
¥8,400(＋税)
学術・3アクセス
9784774175744
著編者名
松本 光春
底本ISBN
出版社
技術評論社
底本発行年 2015年 商品コード 1024760849
第二種電気工事士資格試験の鑑別問題にも出題され，また実際に電気工事の現場で使うさまざまな電気
工具や機器などを種類別に解説します。使用法を写真と図で丁寧に説明しているので，各工具の特徴と用
途がわかりやすく理解できます。

電気工学
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784407337396
著編者名
深尾 正
底本ISBN
出版社
実教出版
底本発行年 2015年 商品コード 1024731918
・おもに発電機，電動機，変圧器およびこれらに付随する機器について、原理・構造・特性，およびこれらに
用いられている電気材料や取り扱いなどをやさしく解説。・章末には「この章のまとめ」を掲げ，その章で学
んだ重要事項を復習できるように工夫。・同じく章末に章末問題を掲載し，学習の定着が確認できる。

電気機器概論 （First Stageシリーズ）

電気工学
分 野
¥7,200(＋税)
学術・1アクセス
(＋税)
学術・3アクセス
9784407337402
著編者名
高木 茂孝
底本ISBN
出版社
実教出版
底本発行年 2015年 商品コード 1024731919
・電子回路素子と電子回路，およびその動作原理を基礎から解説。・学習した電子回路素子の機能や特
性，および電子回路の動作を確認できる「実験コーナー」および「制作コーナー」を適所に掲載。・章末には
「この章のまとめ」を掲げ，その章で学んだ重要事項を復習できるように工夫。・同じく章末に章末問題を掲
載し，学習の定着が確認できる。

電子回路概論 （First Stageシリーズ）

数学
分 野
¥5,300(＋税)
学術・1アクセス
複素関数論の基礎
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784785315658
著編者名
山本, 直樹
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2015年 商品コード 1024724405
定義の動機や概念の本質的意味などの解説に重点を置き、「なぜそのように考えるのか」「なぜそのような
ことを考えるのか」ということを明確に説明した入門書。複素関数論は実関数論の拡張であることを踏まえ、
実関数について復習する章を設け、また各章の冒頭には章全体のストーリーを記して「これから何を学ぶ
のか」「どのように話を進めていくのか」を把握できるようにした。
物理学
分 野
¥5,100(＋税)
学術・1アクセス
¥7,600(＋税)
学術・3アクセス
9784785322397
著編者名
松下, 貢
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2012年 商品コード 1024724406
理工系学部１年生向けの半期用教科書として、力学の本質を非常にわかりやすく解説。学習者の理解を高
めるために、各章の冒頭には学習目標を提示し、章末には学習した内容をきちんと理解できたかどうかを
学習者自身に確認してもらうためのポイントチェックのコーナーを用意した。さらに、本文中の重要箇所には
吹き出しを付け、問題解答には間違ったり解けなかった場合に対するフィードバックを示すなど、随所に工
夫を施した。

力学 （物理学講義）

物理学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥8,300(＋税)
学術・3アクセス
9784785322465
著編者名
松下, 貢
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2014年 商品コード 1024724407
「なぜそのようになるのか」「なぜそのように考えるのか」について、一般的にはあまり解説されてないことに
ついても触れた電磁気学の入門書．シリーズ既刊本と同様、学習者の理解を高めるために、各章の冒頭に
は学習目標を、章末には学習した内容の理解度が確認できるポイントチェックのコーナーを、本文中の重要
箇所には吹き出しを設け、また問題解答には間違ったり解けなかった場合に対するフィードバックを示した。

電磁気学 （物理学講義）

物理学
分 野
¥5,300(＋税)
学術・1アクセス
熱力学 （物理学講義）
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784785322328
著編者名
松下, 貢
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2009年 商品コード 1024724408
理工系学部１年生向けの半期用教科書として、熱力学の本質を非常にわかりやすく解説。学習者の理解を
高めるために、各章の冒頭には学習目標を提示し、章末には学習した内容をきちんと理解できたかどうか
を学習者自身に確認してもらうためのポイントチェックのコーナーを用意した。さらに、本文中の重要箇所に
は吹き出しを付け、問題解答には間違ったり解けなかった場合に対するフィードバックを示すなど、随所に
工夫を施した。
数学
分 野
¥5,300(＋税)
学術・1アクセス
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784785322502
著編者名
松下, 貢
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2016年 商品コード 1024724409
基礎物理学に共通する道具としての数学を一冊にまとめ、豊富な問題と共に、直観的な理解を目指して懇
切丁寧に解説した。取り上げた題材には、通常の「物理数学」の書籍では省かれることの多い微分と積分、
行列と行列式も含めた。すべての道具には使用する対象と使用目的があるように、道具としての数学にも
使用の動機がある。本書を読めば、大学の理工系学部に入ってすぐに学ぶ「物理学」がスムーズに理解で
きるであろう。

