NEW ARRIVALS
2018年4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。
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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

・2018年4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

腸の世界 2/世界のアホウドリ （遺伝 : 生物
学術・1アクセス
の科学 Vol.72 No.2）
著編者名
出版社

遺伝学普及会
エヌ・ティー・エス

生物科学、一般生物学

¥3,600(＋税)
¥5,300(＋税)
学術・3アクセス
9784860435509
底本ISBN
底本発行年 2018年 商品コード 1027301912

特集は「腸の世界II～腸内マイクロビオータと疾病」と「世界のアホウドリの保護と保全」。特集1では，ヒト の健康に大
きく関わり，いくつかの疾患との密接な関係が注目されて研究が加速している腸内マイクロビオータ（腸内細菌叢）を取
り上げる。炎症性腸疾患，肥満と糖尿病，肝疾患，精神・神経疾患との関わりに迫る。特集2では，その姿や生態が仇
と なり，わずか半世紀前には絶滅の縁に追い込まれたアホウドリの驚異的な回復と，人間活動との間で生じる新たな
摩擦や，アホウドリ という種に隠された真実を浮き彫り にした。

建築学
分 野
¥9,300(＋税)
学術・1アクセス
¥13,900(＋税)
学術・3アクセス
9784761526658
著編者名
伏見 建
底本ISBN
出版社
学芸出版社
底本発行年 2017年 商品コード 1027355117
建築設備は表面に現れないことが多いのでイメージしづらく関心を持ちにくい。本書では一目でわかるよう
に設備のしくみを図解し現場写真を多数掲載。項目ごとの簡潔な解説により初学者でもわかりやすい構成
となっている。また実務でも使える簡単な計算問題や設備図面、建築士等の試験対策問題も掲載。設備の
入門書として最適。

図説やさしい建築設備

自然科学
分 野
¥6,400(＋税)
学術・1アクセス
自然保護学入門～ひとと自然をつなぐ～
¥12,800(＋税)
学術・3アクセス
9784904074503
著編者名
底本ISBN
商品コード 1027301892
出版社
筑波大学出版会
底本発行年
自然保護学の基礎となる、自然保護の概念と歴史、地球の地圏・気圏・水圏・生物圏とその保護、自然保
護に関する法制度、保護地域、野生生物、エコツーリズム、景観保護、世界遺産などの具体的なテーマと
自然保護に関するモニタリング調査法を紹介している。

技術、工学
分 野
¥8,200(＋税)
学術・1アクセス
¥18,000(＋税)
学術・3アクセス
東京工業大学エンジニアリングデザインプロジェクト
9784798153858
著編者名
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321799
2000年代に入って急激に注目されたイノベーションの手法「デザイン思考」は、多様な視点から新しいユー
ザー体験のデザインを目指す考え方で、デザイン思考は、現存のマーケットに存在しない潜在的ニーズをと
らえた、新たな価値を生み出すものづくりを行うための、重要な手法です。本書は、ものづくりの主役である
エンジニアに向け、デザイン思考の方法論を紹介します。
エンジニアのためのデザイン思考入門 ―東工
大生エンジニア×美大生デザイナーチームで
UXを作り込め―

分 野

Python1年生 ―体験してわかる!会話でまな
学術・1アクセス
べる!プログラミングのしくみ―（1年生）

総記

¥6,500(＋税)
¥14,300(＋税)
学術・3アクセス
9784798153193
著編者名
森 巧尚
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321801
Web開発やデータ分析などの分野で近年、ユーザー数が増えてきているPython。最近では、Pythonに触れ
る方も多くなってきています。本書はそうしたPython初心者の方に向けて、簡単なサンプルを作りながら、対
話形式でプログラミングのしくみを学ぶ書籍です。イラストを多用した誌面、基本文法の開設、平易なサンプ
ルで、Pythonについて何も知らない超初心者の学習をサポートします。

2018/04/26 現在

総記
分 野
¥6,500(＋税)
学術・1アクセス
¥14,300(＋税)
学術・3アクセス
9784798153261
著編者名
リブロワークス
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321802
Webサービスの開発現場で人気のJavaScript。はじめてJavaScriptに触れる方も多くなってきています。本
書はそうしたJavaScript初心者の方に向けて簡単なサンプルを作りながら、JavaScriptのプログラムの仕組
みを体験してもらう書籍です。イラストを多用した誌面、基本文法の開設、平易なサンプルで、JavaScriptに
ついて何も知らない超初心者の学習をサポートします。

JavaScript1年生 ―体験してわかる!会話で
まなべる!プログラミングのしくみ―（1年生）

分 野
高校生が教わる「情報社会」の授業が3時間で
わかる本 ―大人も知っておくべき“新しい”社会 学術・1アクセス
の基礎知識―
学術・3アクセス

総記

¥4,900(＋税)
¥10,700(＋税)
9784798152622
著編者名
沼 晃介
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321803
高校必修の教科書からITと社会の関係を学ぼう！ 高校では、2013年から「社会と情報」と「情報の科学」の
授業が行われています（どちらか1科目を選択）。これらの授業では、社会と情報技術の結びつき、つまりIT
社会の基礎知識を学ぶことができます。本書では、より入門的な「社会と情報」の教科書で扱われている内
容をベースに、大人向けにポイントを絞って解説します。

総記
分 野
¥6,500(＋税)
学術・1アクセス
¥14,300(＋税)
学術・3アクセス
9784798151533
著編者名
東中 竜一郎
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321804
身近なものから人工知能の仕組みと活用方法が「全部」わかる！ 本書では、スマホのアプリやWebサイトな
ど、身の回りのものから人工知能の基本的な「仕組み」を学び、「自分のかかわるビジネスに人工知能を応
用するきっかけを掴む」ことを目標としています。これから人工知能に関連した開発を行いたいエンジニアは
もちろん、他の入門書などを読んで挫折した人の学び直しや、一般のビジネスマンにも最適な入門書です。

おうちで学べる人工知能のきほん ―楽しく
読める人工知能の教科書―

分 野

技術者のための基礎解析学 ―機械学習に
学術・1アクセス
必要な数学を本気で学ぶ―

総記

¥8,600(＋税)
¥17,200(＋税)
学術・3アクセス
9784798155357
著編者名
中井 悦司
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2018年 商品コード 1027321831
本書の特徴は、「定義と定理をもとに、厳密に展開される議論をとにかく丁寧に説明する」という点にありま
す。数式の変形についても、途中の計算をできるだけ省略せずに記載して、議論の展開を見失うことがない
ようにと配慮しました。大学生のころに勉強した、あの「厳密な数学」の世界をもう一度、がっつりと堪能して
いただけることでしょう。

総記
分 野
¥15,900(＋税)
学術・1アクセス
¥31,700(＋税)
学術・3アクセス
9784798153278
著編者名
Raymond Roestenburg
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321823
並行プログラミングからクラスタリング、そしてリアクティブシステムへ！ 昨今、昨今は並行プログラミングや
クラスタ構成によるスケーリングへの理解が開発者・アーキテクトに求められています。本書は並列・分散
処理フレームワークAkkaの解説書『Akka in Action』の日本語版です。制御が難しい並行・分散システムを
Akkaによって安全に構築する方法を学ぶことができます。