力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学

物理学
分 野
¥6,000(＋税)
学術・1アクセス
¥9,000(＋税)
学術・3アクセス
9784785322496
著編者名
小宮山, 進
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2015年 商品コード 1024724410
電磁気学の全体像を見通し良く把握・理解できるように、最初の数章でマクスウェル方程式を微分形まで含
めて完全な形で示し、その後で、電磁気学の様々な現象をマクスウェル方程式から導出した上で丁寧に解
説。必要な数学的な概念もきちんと解説し、図も豊富に取り入れた。従来の教科書ではつながりが見えにく
かった多くの関係式が、基本法則から意味をもって体系的につながっていくことが非常に良くわかるように
なっている。

マクスウェル方程式から始める電磁気学

化学
分 野
¥4,400(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784785335083
著編者名
中田, 宗隆
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2015年 商品コード 1024724411
「基本の解説」→「例題と解答・解説」→「まとめ」→「演習問題」と、同じ内容を形を変えながら４回繰り返し
て学ぶことによって、もっとも重要な基本事項を確実に習得できるように編集された入門書。初学者用として
だけでなく、大学院入試のための復習にもきわめて適したテキストである。

演習で学ぶ化学熱力学 ―基本の理解から
大学院入試まで―

化学
分 野
¥5,800(＋税)
学術・1アクセス
¥8,600(＋税)
学術・3アクセス
9784785330842
著編者名
齋藤, 勝裕
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2010年 商品コード 1024724412
有機化合物の分子はどのように成り立っているのか。未知の化合物の構造をどうやって決めたらよいの
か。苦手とする人も多い有機分子構造論の基礎と、分子構造の決定法をまとめて理解することができる、
わかりやすく、かつ実践的な参考書。演習問題も豊富で、自習用としても最適である。

有機分子構造とその決定法

化学
分 野
¥4,700(＋税)
学術・1アクセス
¥7,000(＋税)
学術・3アクセス
9784785334178
著編者名
中田, 宗隆
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2012年 商品コード 1024724413
物理化学のみならず、無機化学・有機化学等すべての化学分野の基礎知識である化学結合を、量子論の
基礎をふまえつつ、包括的かつ系統的に楽しく学べる快著。化学結合の全体像の美しさを知ることによっ
て、化学の真髄にふれることができる。無機化合物・有機化合物の具体的な分子構造も系統的に扱ってお
り、構造化学の教科書としても使える。

化学結合論 （物理化学入門シリーズ）

化学
分 野
¥4,900(＋税)
学術・1アクセス
化学熱力学 （物理化学入門シリーズ）
¥7,300(＋税)
学術・3アクセス
9784785334185
著編者名
原田, 義也
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2012年 商品コード 1024724414
初学者を対象に、化学熱力学の基礎を、原子・分子の概念も援用してわかりやすく丁寧に解説。また、数式
の導出過程も省略することなく詳しく記してあるので、式を一歩一歩たどることで、とかくわかりづらい化学
熱力学の諸概念を、論理的に正確に理解することができる。数学を苦手とする読者のために、付録として数
学および力学の初歩も収録した。
化学
分 野
¥6,000(＋税)
学術・1アクセス
¥9,000(＋税)
学術・3アクセス
9784785334192
著編者名
大野, 公一
底本ISBN
出版社
裳華房
底本発行年 2012年 商品コード 1024724415
量子論の誕生から最新の量子化学までを概観し、量子化学の基礎となる考え方や技法を、初学者を対象
に丁寧に解説。根本的に重要でありながらあまり説明されてこなかった事項や、応用分野に役立つ事項を
含めつつも題材を精選し、量子化学の最重要事項を学べるよう工夫されている。数学が苦手な読者のた
め、付録として数学・物理学の初歩も収録。

量子化学 （物理化学入門シリーズ）

分 野
<知の統合>は何を解決するのか ―モノとコ
トのダイナミズム―（横幹<知の統合>シリー 学術・1アクセス
ズ）
学術・3アクセス

技術、工学

¥4,700(＋税)
¥7,000(＋税)
9784501629502
著編者名
吉川 弘之
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760810
「モノつくり」社会を脱し、システム構築に基づいた「コトつくり」へ。<知の統合>を通して、人間・社会の課題
解決への道筋を探り、「モノ」と「コト」のダイナミズムを理解するヒントを提示する。

電気工学
分 野
¥7,000(＋税)
学術・1アクセス
制御工学の基礎
¥10,400(＋税)
学術・3アクセス
9784501117504
著編者名
足立 修一
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760812
最も基本的な階層に属する古典制御に重点を置き、制御工学の全体像から、モデリング、アナリシス、デザ
インまでを、例題を交えながら解説する。各章末に本章のポイント、クイズも掲載。

分 野

実験で学ぶメカトロニクス ―TK400SHボード
学術・1アクセス
実習―

電気工学

¥8,700(＋税)
¥13,100(＋税)
学術・3アクセス
9784501331801
著編者名
川谷 亮治
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760813
マイコンボードTK400SHを利用して実験を行い、動作を実体験していくことで、マイコンを動かすための制御
系C言語のプログラミング法や、各種センサ等の使用法を習得し、メカトロニクスの基礎を学習できるテキス
ト。

総記
分 野
¥7,500(＋税)
学術・1アクセス
¥11,200(＋税)
学術・3アクセス
9784501554309
著編者名
畔津 忠博
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760814
パソコンの基礎から文書作成、表計算、プログラミング、図形描画、プレゼンテーション、データベースまで、
情報リテラシーをフリーソフトLibreOfficeの活用を通じて習得する。

LibreOfficeで学ぶ情報リテラシー

建設工学、土木工学
分 野
¥7,000(＋税)
学術・1アクセス
¥10,400(＋税)
学術・3アクセス
9784501629809
著編者名
日本写真測量学会
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760816
バンドル調整が学べるテキスト。デジタル写真測量時代に適合したバンドル調整の理論とその応用や、
オープンソースを利用してコンピュータへの実装を行ううえでの留意点を解説するほか、バンドル調整の歴
史も詳細に記す。

三次元画像計測の基礎 ―バンドル調整の
理論と実践―

分 野

ソーシャルメディアと<世論>形成 ―間メディ
学術・1アクセス
アが世界を揺るがす―

総記

¥9,300(＋税)
¥13,900(＋税)
学術・3アクセス
9784501630003
著編者名
遠藤 薫
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760818
ソーシャルメディアが日常、社会、そして世界に及ぼす影響は、日増しに大きくなってきている。世界が動く
「現場」としてのソーシャルメディアのダイナミズムに迫り、今後を展望する。津田大介との対談も収録。

化学工業
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784501630102
著編者名
久保田 徳昭
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760819
晶析とは、物質精製および結晶粒子製造を目的として行われる工業的結晶化のこと。結晶核発生すなわち
核化に密接に関係する準安定領域と待ち時間を中心に、晶析工学について、実務を重視し体系的に解説
する。

晶析工学

総記
分 野
¥5,700(＋税)
学術・1アクセス
¥8,500(＋税)
学術・3アクセス
9784501554408
著編者名
若山 芳三郎
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760820
社会に出て仕事に携わるときに必要な情報処理技術の知識を、Microsoft officeを中心にまとめる。演習問
題も収録。見返しにローマ字かな変換早見表等あり。Office 2016/Windows 10版。

学生のための情報リテラシー ―Office
2016/Windows 10版―
Office2016/Windows10版

総記
分 野
¥4,700(＋税)
学術・1アクセス
¥7,000(＋税)
学術・3アクセス
9784501554507
著編者名
若山 芳三郎
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760822
実用的な例題・演習問題を通じてExcel VBAの基礎をマスターできるテキスト。日常のデータ処理において
必要度の高い項目を精選して解説する。見返しに、本書で取り扱った主なステートメントなどの一覧表あり。

学生のためのExcel VBA 第2版

電気工学
分 野
¥6,400(＋税)
学術・1アクセス
¥9,600(＋税)
学術・3アクセス
9784501215200
著編者名
東京電機大学電験研究会
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760824
1テーマの重要事項と例題を見開き2ページで解説。平成28年度の試験問題と答、また過去10年間の出題
傾向の分析を掲載。

電験三種理論 （合格マスター 平成29年度
版）

電気工学
分 野
¥5,900(＋税)
学術・1アクセス
¥8,900(＋税)
学術・3アクセス
9784501215309
著編者名
東京電機大学電験研究会
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760825
平成28年度の試験問題と答、また過去10年間の出題傾向の分析を掲載。