Akka実践バイブル ―アクターモデルによる
並行・分散システムの実現―

商業
分 野
¥4,600(＋税)
学術・1アクセス
¥9,100(＋税)
学術・3アクセス
9784798154046
著編者名
逸見 光次郎
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321829
新時代の「マーケティング思考」を身に付けよう！ デジタル時代を生き抜く「マーケティング」の新バイブ
ル！マーケティングは市場のおよび生活のデジタル化により、方法論が一変しまし、「新しい時代のニーズ
に即した」「非マーケターでも読める」マーケティングの入門書が求められています。本書はまさにそういう内
容に仕上がっています。
デジタル時代の基礎知識『マーケティング』 ―「顧客
ファースト」の時代を生き抜く新しいルール―
（MarkeZine BOOKS）

2018/04/26 現在

商業
分 野
デジタル時代の基礎知識『リサーチ』 ―多彩なデータ
から顧客の「すべて」を知る新しいルール―
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
（MarkeZine BOOKS）
¥11,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798154060
著編者名
石渡 佑矢
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321830
マーケティングの成否を決めるのは「リサーチ」だ！ デジタルを駆使した最新手法から、従来手法の効果的
な使い方まで。本書は、基本的なインターネットリサーチから、テクノロジーを駆使した最先端分野まで取り
上げており、基礎や考え方、手法や事例の紹介を中心に解説しています。初めてリサーチを担当する方
や、データの活用を考えている方が「リサーチの大枠」をつかめる内容になっています。
写真
分 野
「ポーズ・光・色」が最高の表情を作り出すポートレー
ト写真術 ―人気写真家の撮影&演出テクニックを徹 学術・1アクセス
¥5,700(＋税)
底解説!―
¥11,300(＋税)
学術・3アクセス
9784295002819
著編者名
イルコ 光の魔術師
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 2018年 商品コード 1027289741
「ポージング」「光」「色」「撮影テクニック」「シチュエーション」で、最高の表情を引き出す1枚が撮れます！ SNS上で人
気のフォトグラファー9人が、撮影テクニックや状況写真、RAW現像のポイントに至るまで、最高の表情を作り出すため
のポートレート写真術を解説。実際にSNSで反響のあった写真とイメージキーワードを掲載しているので、撮りたいポー
トレート写真のコツがすぐにわかります。本書を読めば、SNS上で「すごい！」と思った写真の舞台裏がすべてわかりま
す！ あなただけの最高の1枚を生み出しましょう！

分 野

世界一やさしいタイピング ―キーボードを見
学術・1アクセス
ずに入力できる!―（impress mook）
著編者名
出版社

言語

¥2,300(＋税)
¥4,500(＋税)
学術・3アクセス
9784295003014
隅野 貴裕
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 2018年 商品コード 1027289748

版元の下記サイトより動画が無料で閲覧可能です。（登録が必要） URL：https://book.impress.co.jp/books/1117102057
本書は、パソコンのざまざまなシーンで使うタイピングを、もっと速く＆正確にしたいと思っている方へ向けた入門書です。入力するため
の基本設定から正しい指の置き方（ホームポジション）や動かし方、そして効率的な変換など、タイピングを得意にするための方法をわ
かりやすくていねいに掲載しています。また、キーボードを見ずに入力できるタッチタイピングを楽しく習得できる、本誌と連動した専用
ソフトも無料で利用できます。

商業
分 野
¥3,800(＋税)
学術・1アクセス
¥7,600(＋税)
学術・3アクセス
9784295003212
著編者名
菊地 崇仁
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 2018年 商品コード 1027289752
ショッピング、Amazonビデオ・ミュージック、Kindleなどアマゾンをまるごと使い倒す方法を1冊に凝縮！ 「プ
ライム会員は本当にお得？」「Amazon Echoって便利？」など知って得する情報が満載です。

Amazonスタート→活用完全ガイド ―できる
―

電気工学
分 野
¥3,000(＋税)
学術・1アクセス
¥6,000(＋税)
学術・3アクセス
9784295003236
著編者名
ざら
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 2018年 商品コード 1027289753
月刊DOS/V POWER REPORTに毎月2ページ連載のパソコン自作漫画「わがままDIY」に3年ぶりの新刊登
場！絵はライトだけど、内容はディープ。書き下ろし特別編に加えて、AKIBA PC Hotline!に掲載の「AKIBA
限定! わがままDIY+」も収録。

わがままDIY （3）

分 野

Ansible実践ガイド ―コードによるインフラ構
学術・1アクセス
築の自動化―第2版（impress top gear）

電気工学

¥10,900(＋税)
¥21,800(＋税)
学術・3アクセス
9784295003274
著編者名
北山 晋吾
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 2018年 商品コード 1027289754
オープンソースの構成管理ツールの一つであるAnsibleの基本的な使い方から、アプリケーションデプロイメ
ントの自動化や、クラウドAPIとの連携などの応用的な使い方をまとめた実践ガイドです。これからAnsibleを
利用し、システム構築の自動化を始めてみたいというエントリーユーザーから、既存の運用プロセスからの
自動化を図りたいという実務向けのユーザーまで幅広く活用していただける内容です。Ansible 2.4/CentOS
7.4対応。

2018/04/26 現在

電気工学
分 野
できるゼロからはじめるLINE&Instagram & Facebook
& Twitter超入門 ―話題の4大SNSが1冊ですぐ楽し 学術・1アクセス
¥4,100(＋税)
める!―
¥8,200(＋税)
学術・3アクセス
9784295003304
著編者名
田口 和裕
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 2018年 商品コード 1027289755
話題のInstagram（インスタグラム）から、定番のLINE（ライン）、Facebook（フェイスブック）、Twitter（ツイッター）まで、代
表的な4つのSNSを1冊ではじめられます。スマートフォンを使って利用登録をする方法から、投稿やメッセージの基本
的な使い方まで、大きな画面と大きな文字で丁寧に解説。つまずきやすい操作や、より便利に使うためのテクニックも、
豊富な「ヒント」と「Q&A」でしっかり説明しているので、スマートフォンに慣れていない人でも安心して読み進められま
す。いちばんやさしいSNS入門書！

総記
分 野
¥5,900(＋税)
学術・1アクセス
¥11,800(＋税)
学術・3アクセス
9784295003328
立山 秀利
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 2018年 商品コード 1027289756

プログラミングを、はじめよう
著編者名
出版社

プログラミング初心者が、いきなりJavaなどの解説書を読んでも、なかなか理解するのは困難です。本書は、「プログラ
ミングとは何か」という基本概念から、プログラミングスキルを身に付ける上で最も重要な“プログラミングの真髄”につ
いて解説しています。本書を読んでから言語解説書を読むと、驚くほどスムーズに内容を理解できます。文字による解
説だけでなく、ブロック図を使ったプログラミングの疑似体験や、実際にPythonを使ったプログラミングを通して学習す
るスタイルで、初心者でも無理なく、楽しく学べます。

総記
分 野
¥4,500(＋税)
学術・1アクセス
¥9,000(＋税)
学術・3アクセス
9784295003335
清水 理史
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 2018年 商品コード 1027289757