電験三種電力 （合格マスター 平成29年度
版）

電気工学
分 野
¥6,700(＋税)
学術・1アクセス
¥10,000(＋税)
学術・3アクセス
9784501215408
著編者名
東京電機大学電験研究会
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760826
平成28年度の試験問題と答、また過去10年間の出題傾向の分析を掲載。

電験三種機械 （合格マスター 平成29年度
版）

電気工学
分 野
¥5,400(＋税)
学術・1アクセス
¥8,100(＋税)
学術・3アクセス
9784501215507
著編者名
東京電機大学電験研究会
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760827
1テーマの重要事項と例題を見開き2ページで解説。平成28年度の試験問題と答、また過去10年間の出題
傾向の分析を掲載。

電験三種法規 （合格マスター 平成29年度
版）

電気工学
分 野
¥5,700(＋税)
学術・1アクセス
¥8,500(＋税)
学術・3アクセス
9784501331900
著編者名
加藤 芳夫
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760828
高性能で扱いやすいRaspberry Pi、ハンダを使わずに電子回路が作れるブレッドボードを使って簡単電子
工作。デジタル時計、GPS時計、気圧計、ビンゴゲーム番号発生機などの製作方法を解説する。

たのしくできるRaspberry Piとブレッドボード
で電子工作

総記
分 野
¥7,500(＋税)
学術・1アクセス
¥11,200(＋税)
学術・3アクセス
9784501555009
著編者名
東京電機大学
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760829
旧SC試験で出題された問題の中から予想される出題傾向と重点項目の観点から厳選!苦手分野をチェック
シートで把握。

予想問題集510題情報処理安全確保支援
士試験午前

総記
分 野
¥6,200(＋税)
学術・1アクセス
¥9,300(＋税)
学術・3アクセス
9784501555108
著編者名
東京電機大学
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760830
出題傾向と重点項目を完全網羅。チェックシートを利用して、効率よく学習ができる。

厳選問題集400題情報セキュリティマネジメ
ント試験午前 （平成29年度版）

総記
分 野
¥6,200(＋税)
学術・1アクセス
¥9,300(＋税)
学術・3アクセス
9784501554705
著編者名
東京電機大学
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760831
出題傾向と重点項目を完全網羅。分野別に掲載されているため、苦手分野を把握し、集中学習ができる。

厳選問題集500題ITパスポート試験 （平成
29年度版）

総記
分 野
¥6,200(＋税)
学術・1アクセス
¥9,300(＋税)
学術・3アクセス
9784501554804
著編者名
東京電機大学
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760832
出題傾向と重点項目を完全網羅。分野別に掲載されているため、苦手分野を把握し、集中学習ができる。

厳選問題集560題基本情報技術者試験午
前 （平成29年度版）

総記
分 野
¥6,200(＋税)
学術・1アクセス
¥9,300(＋税)
学術・3アクセス
9784501554903
著編者名
東京電機大学
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760833
限られた時間で効率良く学習できるよう、見開きで問題と解答を掲載。苦手分野をチェックシートで把握し集
中的な学習が可能。

厳選問題集560題応用情報技術者試験午
前 （平成29年度版）

電気工学
分 野
¥7,500(＋税)
学術・1アクセス
¥11,200(＋税)
学術・3アクセス
9784501332006
著編者名
吉川 忠久
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760834
出題のポイントを絞り込み、項目ごとにわかりやすくまとめた。頻出問題を中心にして、練習問題を豊富に
収録。計算問題は、式の展開を省くことなく丁寧に解説。

第1級ハム集中ゼミ ―アマチュア無線技士
国家試験―

社会
分 野
¥7,000(＋税)
学術・1アクセス
¥10,400(＋税)
学術・3アクセス
9784501419905
著編者名
小川 鑛一
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年 2016年 商品コード 1024760817
看護・介護分野で働く人の腰部負担や身体負担の軽減を図るために導入されているボディメカニクスの意
味や活用方法を説明。また、負担が大きい介助場面の事例を取り上げ、介助動作とボディメカニクスとの関
連について解説する。

介護のためのボディメカニクス ―力学原理
を応用した身体負担の軽減―

総記
分 野
¥5,300(＋税)
学術・1アクセス
¥11,900(＋税)
学術・3アクセス
野村総合研究所ICT・メディア産業コンサルティング部
9784492502853
著編者名
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2016年 商品コード 1024591530
ＩｏＴ、人工知能等々がもたらす近未来を徹底予測！「デバイス」「ネットワーク」「プラットフォーム」など市場
の構造変化も予想。