できるパソコンのお引っ越しWindows 7から
Windows 10に乗り換えるために読む本
著編者名
出版社

※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。 2020年1月。いよいよWindows 7のサポートが終了！ 本書
は、来たるべきWindows 7のサポート終了を見据え、今のうちから、その対策をしておくことをおすすめする書籍です。
Windows 7が搭載された古いパソコンから、Windows 10が搭載された新しいパソコンに単に買い換えるだけでなく、古
いパソコンに保存されているデータをしっかりと新しいパソコンに移行することで、今までとほとんど変わらない状態で
パソコンを使い続けることができるようにする方法を紹介しています。

技術、工学
分 野
¥8,700(＋税)
学術・1アクセス
¥17,300(＋税)
学術・3アクセス
9784295003366
矢野 悦子
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 2018年 商品コード 1027301898

できるAutoCADパーフェクトブック困った!&
便利ワザ大全 ―2018/2017/2016/2015対
応―
著編者名
出版社

▼練習用ファイルが版元のサイトより無料でダウンロード可能です。（登録が必要） http://book.impress.co.jp/books/1117101063 ※
書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 AutoCADはCADソフトのデファクトスタンダードとして広く普及しています。本書は、
AutoCADの基本と使いこなし、トラブル解決までを幅広く取り上げた解説書です。1つ1つのステップを省かずに解説しているから、着実
に基礎を身に付けられます。知っていると便利なオプションや設定項目も多数解説しているので、中級以上を目指す方にとっても役立
つことでしょう。AutoCADを業務で生かすために、是非とも本書をご活用ください。

分 野

Excel最高の学び方 ―関数は「使える順」に
学術・1アクセス
極めよう!―（できるビジネス）

総記

¥4,200(＋税)
¥8,400(＋税)
学術・3アクセス
9784295003090
著編者名
羽毛田 睦土
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 2018年 商品コード 1027301899
Excel業務の時短には、“関数の活用”が必須です。本書では、効率良くExcel関数を学べるよう、「これさえ
覚えれば大丈夫」な重要関数だけを解説。1つの関数で何役もこなせる驚きの活用方法を体得できます。初
めてExcel関数を勉強する人や、一度挫折を経験してしまった人は、ぜひ本書を手に取ってみてください。少
ない関数でも、組み合わせながら使うことで、最大限に業務改善ができるようになります。

通信事業
分 野
¥4,000(＋税)
学術・1アクセス
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784295002673
著編者名
かじがや 卓哉
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 2017年 商品コード 1027289738
新しいiPhone X/8/8 Plusに機種変更した人、iOS11にアップデートしたiPhoneを使っているすべてのiPhone
ユーザー必見！人気テレビ番組『アメトーーク!』の好評企画「iPhone使いこなせてない芸人」にて毎回講師
役として登場するアップルを愛しすぎているiPhone芸人 かじがや卓哉が、これまで蓄積してきた数多くの
iPhoneテクニックを厳選し、便利で今すぐ役立ち、思わず周り人にもクチコミしたくなる、iPhoneがもっと楽しく
なるテクニックを徹底解説する渾身の1冊。

iPhone芸人かじがや卓哉のスゴいiPhone
―超絶便利なテクニック123―
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通信事業
分 野
¥1,600(＋税)
学術・1アクセス
¥3,200(＋税)
学術・3アクセス
9784295002772
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 2017年 商品コード 1027289739

世界一やさしいiPhone ―iPhone Ⅹ/8/8
Plus対応―（impress mook）
著編者名
出版社

版元のサイトより動画が無料で閲覧可能です。（登録が必要）
URL：https://book.impress.co.jp/books/1117102054 iPhone X/8/8 Plus対応！ ゼロからはじめてすぐに楽しめる！本誌は、iPhoneを
はじめて使う方にも、最新のiOSにアップデートして使う方にも読んでいただける入門書です。初期設定や基本操作から電話、メール／
メッセージ、インターネット、カメラやミュージック、その他の便利なアプリの使い方まで、はじめてiPhoneをさわる方も安心して楽しめる
よう丁寧に解説しています。

分 野
世界一やさしいウィンドウズ10 ―新しいパソ
コンでもすいすい使える!―最新版（impress 学術・1アクセス
mook）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア

底本ISBN
底本発行年

総記
¥1,600(＋税)
¥3,200(＋税)
9784295002789
2017年 商品コード 1027289740

版元のサイトより動画が無料で閲覧可能です。（登録が必要） URL：https://book.impress.co.jp/books/1117102062
本誌は、ウィンドウズ 10をはじめて使う方に向けた入門書です。2017年10月にリリースされた最新バージョン「Fall
Creators Update」の新機能にも対応しています。初期設定や各種操作、インターネット／メールの使い方、写真や音楽
を楽しむ方法など、この1冊でウィンドウズ 10の基本をマスターできます。手順がわかる解説動画付き！

分 野

できるキッズ子どもと学ぶビスケットプログラ
学術・1アクセス
ミング入門 ―4歳〜小学生向け―
著編者名
出版社

総記

¥6,000(＋税)
¥11,900(＋税)
学術・3アクセス
9784295002826
デジタルポケット
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 2017年 商品コード 1027289742

本書で紹介するゲームの動作を確認できる動画を「できるネット」のWebページで参照できます。
▼『できるキッズ 子どもと学ぶ ビスケットプログラミング入門』動画ページ https://dekiru.net/viscuit
「ビスケット」は自分で描いた絵を使ってプログラミングができる、ビジュアルプログラミング言語です。画面にほとんど文字が使われていないので4歳の子どもから操作でき、タブ
レットやスマートフォンで楽しく始められます。本書ではビスケットに初めて触れる方のために、基本的な操作から本格的なゲーム作りまでステップバイステップで学べるように構成
しました。ビスケットを楽しみながら、プログラミングに必要な発想力を身に付けていきましょう。

電気工学
分 野
¥5,000(＋税)
学術・1アクセス
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784295002840
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 2017年 商品コード 1027289743

PC自作・チューンナップ虎の巻 （impress
mook 2018）
著編者名
出版社

PC自作シーンのすべてを500ページ超にまとめた超ボリュームの一冊が今年も登場。PC自作を得意とするDOS/V
POWER REPORT（2017年2月号～12月号）の人気特集、連載をもれなく集めた保存版です。Coffee Lake、Ryzen、
Core-X、Threadripperといった注目のCPUのベンチマークや使いこなし情報をはじめとして、マザーボード、メモリ、ビデ
オカード、SSD、HDD、PCケース、電源、CPUクーラーなどの製品情報を豊富に掲載。オーバークロックや静音化、メン
テナンスなどの使いこなしのノウハウも満載。

総記
分 野
¥5,000(＋税)
学術・1アクセス
¥10,000(＋税)
学術・3アクセス
9784295002925
樋口 泰行
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 2017年 商品コード 1027289746