ITナビゲーター 2017年版

建築学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
思想する住宅
¥7,500(＋税)
学術・3アクセス
9784492044384
著編者名
林, 望
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2011年 商品コード 1024591547
「南を向いた家が良い家という誤解」「和室はいらない」など、7度の自宅改築とイギリス生活を経験した著者
が喝破する、これからの賢い家、賢い生き方。『東洋経済オンライン』連載を単行本化。

電気工学
分 野
¥3,600(＋税)
学術・1アクセス
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784492092941
著編者名
山名, 一郎
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2011年 商品コード 1024591557
Android/iPhone/iPadをクラウドで使い倒すための完全マニュアル。グーグルアプリケーションソフトとiPhone
アプリの仕事への活かし方などを図解。クラウド仕事術実践記も掲載。

図解クラウド仕事術 ―もうここまで来てい
る、Android/iPhone/iPadで実践するモバイ
ルクラウド全案内―

技術、工学
分 野
¥4,000(＋税)
学術・1アクセス
¥9,000(＋税)
学術・3アクセス
9784492395561
著編者名
中村, 吉明
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2011年 商品コード 1024591575
日本企業の活路はどこにあるのか。「技術」や「ものづくり」を中心に成長してきた日本が、持続的な成長を
保持するのにどのようなボトル・ネックがあり、それらをどのように克服していけばいいのか、その道筋を明
らかにする。

ゲームが変わった ―ポストものづくりの競
争をどう勝ち抜くか―

電気工学
分 野
¥3,600(＋税)
学術・1アクセス
東電解体 ―巨大株式会社の終焉―
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784492395578
著編者名
奥村, 宏
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2011年 商品コード 1024591576
なぜ東京電力を倒産させないのか? そして、福島原発事故の責任を誰がとるのか? 「株式会社としての東
京電力」という視点から明らかにするとともに、日本における電力会社のあり方を考える。

技術、工学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥7,500(＋税)
学術・3アクセス
9784492395592
著編者名
長谷川, 慶太郎
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2011年 商品コード 1024591577
産業の中核をなす「素材」を支配する日本に、黄金期がやって来る! 鉄鋼業の大革命や新型パワー半導体
の話など、最新技術の話を織り込みながら、1ドル60円時代の国家戦略について考える。

素材は国家なり ―円高でも日本経済の圧
倒的優位は揺るがない―

総記
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥7,500(＋税)
学術・3アクセス
9784492580899
著編者名
本田, 雅一
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2011年 商品コード 1024591598
スマートネイティブたちが創造していく新しい世界とは? スマートフォン、クラウド、ソーシャルメディアなど、い
まの時代を彩る様々なキーワードやテーマに沿って、これからデジタルワールドがどこへ行くかを語る。

これからスマートフォンが起こすこと。 ―携
帯電話がなくなる!パソコンは消える!―

分 野

ニッポンの素材力 ―「環境・新エネルギー」
学術・1アクセス
革命で一人勝ち!―

技術、工学

¥3,600(＋税)
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784492761816
著編者名
泉谷, 渉
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2009年 商品コード 1024591607
オバマ大統領のグリーンニューディール政策推進で爆裂すると予想される日本の新素材。環境・新エネル
ギーをキーワードに、この分野を得意とする日本メーカーの活躍ぶりを紹介し、現状と展望をまとめる。

電気工学
分 野
¥4,000(＋税)
学術・1アクセス
¥9,000(＋税)
学術・3アクセス
9784492762004
著編者名
橘川, 武郎
底本ISBN
出版社
東洋経済新報社
底本発行年 2011年 商品コード 1024591610
福島原発事故によって明らかになった、日本の電力業の問題点とは何か。日本の電力業界を研究してきた
著者が、計画停電の実態、電力事業の仕組み、日本電力業の歴史、これからの電力業界の展望などを徹
底分析する。対談も収録。

東京電力失敗の本質 ―「解体と再生」のシ
ナリオ―

経済
分 野
¥5,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,400(＋税)
学術・3アクセス
9784865103007
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728174
知っていると業務効率が抜群に上がる関数を厳選して紹介しています。リファレンス形式の関数本とは異な
り、身近なビジネス事例を題材とした学習形式のため、確実に関数が習得できます。Excelの操作方法だけ
でなく、取引に必要な書類や流れ、売上に関する用語解説など、ビジネスに必須の基本知識も合わせて学
習できます。実務に役立つExcelのテクニック集付きです。

よくわかるMicrosoft Excel 2016/2013関数
テクニックビジネス活用編

製造工業
分 野
¥2,500(＋税)
学術・1アクセス
¥5,000(＋税)
学術・3アクセス
9784865103021
著編者名
富士通エフ・オー・エム株式会社
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024721001
住所録の作成・管理、はがきの作成・印刷ができるようになることを目的とした「富士ソフト株式会社認定」
のテキストです。 テキストの流れに沿って操作していくだけで年賀状作成も宛て名印刷も簡単にマスターで
きます。 筆ぐるめに用意されている豊富なコンテンツやデジタルカメラで撮影した画像を利用して、オリジナ
ルのカレンダーやCDラベルなども作成できます。

よくわかる筆ぐるめ24 ―富士ソフト株式会
社認定 : 簡単!年賀状&宛名印刷―

総記
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥10,900(＋税)
学術・3アクセス
9784865102994
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728172
「情報セキュリティマネジメント試験」の合格を目的とした試験対策テキストです。試験のシラバス(試験範囲)
の重要用語をくまなく解説し、情報セキュリティについての体系立てた知識の習得が可能です。午後の長文
形式の試験にも対応しています。第1回「平成28年度春期試験問題」の問題と詳しい解説を収録し、問題の
傾向を把握することができます。「おさえておきたい13のポイント」の解説動画付き。

情報セキュリティマネジメント試験対策テキ
スト&過去問題集 平成28年度秋期 （よくわ
かるマスター）

分 野

よくわかるMicrosoft Excel 2016マクロ/VBA 学術・1アクセス

総記

¥6,500(＋税)
¥12,900(＋税)
学術・3アクセス
9784865103014
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728175
マクロやプログラミング言語「VBA」を習得することを目的としたテキストです。マクロ記録を使って単純な処
理を自動化する方法や、VBEを使ってマクロを編集する方法を習得できます。VBAで記述するプロシージャ
の意味を丁寧に1行ずつ解説し、難解な専門用語の使用を必要最小限に抑え、プログラミングとは何か、
VBAとは何かがスムーズに理解できます。章末の練習問題、巻末の総合問題で学習内容の復習が可能で
す。

総記
分 野
¥2,500(＋税)
学術・1アクセス
よくわかるMicrosoft Excel 2016ドリル
¥5,000(＋税)
学術・3アクセス
9784865102970
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728176
Excelの問題を繰り返し解くことによって実務に活かせるスキルを習得することを目的とした練習用のドリル
です。「Excel 2016基礎」テキスト対応の17レッスン、「Excel 2016応用」テキスト対応の16レッスン、Excel
2016の知識を総合的に問う5レッスンの計38レッスン全434問を収録しています。データ入力の初歩的な操
作から、データ分析やマクロ作成など、高度なテクニックまで段階的に学習します。
総記
分 野
¥2,500(＋税)
学術・1アクセス
¥5,000(＋税)
学術・3アクセス
9784865102987
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728177
Wordの問題を繰り返し解くことによって実務に活かせるスキルを習得することを目的とした練習用のドリル
です。「Word 2016基礎」テキスト対応の18レッスン、「Word 2016応用」テキスト対応の15レッスン、Word
2016の知識を総合的に問う5レッスンの計38レッスン全403問を収録しています。文字入力の初歩的な操作
から、差し込み印刷や様々な文書の作成など、高度なテクニックまで段階的に学習します。

よくわかるMicrosoft Word 2016ドリル

総記
分 野
¥21,100(＋税)
学術・1アクセス
¥42,100(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1024728185
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年
Excel 2016/Word 2016のテキスト6タイトルのセットです。基礎テキストで基本的な操作を習得、応用テキス
トで実務的な機能を習得後は、基礎、応用テキストに対応したドリルでたくさんの問題を解き、理解度を測る
とともにスキルの定着が可能です。ドリルには基礎、応用テキストで解説しているページを記載しており、操
作に迷ったときには、すぐにテキストを振り返ることができます。標準価格合計金額から15％オフのお得な
セットです。

■よくわかる 基礎・応用・ドリルExcel
2016/Word 2016 セット

総記
分 野
¥3,000(＋税)
学術・1アクセス
¥6,000(＋税)
学術・3アクセス
9784865103069
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728186
知っていると業務効率が上がる関数を116個厳選して紹介しています。日々のドキュメント作成や集計・分
析作業などの各場面において、作業効率が格段にアップします。用途を明確にした見出しで、目的の関数
をすぐに探すことができます。関数の入力方法を説明するだけでなく、具体的な使用例も盛り込んでおり、
実務でどのように活用すればよいかがイメージしやすくなっています。