できるPhotoshop Elements 2018 ―
Windows & macOS対応―
著編者名
出版社

※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。読者の皆さまから問い合わせが多い、体験版と製品版のイン
ストール方法を詳しく紹介。初めてPhotoshop Elementsに触れる方でも安心して操作できます。本書は「無料の練習用
ファイル」＋「目的から探せるインデックス」＋「詳しい用語集」＋「困ったときの疑問を解決するQ&A」を網羅！ 練習用
ファイルを開いて、レッスンの操作を進めるうちに自然と写真の編集や加工、データの管理に関するノウハウをマス
ターできます。しかも、無料の動画解説と読者サポート付き！

商業
分 野
飲食店経営者のためのかんたん確定申告 ―無料&
かんたん&時短ワザならカシオのHANJO会計で青色 学術・1アクセス
¥1,700(＋税)
申告―（impress mook）
¥3,300(＋税)
学術・3アクセス
9784295003007
著編者名
安藤 由紀
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 2017年 商品コード 1027289747
忙しくて確定申告なんてやってる暇がない。節税になると言われてもなにから始めればいいの？ 会計サー
ビスって飲食店向けのサービスじゃないからどう入力したらいいかわからない！ そんな飲食店経営者は
ぜひとも一読を。
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分 野
徹底攻略 ITパスポート教科書＋模擬問題 学術・1アクセス
学術・3アクセス
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

総記
¥5,300(＋税)
¥10,500(＋税)
9784295003526
商品コード 1027289759

学習用の模擬試験問題が版元の下記サイトより無料でダウンロード可能です。（提供期間：2019年3月20日まで）（登録が必要） URL：
https://book.impress.co.jp/books/1117101052 『かんたん合格ITパスポート過去問題集』の著者として定評の間久保 恭子先生による
はじめての教科書です。IPAの最新シラバス（Ver3.0の試験範囲）を網羅した解説と、過去問題集の執筆で得た出題傾向分析にもとづ
いた的確な説明で、あなたを合格に導きます！各解説の直後には「対応する過去問題とその解答解説」があるので、実際の出題に対
しての理解度がわかります。また、出題分析から導き出した模擬試験問題2回分も収録しているので、試験直前の確認と仕上げまで
バッチリです！

技術、工学
分 野
¥5,900(＋税)
学術・1アクセス
¥11,800(＋税)
学術・3アクセス
9784295002499
稲葉 幸行
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 2017年 商品コード 1027349972

Jw_cadハンドブック困った!&便利技176 （で
きるポケット）
著編者名
出版社

▼練習用ファイルが版元の下記サイトより無料でダウンロード可能です。（登録が必要）http://book.impress.co.jp/books/1117101038
持ち運びに便利なポケットサイズで「文字が大きい」「画面が大きい」「開きやすい」Jw_cad解説書。Jw_cadの基本的な作図操作だけで
なく、作図した図形の編集や変形方法を目的別のワザで解説。文字や寸法の記入のほか、線属性の変更やレイヤー管理などの活用
テクニックを紹介しています。また、ワザに対応した練習用ファイルをダウンロードして無料で利用できるので、紙面の状況をお手持ち
のパソコンで簡単に再現でき、効率的な学習が可能。これからJw_cadを始める方や、Jw_cadをもっと使いこなしたい方にも役立てられ
る解説書です。

経済
分 野
¥4,700(＋税)
学術・1アクセス
¥9,400(＋税)
学術・3アクセス
9784295003311
インサイトイメージ
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 2018年 商品コード 1027327747

できるDocuWorks 9
著編者名
出版社

※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。 「DocuWorks 9」は、従来から提供されている数多くの便利な
機能を継承しているだけでなく、さまざまな新機能も追加されています。その中でも特に便利なのが「お仕事スペース」
です。これを利用すれば、クラウドを介してオフィスと自宅のそれぞれのパソコンの間で文書を同期することが可能であ
り、たとえばオフィスで作業した仕事の続きを在宅勤務で行いたいといった場合でも、社内外のドキュメントを共有し、場
所を選ばない働き方改革に役立つ環境が構築できます。

分 野
できるGoogleサービスパーフェクトブック困っ
学術・1アクセス
た!&便利ワザ大全 ―決定版410ワザ&キー
ワード―
学術・3アクセス

総記

¥4,700(＋税)
¥9,400(＋税)
9784295003397
著編者名
田中 拓也
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 2018年 商品コード 1027327748
インターネットを検索する、メールでやりとりする、動画を楽しむなど、今やGoogleは欠かせない存在に。そ
んなGoogleのサービスとアプリを最大級使いこなすためのワザが集結。 仕事と遊びに効く欲張りワザが満
載です。

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
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

クラウド&データセンター完全ガイド 2018年
春号
著編者名
出版社

通信事業
¥6,600(＋税)
¥13,200(＋税)
9784295003557
商品コード 1027349971

「クラウド&データセンター完全ガイド」は、国内唯一のクラウド／データセンター専門誌です。クラウドサービスやデータ
センターの選定・利用に携わる読者に向けて、有用な情報をディープかつタイムリーに発信しています。今号の特集
は、「データセンター／クラウドサービスの選び方2018」。デジタルトランスフォーメーション（DX）の潮流の中、ITインフラ
の重要性が格段に高まっている今、新任のデータセンター担当者にとっても指針・ヒントになる基礎知識、選定・利用時
の考慮点について、最新のトレンドを紹介しつつ解説します。

図書、書誌学
分 野
¥3,800(＋税)
学術・1アクセス
¥5,700(＋税)
学術・3アクセス
9784899774747
著編者名
阿部, 信行
底本ISBN
出版社
ラトルズ
底本発行年 2018年 商品コード 1027173796
PDF作成・編集ソフト「いきなりPDF」を使いこなすためのガイド。PDFの作成や加工から、テキスト/画像の
抽出、編集、環境設定までを解説。COMPLETE/STANDARD/BASIC Edition全対応。

いきなりPDF速攻マニュアル
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分 野

After EffectsユーザーのためのCINEMA 4D
学術・1アクセス
Lite入門

総記

¥7,700(＋税)
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784899774686
著編者名
大河原, 浩一
底本ISBN
出版社
ラトルズ
底本発行年 2017年 商品コード 1027173793
CC以降のAfter Effectsに付属している、3D制作・アニメーションソフトCINEMA 4D Lite。主要な機能と使い
方、AEとの連携などを分かりやすく解説した、導入ガイドブック。

電気工学
分 野
¥7,100(＋税)
学術・1アクセス
¥10,700(＋税)
学術・3アクセス
9784899774716
著編者名
TENTO
底本ISBN
出版社
ラトルズ
底本発行年 2017年 商品コード 1027173794
プログラミング言語「JavaScript」の解説本。子ども向けプログラミングスクールで小学生が学んだカリキュラ
ムをもとに、JavaScriptプログラミングを紹介する。Windows対応。

12歳からはじめるJavaScriptとウェブアプリ

電気工学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥8,300(＋税)
学術・3アクセス
9784899774723
著編者名
鈴木, 哲哉
底本ISBN
出版社
ラトルズ
底本発行年 2017年 商品コード 1027173795
1974年8月に発売された世界で2番めのマイクロプロセッサ、モトローラ6800。そのシリーズ展開、プログラ
ムの再現など、6800の赤裸々な姿と語り継がれるエピソードの真実に迫る。製作資料等をダウンロード可
能。