よくわかる仕事に使えるMicrosoft Excel関
数ブック

総記
分 野
¥22,800(＋税)
学術・1アクセス
¥45,500(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1024731921
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年
「情報処理技術者試験」のテキスト6タイトルのセットです。情報処理技術者試験のうち、「情報セキュリティ
マネジメント試験」「基本情報技術者試験」「ITパスポート試験」の3つの試験の対策テキストと試験直前
チェック用のテキストのセットです。各試験とも対策テキストと直前対策テキストで万全の試験対策が可能で
す。標準価格合計金額から15％オフのお得なセットです。

■情報処理技術者試験対策 セット

分 野

短期集中!情報セキュリティマネジメント試験
学術・1アクセス
（よくわかるマスター）

総記

¥3,800(＋税)
¥7,500(＋税)
学術・3アクセス
9784865102819
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728173
「情報セキュリティマネジメント試験」を短期間で集中して復習し、合格を確実にすることを目的とした試験対
策用のテキストです。シラバス(試験範囲)に記載されている多くの用語の中から、重要な用語を抜粋して解
説しており、試験直前に出題範囲の内容を要領よく、効果的に再確認・復習することができます。情報セ
キュリティマネジメントの概要についても解説しており、体系立てて知識を整理することができます。

分 野

基本情報技術者試験対策テキスト 平成29学術・1アクセス
30年度版 （よくわかるマスター）

総記

¥5,500(＋税)
¥10,900(＋税)
学術・3アクセス
9784865103076
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728187
「基本情報技術者試験」の合格を目的とした午前試験中心の試験対策用テキストです。「シラバス(試験範
囲)Ver4.0」の内容を網羅しており、重要用語を隈なく解説しているため、合格を目指すための体系的な学習
に最適です。「シラバスVer4.0」で追加された新出用語や、直近の試験で出題された重要用語も解説してい
ます。試験を徹底的に分析し、頻出される過去問題100問を厳選して収録！実戦力アップに役立てることが
できます。

総記
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥10,900(＋税)
学術・3アクセス
9784865103083
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2016年 商品コード 1024728188
「情報セキュリティマネジメント試験」の合格を目的とした試験対策テキストです。「シラバス(試験範
囲)Ver1.1」の内容を網羅しており、重要用語を隈なく解説しているため、合格を目指すための体系的な学習
に最適です。各章末には予想問題100問、過去問題2回分の解説を収録！実戦力アップに役立てることが
できます。「おさえておきたい13のポイント」を解説する動画（計約1時間）を無料で利用できます。

情報セキュリティマネジメント試験対策テキ
スト&過去問題集 平成29年度版 （よくわか
るマスター）

分 野

よくわかるMicrosoft Word 2013ドリル （FOM
学術・1アクセス
出版のみどりの本）

総記

¥2,500(＋税)
¥5,000(＋税)
学術・3アクセス
9784865100754
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2013年 商品コード 1024728178
Wordの問題を繰り返し解くことによって実務に活かせるスキルを習得することを目的とした練習用のドリル
です。「Word 2013基礎」テキスト対応の19レッスン、「Word 2013応用」テキスト対応の16レッスン、Word
2016の知識を総合的に問う5レッスンの計40レッスン全416問を収録しています。文字入力の初歩的な操作
から、差し込み印刷や様々な文書の作成など、高度なテクニックまで段階的に学習します。
分 野
よくわかるMicrosoft Word 2013 基礎 ―
学術・1アクセス
Windows 10/8.1/7対応―（FOM出版のみど
りの本）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

富士通エフ・オー・エム
富士通エフ・オ－・エム

底本ISBN
底本発行年

経済
¥5,000(＋税)
¥9,900(＋税)
9784865102635
2015年 商品コード 1024728179

初めてWordを使用する方を対象に、基本的な機能と操作方法をわかりやすく解説しています。文字の入力、文書の作
成や編集、印刷、表の作成、図形の挿入など、この1冊でWordの基本機能を万遍なく学習できます。ビジネス文書の基
礎知識やOfficeの基礎知識も掲載しています。Windows 10およびWindows 8.1環境でWord 2013を学習する場合の操
作手順を記載しており、画面ショットはWindows 8.1になります。※本書で使用する実習データ、Windows 7環境で学習
する場合の補足資料は、当社ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

分 野
よくわかるMicrosoft Word 2013 応用 ―
Windows 10/8.1/7対応―（FOM出版のみど 学術・1アクセス
りの本）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

富士通エフ・オー・エム
富士通エフ・オ－・エム

底本ISBN
底本発行年

経済
¥5,000(＋税)
¥9,900(＋税)
9784865102642
2015年 商品コード 1024728180

Wordを使いこなしたい方を対象に、応用的かつ実用的な機能をわかりやすく解説しています。グラフィック機能を効果
的に使った文書の作成から差し込み印刷、コメントや変更履歴などを使って文書を校閲する方法などWordの応用的な
機能と操作方法を紹介しています。Windows 10およびWindows 8.1環境でWord 2013を学習する場合の操作手順を記
載しており、画面ショットはWindows 8.1になります。※本書で使用する実習データ、Windows 7環境で学習する場合の
補足資料は、当社ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

分 野
よくわかるMicrosoft Excel 2013 基礎 ―
Windows 10/8.1/7対応―（FOM出版のみど 学術・1アクセス
りの本）
学術・3アクセス

総記

¥5,000(＋税)
¥9,900(＋税)
9784865102611
著編者名
富士通エフ・オー・エム
底本ISBN
出版社
富士通エフ・オ－・エム
底本発行年 2015年 商品コード 1024728181
初めてExcelを使用する方を対象に、基本的な機能と操作方法をわかりやすく解説しています。表の作成や
編集、関数、グラフの作成、並べ替えや抽出など、この1冊でExcelの基本機能を万遍なく学習できます。
Officeの基礎知識も掲載しています。Windows 10およびWindows 8.1環境でWord 2013を学習する場合の操
作手順を記載しており、画面ショットはWindows 8.1になります。※本書で使用する実習データ、Windows 7
環境で学習する場合の補足資料は、当社ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

分 野
よくわかるMicrosoft Excel 2013 応用 ―
Windows 10/8.1/7対応―（FOM出版のみど 学術・1アクセス
りの本）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

富士通エフ・オー・エム
富士通エフ・オ－・エム

底本ISBN
底本発行年

総記
¥5,000(＋税)
¥9,900(＋税)
9784865102628
2015年 商品コード 1024728182

Excelを使いこなしたい方を対象に、応用的かつ実用的な機能をわかりやすく解説しています。さまざまな関数の使い
方、グラフィックの作成、ピボットテーブルやピボットグラフの作成、マクロを使った自動処理などExcel の応用的な機能
と操作方法を紹介しています。Windows 10およびWindows 8.1環境でWord 2013を学習する場合の操作手順を記載して
おり、画面ショットはWindows 8.1になります。※本書で使用する実習データ、Windows 7環境で学習する場合の補足資
料は、当社ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

分 野
よくわかるMicrosoft PowerPoint 2013 基礎
―Windows 10/8.1/7対応―（FOM出版のみ 学術・1アクセス
どりの本）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

富士通エフ・オー・エム
富士通エフ・オ－・エム

底本ISBN
底本発行年

総記
¥5,000(＋税)
¥9,900(＋税)
9784865102659
2015年 商品コード 1024728183

初めてPowerPointを使用する方を対象に、基本的な機能と操作方法をわかりやすく解説しています。表やグラフ、図
形、画像を取り入れた表現力のあるプレゼンテーションの作成など、この1冊で基本機能を万遍なく学習できます。プレ
ゼンテーションの基礎知識やOfficeの基礎知識も収録しています。Windows 10およびWindows 8.1環境でWord 2013を
学習する場合の操作手順を記載しており、画面ショットはWindows 8.1になります。※本書で使用する実習データ、
Windows 7環境で学習する場合の補足資料は、当社ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

分 野
よくわかるMicrosoft PowerPoint 2013 応用
―Windows 10/8.1/7対応―（FOM出版のみ 学術・1アクセス
どりの本）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

富士通エフ・オー・エム
富士通エフ・オ－・エム

底本ISBN
底本発行年

総記
¥5,000(＋税)
¥9,900(＋税)
9784865102666
2015年 商品コード 1024728184

PowerPointを使いこなしたい方を対象に、応用的かつ実用的な機能をわかりやすく解説しています。図形の編集機能
やチラシやリーフレットなどの作成に欠かせないレイアウト機能、スライドのカスタマイズ方法などPowerPoint の応用的
な機能と操作方法を紹介しています。Windows 10およびWindows 8.1環境でWord 2013を学習する場合の操作手順を
記載しており、画面ショットはWindows 8.1になります。※本書で使用する実習データ、Windows 7環境で学習する場合
の補足資料は、当社ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