モトローラ6800(ろくはちまるまる)伝説 ―世
界で2番めのマイクロプロセッサを動かして
みた!―

分 野

Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーショ
学術・1アクセス
ンテクニック

総記

¥6,900(＋税)
¥10,300(＋税)
学術・3アクセス
9784899774730
著編者名
長沢 智治
底本ISBN
出版社
ラトルズ
底本発行年 2018年 商品コード 1027327749
Keynoteを120%使いこなしたい人のための実用ガイド。Keynoteの使い方とともに、伝わるプレゼンの基本と
実践をわかりやすく解説する。特典PDFがダウンロードできるパスワード付き。

分 野
奇跡のワイン ―世界のワイン史上初の発
想 フランスのカーヴと同じ環境を「酸素無透 学術・1アクセス
過袋」に移入する―
学術・3アクセス

製造工業

¥2,900(＋税)
¥6,000(＋税)
9784901490368
著編者名
弓田 亨
底本ISBN
出版社
イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ企画
底本発行年 2018年 商品コード 1027324330
フランスのカーヴ（ワイン貯蔵庫）の空気を「酸素無透過袋」に封じこめて日本に輸送するという世界初の発
想（ＥＵ・日本で特許）による夢見るおいしさのワインにたどり着くまで。20年あまりの苦闘を綴った、ワイン
のこれまでの常識をくつがえすエッセイ集。

栄養と料理2018年4月号
著編者名
出版社
女子栄養大学出版部
母の味 伝えたい味

家政学、生活科学
分 野
¥1,500(＋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 2018年 商品コード 1027301913
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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

建築学
分 野
¥9,000(＋税)
学術・1アクセス
¥13,400(＋税)
学術・3アクセス
9784761526559
著編者名
浅野 清昭
底本ISBN
出版社
学芸出版社
底本発行年 2017年 商品コード 1027355118
数学や物理が苦手だけど、初めて、あるいはもう一度、構造力学を勉強しなければならない！そんな人に
向けた好評の入門教科書、待望の改訂版。すべてを手描きのイラストで図解し、丁寧な解説を心がけ、〈手
順〉どおりにやれば誰でも解けるように構成。2色刷でさらに見やすく、二級建築士試験に対応した練習問
題も増補した。

図説やさしい構造力学 改訂版

総記
分 野
¥11,900(＋税)
学術・1アクセス
¥23,800(＋税)
学術・3アクセス
9784764903470
著編者名
来間 啓伸
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2007年 商品コード 1027301901
仕様の段階で誤りをなくす注目の手法「Bメソッド」を実践活用するための解説書。安心安全を含めてますま
す高度な機能や性能が要求されるソフトウェアシステムの開発において、厳密な仕様記述を基に開発を行
う形式手法に対する関心と期待が高まっている。本書は、我が国初のBメソッドの書き下ろし入門書である。
実際の開発への適用を意識した実用指向の内容が、平明でわかりやすく記述されている。

Ｂメソッドによる形式仕様記述 ―ソフトウェ
アシステムのモデル化とその検証―（トップ
エスイー実践講座）

分 野
ソフトウェアパターン ―パターン指向の実践
学術・1アクセス
ソフトウェア開発―（トップエスイー実践講
座）
学術・3アクセス

総記

分 野
ＳＰＩＮによる設計モデル検証 ―モデル検査
の実践ソフトウェア検証―（トップエスイー実 学術・1アクセス
践講座）
学術・3アクセス

総記

¥11,900(＋税)
¥23,800(＋税)
9784764903487
著編者名
深沢 良彰
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2007年 商品コード 1027301902
本書は、実際にアーキテクチャを設計するための具体的なスキルとして設計原則や開発プロセスと対応付
けながら、アーキテクトの最も基本的な素養としてのソフトウェアパターンを丁寧に解説している。ソフトウェ
アアーキテクト育成ための理論と実践という観点でバランスのとれた書籍であり、独習書として実務家にも
最適である。

¥11,900(＋税)
¥23,800(＋税)
9784764903548
著編者名
萩谷 昌己
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2008年 商品コード 1027301904
昨今、ソフトウェアの正しさを保証するソフトウェア検証の技術が重要視されているが、その中でも特にモデ
ル検査が脚光を浴びている。それは数理論理学などに関する知識があまりない技術者にも、ソフトウェア開
発の中で利用することが可能だからであろう。本書はSPINを中心にモデル検査をいかにしてソフトウェア開
発のプロセスの中に位置づけるかについて実例を通して詳説している。
分 野
ソフトウェア科学基礎 ―最先端のソフトウェア開
発に求められる数理的基礎―（トップエスイー基 学術・1アクセス
礎講座）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

田中 譲
近代科学社

底本ISBN
底本発行年

総記
¥12,600(＋税)
¥25,100(＋税)
9784764903555
2008年 商品コード 1027301905

オープンソースの広がりにより、多様な機能を実現することは以前と比較すると驚くばかりに容易になっている。しかし、このような開発
法ではスケーラビリティと高信頼性を同時に保証することはできない。機能の実現や追加が比較的安易にできる時代になったからこ
そ、成長し続けるシステム全体の正常な動作を保証しうる開発検査手法の必要性が増している。 本書では、優れた開発者として最先
端の理論やツールと使ってソフトウェア開発をするために必要な基礎知識である、論理学、並行システム、オートマトン、モデル検査の
アルゴリズムや実装技術、モデル検証ツールをまとめて解説する。
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分 野
実践的ソフトウェア工学 ―実践現場から学
ぶソフトウェア開発の勘所―（トップエスイー 学術・1アクセス
入門講座）
学術・3アクセス
著編者名
出版社

浅井 治
近代科学社

底本ISBN
底本発行年

総記
¥8,300(＋税)
¥16,500(＋税)
9784764903708
2009年 商品コード 1027301906

ありそうで無かった解説書！机上の理論ではなく、開発の現場で活かせる実践的知識と理論の体系化！ ソフトウェア開発の裏表を知
り尽くした現役エンジニアが語る基本とエッセンス！ ソフトウェア工学は、ソフトウェア開発に内在する課題や問題を解決する土台とな
る基礎知識。しかし、様々な要素が複雑に絡まる開発現場では、抽象化された理論では対応しきれない面があることも否定できない。
本書は著者が長く開発の第一線で活躍してきた中で、理論と経験を現場で活かせる知識として体系化した、実践に使えるソフトウェア
工学の解説書。エンジニアの目からウロコの１冊です。

分 野

要求工学概論 ―要求工学の基本概念から
学術・1アクセス
応用まで―（トップエスイー基礎講座）

総記

¥12,600(＋税)
¥25,100(＋税)
学術・3アクセス
9784764903722
著編者名
妻木 俊彦
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2009年 商品コード 1027301907
品質向上に貢献する、要求獲得技法を詳解！ ソフトウェアが社会に浸透すると供に、ソフトウェア開発の上
流工程ではビジネスや運用環境の変化に即した要求の獲得・仕様化・確認・管理が求められている。要求
工学では曖昧で変化しやすい要求を工学的に扱うことで、品質の高い要求仕様書を効率的に作成する各
種の手法が開発されている。本書は、要求工学の基礎知識の理解と習得に役立つ1冊である。

総記
分 野
¥12,600(＋税)
学術・1アクセス
¥25,100(＋税)
学術・3アクセス
9784764904095
著編者名
石川 冬樹
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2011年 商品コード 1027301908
明確な仕様の記述と検証を行わずして、抵当な開発を行うことは出来ない！ ソフトウェア開発では、上流工
程を自然言語で表現する。このため論理的不一致などがおき、手戻りが発生する。これを解決する方法とし
て考えられたのが、数学を用いた形式手法である。本書は、この手法の一つであるVDMとオブジェクト指向
記述言語VDM++について実践的に解説する。

VDM++による形式仕様記述 ―形式仕様入
門・活用の第一歩―（トップエスイー実践講
座）

分 野

Linked Data ―Webをグローバルなデータ空
学術・1アクセス
間にする仕組み―

電気工学

¥10,600(＋税)
¥21,200(＋税)
学術・3アクセス
9784764904279
著編者名
トム・ヒース
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2013年 商品コード 1027301909
LinkedDataは、構造をもったデータを適切に公開・共有するための新しいWeb技術である。 本書は、この
Linked Dataを包括的に解説する日本初の書籍である。内容は、最先端の技術情報をまことに分かりやすく
簡潔に述べており、NII（国立情報学研究所）を中心とした我が国の精鋭研究者が翻訳に当たった。

総記
分 野
¥12,600(＋税)
学術・1アクセス
¥25,100(＋税)
学術・3アクセス
9784764904316
著編者名
大須賀 昭彦
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2012年 商品コード 1027301910
UPPAALは，モデル検査ツールとしては比較的利用が容易ではあるが，実際の開発には多くのハードルが
ある．本書では，そのようなハードルを乗り越えるために必要な，UPPAALツール，時間オートマトン，検証し
たい性質を記述するための時間時相論理に関する知識，および実際の開発で検証の対象となるUML設計
仕様のUPPAALによるモデル化方法など，具体的事例も交えてノウハウを解説している．
UPPAALによる性能モデル検証 ―リアルタイムシス
テムのモデル化とその検証―（トップエスイー実践講
座）

総記
分 野
並行システムの検証と実装 ―形式手法CSPに基づく
高信頼並行システム開発入門―（トップエスイー実践 学術・1アクセス
¥15,200(＋税)
講座）
¥30,400(＋税)
学術・3アクセス
9784764904354
著編者名
磯部 祥尚
底本ISBN
出版社
近代科学社
底本発行年 2012年 商品コード 1027301911
並行システムとは、マルチコアCPUを備えるPCやスマホのほか、組込み、スマートグリッドの処理にも欠か
せないシステムである。 本書は、その基礎理論（プロセス代数）であるCSPを用いた並行システムの構築方
法や検証、実装の方法を概説する。ソフトウェア開発者を中心に、並行プログラミングに挑戦したい人への
一冊。
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総記
分 野
¥6,000(＋税)
学術・1アクセス
¥13,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798149493
著編者名
西野 竜太郎
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321795
ドキュメントのコツをつかめば英語が苦手でも読める！ ITエンジニアにとって英語は避けて通れない関門で
す。中でもリーディングは、日本国内で働く場合であっても求められるスキルになります。本書は、そのIT英
語のリーディングについて解説しています。長文のサンプルをじっくりと大量に読んで基礎体力を鍛えるとい
うよりも、明日から役立つ技術を短期間で習得できる内容となっています。

現場で困らない!ITエンジニアのための英語
リーディング ―英語が苦手でも読める―

分 野

対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感
学術・1アクセス
する技術便利帖

社会

¥6,000(＋税)
¥13,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798152554
著編者名
大谷 佳子
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321796
専門職が押さえておきたい心理学に基づいた、信頼されるテクニック！ 主に介護・福祉・医療・看護業界で
働く専門職やその他さまざまな現場で、さまざまな人の相談にのる方のため、仕事にすぐに役立つ「傾聴の
技術・伝える技術・共感の技術」をやさしく解説する本です。新人の方はもちろん、スキルアップしたいベテラ
ンの方にもおすすめしたい内容です。

総記
分 野
¥8,300(＋税)
学術・1アクセス
¥18,200(＋税)
学術・3アクセス
9784798143354
著編者名
Aditya Y.Bhargava
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321797
数式でもない実装でもない、半径3メートルの身近なアルゴリズムはこんなにわかりやすい！ プログラミン
グにおいて、アルゴリズムは欠かせません。本書は、デファクトと言われるアルゴリズムがなぜデファクトな
のか。けれども場合によってはデファクトたりえないのはなぜなのか。その差を分ける基準は何なのかを平
易に解説してくれます。

なっとく!アルゴリズム ―興味はあるけど考
えることが苦手なあなたに―

分 野
先輩がやさしく教えるシステム管理者の知
学術・1アクセス
識と実務 ―この1冊があれば現場に立てる!
―
学術・3アクセス

経済

¥5,900(＋税)
¥12,900(＋税)
9784798152608
著編者名
木下 肇
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321798
基本から業務のコツまで全て身につく！ 本書では、システム管理者として最低限知っておかなければいけ
ない「情報システム」「情報システム」（サーバ、ネットワーク、セキュリティ、トラブルシューティングなど）の基
礎知識、行わなければならない実務や留意点、コツなどを横断的に解説しました。知識のない新米管理者
でも、無理なく学習することができます。

コピペで使える!動くPowerPoint素材集2000
著編者名
出版社

河合 浩之
翔泳社

総記
分 野
¥7,900(＋税)
学術・1アクセス
¥17,300(＋税)
学術・3アクセス
9784798152684
底本ISBN
底本発行年 2017年 商品コード 1027321807

書籍版付録のDVDに収録されている素材は、版元の下記サイトから無料でダウンロード可能です。(登録が必
要)http://shoeisha.co.jp/book/download/9784798152684/ PowerPointの第1人者が作った唯一無二の素材集！ 本書は、アニメー
ション効果を施した「動く」PowerPoint素材を多数収録した書籍です。実用的かつユニークな素材が満載で、これらの素材を使えば、誰
でも簡単に「説得力があり」聴衆を飽きさせない」「オトせる」プレゼンスライドを作れます。素材はすべてすべてコピー＆ペーストで使え
ますから、パソコン初心者でも安心してご利用いただけます。

総記
分 野
¥11,600(＋税)
学術・1アクセス
¥25,500(＋税)
学術・3アクセス
9784798148816
著編者名
IPUSIRON
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321808
『ハッカーの学校』の著者が徹底解説暗号技術の絡み合いを解き明かす! 現代で安全な情報のやり取りを
するには暗号技術が不可欠です。本書では、仕組みの説明だけでなく、安全性や危険性について、利用す
る側と攻撃する側の両面から見ていきます。攻撃が成功するロジックや、暗号化と復号の計算などを自分
で考える項目も用意しています。ぜひ挑戦してみてください。

暗号技術のすべて
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総記
分 野
Rによる機械学習 ―12のステップで理解するR言語
と機械学習の基礎理論と実装手法―（Programmer's 学術・1アクセス
¥12,600(＋税)
SELECTION）
¥25,100(＋税)
学術・3アクセス
9784798145112
著編者名
Brett Lantz
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321811
はじめての人も再挑戦の人も！ AI（人工知能）の基礎技術となる機械学習は、ここ数年で飛躍的に進化を
遂げました。その要因として、コンピュータの性能の向上とネットワーク網の発達、そして取得データの増加
が挙げられます。本書はそれら膨大なデータから、統計学の成果をもとに、有意な事象を正確に抽出する
分析・解析手法をR言語で実装する方法をまとめたものです。
電気工学
分 野
はじめてのCSS設計 ―フロントエンドエンジニアが教
えるメンテナブルなCSS設計手法―（WEB Engineer's 学術・1アクセス
¥8,800(＋税)
Books）
¥17,600(＋税)
学術・3アクセス
9784798143156
著編者名
田辺 丈士
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321812
保守性・拡張性・再利用性を高めるモジュール設計の基本と実践。SMACSS、BEM、モジュール設計、npm、
Flexible Boxまで！ 本書はCSSの設計手法について、基本から実装方法まで解説します。CSSの言語的な
特性から、CSS設計の方法論、CSSプリプロセッサの導入など、保守・運用までを考慮した破綻しないCSS
を設計・実装するまでの具体的なプロセスについて一冊で学べます。
総記
分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
¥17,600(＋税)
学術・3アクセス
9784798150512
著編者名
竹添 直樹
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321820
Webアプリケーション、Webサービスを開発・運用するエンジニアは、HTML/HTTPやWebサーバなどWeb技
術の仕組みや基礎的な知識をおさえておかなければなりません。本書では、実サービスでの大規模なWeb
クローラーの開発・運用経験をもとに、クローラーを支える、HTTP、文字コード、HTML、認証、Ajax/JSONな
ど、Webエンジニアがおさえておくべきポイントやテクニックを学びます。

クローリングハック ―あらゆるWebサイトを
クロールするための実践テクニック―

総記
分 野
¥9,300(＋税)
学術・1アクセス
¥18,500(＋税)
学術・3アクセス
9784798134659
著編者名
小林 慎治
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321821
Rubyでオブジェクト指向をマスターするための究極の基礎講座！ 本書はアジャイル時代に適用させたオブ
ジェクト指向の考え方についてわかりやすくまとめた書籍です。オブジェクト指向の基礎をRubyを通して学
習します。また楽しく学習できるようイラストや図ふんだんに使用しています。はじめてオブジェクト指向を学
ぶ人はもちろん、今までオブジェクト指向の学習に挫折してしまった人にもオススメの1冊です。

アジャイル時代のオブジェクト脳のつくり方
―Rubyで学ぶ究極の基礎講座―

電気工学
分 野
¥9,900(＋税)
学術・1アクセス
¥19,800(＋税)
学術・3アクセス
9784798137148
著編者名
阿佐 志保
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321822
インフラ基礎知識とセットで学ぶ！ Google Cloud Platformの機能＆システム構築パターン！ 本書は、
Google Cloud Platform（GCP）でシステム、アプリケーションを構築するための実践的な入門書です。GCPの
提供するサービス（コンポーネント）の全体像と、サービスを組み合わせて最適なアプリケーションアーキテ
クチャを実現する方法を、具体的なサンプルを使って解説します。
プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 ―
サービスの全体像からクラウドネイティブアプリケー
ション構築まで―

分 野

背景CG上達講座 ―ゲームに使えるパーツ
学術・1アクセス
&シーンの描き方―

諸芸、娯楽

¥7,300(＋税)
¥14,600(＋税)
学術・3アクセス
9784798137568
著編者名
酒井 達也
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321824
背景が苦手な人もこれで描ける！ 本書は、主にゲームに使われる背景グラフィックについて、パーツや
シーンごとに描き方のポイントを解説したモチーフ別テクニック集です。本書では、樹木や水などの自然物、
ベッドやソファなどの室内家具、学校の廊下や教卓、その他小物まで、ゲーム制作で需要の高い、キャラク
ターを引き立てるビジュアルとしての背景イラストの描き方を個別に解説します。
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諸芸、娯楽
分 野
¥10,800(＋税)
学術・1アクセス
¥21,600(＋税)
学術・3アクセス
9784798149370
著編者名
荒川 巧也
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321827
この一冊さえあればUnreal Engineは怖くない！ これまで初心者にとってハードルが高かった、話題のゲー
ムエンジン「Unreal Engine 4」。Unity関連の入門書で定評のある著者が、専門学校で教えるノウハウを活か
して初級者に向けてわかりやすく丁寧に解説しました。ミニサンプルを作りながら、ゲーム作りの基礎を学
ぼう！

作れる!学べる!Unreal Engine 4ゲーム開発
入門

分 野

アルゴリズム図鑑 ―絵で見てわかる26のア
学術・1アクセス
ルゴリズム―

総記

¥7,900(＋税)
¥15,700(＋税)
学術・3アクセス
9784798149776
著編者名
石田 保輝
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321833
イメージがつかめるから、面白い！ アルゴリズムをまるごとイラストにしました。アルゴリズムはどんな言語
でプログラムを書くにしても不可欠ですが、現場で教わることはめったになく、自分で学ぶには難しいもの。
本書は、アルゴリズムを独学する人のために作りました。イメージしやすく、復習するときには思い出しやす
くなるよう、基本的な26のアルゴリズム＋7つのデータ構造をすべてイラストにしています。
分 野

ビスケットであそぼう ―園児・小学生からは
学術・1アクセス
じめるプログラミング―（ぼうけんキッズ）

総記

¥6,000(＋税)
¥11,900(＋税)
学術・3アクセス
9784798143057
著編者名
デジタルポケット
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321834
粘土あそびのようにコンピュータに触ろう・作ろう！ この本では、スマートフォンやタブレット、ブラウザでカン
タンに使える、ビスケット（Viscuit）を使ってプログラミングを体験してもらいます。ビスケットとは、絵を描いて
遊びながらプログラミングできる、ビジュアルプログラミング言語です。園児から小学生、大人まで「プログラ
ミング」の楽しさを体験できる知育・学習書です。
分 野

親子で楽しく学ぶ!マインクラフトプログラミン
学術・1アクセス
グ （ぼうけんキッズ）

諸芸、娯楽

¥6,000(＋税)
¥11,900(＋税)
学術・3アクセス
9784798149110
著編者名
Tech Kids School
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321835
インクラフトを使ってプログラミングの世界に飛びこもう！ 本書はゲームでおなじみのマインクラフトを使っ
て、親子で楽しみながらプログラミングを体験できる書籍です。『Minecraft』（ComputerCraftEdu）を利用し
て、親子でプログラミングを体験できます。本書を読むうちに、プログラミングに必要な「論理的思考力」が培
われます。

教育
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥11,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798150741
著編者名
利根川 裕太
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2017年 商品コード 1027321836
2020年より小学校でプログラミング教育が義務化されますが、そもそも何をすればよいか、何が目的なのか
がよくわからず、不安を抱えている先生が多いのが現状です。本書は、そのような不安や悩みを解消する
ための本です。プログラミングを知らない（わからない）小学校の先生はもちろんのこと、初等プログラミング
教育に関心のある教育者、先生を目指す学生、どのような教育が行われるか知りたい保護者におすすめ
の一冊です。

先生のための小学校プログラミング教育が
よくわかる本

分 野

イラストでそこそこわかるLPIC 1年生 （Linux
学術・1アクセス
教科書）

総記

¥8,000(＋税)
¥17,400(＋税)
学術・3アクセス
9784798144061
著編者名
河野 寿
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321794
Linux初心者のための知識ゼロでもわかるLPIC！ 「LPIC レベル1」の受験をきっかけにLinuxを学ぶ人のた
めの入門書です。これまでLinuxを使ったことがない、WindowsやMacしか使ったことがない、スマホしか持っ
たことがないといった人にお勧めの1冊です。本書で扱う「CentOSの仮想マシン」はWebからダウンロードし
て使えます。
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経済
分 野
¥7,300(＋税)
学術・1アクセス
ビジネスモデル・ナビゲーター
¥16,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798146881
著編者名
オリヴァー・ガスマン
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321800
成功するビジネスモデルは55パターンに分類される！ スイス・ザンクトガレン大学のガスマン教授は長年ビ
ジネスモデルを研究し、成功企業のビジネスモデルは55種類のモデルパターンのいずれかに分類されると
いうことを突きとめました。本書は、この55パターンの組み合わせや創造的な模倣によって、新しいビジネス
モデルを創出するツールを紹介する画期的な内容です。
経済
分 野
¥29,100(＋税)
学術・1アクセス
¥63,800(＋税)
学術・3アクセス
9784798106564
著編者名
ロバート・Ａ．バーゲルマン
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2007年 商品コード 1027321805
クリステンセンほか、超豪華執筆陣による論文90本を上下巻に収録！21世紀の技術戦略のすべてを集
約！ 本書は、名著『イノベーションのジレンマ』によって、技術革新がもたらす市場支配と企業経営の間に
ある逆説的な関係に光を当てた、クリステンセンをはじめとする大家3人が厳選した90本の論文を上下巻に
分けて収録した名著の完全翻訳版の上巻です。

技術とイノベーションの戦略的マネジメント
（下）

経済
分 野
¥29,100(＋税)
学術・1アクセス
¥63,800(＋税)
学術・3アクセス
9784798106557
著編者名
ロバート・Ａ．バーゲルマン
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2007年 商品コード 1027321806
クリステンセンほか、超豪華執筆陣による論文90本を上下巻に収録！21世紀の技術戦略のすべてを集
約！ 本書は、名著『イノベーションのジレンマ』によって、技術革新がもたらす市場支配と企業経営の間に
ある逆説的な関係に光を当てた、クリステンセンをはじめとする大家3人が厳選した90本の論文を上下巻に
分けて収録した名著の完全翻訳版の下巻です。

技術とイノベーションの戦略的マネジメント
（上）

分 野

その数式、プログラムできますか? ―数式は
学術・1アクセス
如何にしてプログラムに翻訳されるのか―

総記

¥8,600(＋税)
¥17,200(＋税)
学術・3アクセス
9784798141107
著編者名
Alexander A.Stepanov
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2015年 商品コード 1027321809
モダンなプログラミングには欠かせない「ジェネリックプログラミング」。本書は、その考えかたの始源である
数学から説き起こし、プログラムへと落としこんでゆく過程を詳解する。数学とプログラミングが地続きであ
ることを実感できる1冊。

分 野

その理屈、証明できますか? ―正しく命題に
学術・1アクセス
たどり着くための手法と思考の学び方―

数学

¥9,300(＋税)
¥18,500(＋税)
学術・3アクセス
9784798140995
著編者名
Daniel J.Velleman
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321810
証明のプロセスをプログラミングのように構造化して提示した1冊！ 本書は永らく数学に関わってきた著者
が、証明手法の習得と理解に苦労する学生たちを指導する中で蓄積した、さまざまな「数学を（そして証明
方法を）理解」するためのノウハウを、数学者ならではの簡潔かつ漏れのない論理構成で提示してくれる、
“ロジカルな思考”に必要となる基本的な読む・書く技術を伝授する書籍です。

電気工学
分 野
¥8,200(＋税)
学術・1アクセス
¥16,300(＋税)
学術・3アクセス
9784798136226
著編者名
神田 幸恵
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2015年 商品コード 1027321813
作って身につく・仕組みがわかる30レッスン！ 本書は、HTMLとCSSの知識はあってもJavaScriptやjQuery
には触れたことがない初心者を対象にした、Web制作向けのjQuery学習書です。全30LESSONを通して、
jQueryの基礎知識と基本文法の学習から始めて、実際に動作サンプルを作りながら、jQueryのしくみと使い
方を学んでいきます。

jQuery標準デザイン講座 ―Lectures and
Exercises 30 Lessons―
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分 野

擬人化でまなぼ!ネットワークのしくみ ―もし
学術・1アクセス
も、プロトコルが人格をもったなら…!?―

電気工学

¥6,500(＋税)
¥13,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798143231
著編者名
岡嶋 裕史
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321814
ITのお勉強って、難しい英語やら抽象的な概念が多くて、ちょっと抵抗感がある方もいらっしゃるかと思いま
す。本書では、そうしたプロトコルたちに人格を与えて少女キャラクターにしました。彼女たちのやりとりを通
じて、どのキャラ＝プロトコルが、どのような性格なのかはもちろん、どのような役割を持っていて、どういっ
た関わり合いをするのかといったネットワークの基礎知識について、直感的にわかるようにしています。
分 野

擬人化でまなぼ!ITインフラのしくみ ―パソコ
学術・1アクセス
ン・ネットワーク・サーバーがわかる!!―

電気工学

¥6,500(＋税)
¥13,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798146935
著編者名
岡嶋 裕史
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321815
T世界に住まうSystersと学ぶオンライン／Webシステムのしくみ！ PCユーザーが出すさまざまな指示や命
令は、PC内部やオンライン上でどう処理されているのでしょうか。本書はITの専門用語を「Systers」という擬
人化キャラクターにして、彼女たちのやり取りを通じて技術の特徴や関係性を学ぶ技術入門書です。

分 野
VRコンテンツ最前線 ―事例でわかる費用
規模・制作工程・スタッフ構成・制作ノウハウ 学術・1アクセス
―
学術・3アクセス

総記

¥8,000(＋税)
¥15,900(＋税)
9784798144597
著編者名
桜花一門
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321818
初めてVRコンテンツの企画を考える際、その予算や制作期間、スタッフ構成、開発や運営のノウハウなど、
いろいろと知っておくべき情報があります。本書では、こうした企画時に必要となる情報について、実在の事
例を基に解説します。コンテンツのプランナーのほか、ディレクター、プロデューサー、イベント担当者、マー
ケター、広報、同業者の実例を参考にしたいVR開発者など、幅広い方にお役立ていただけます。

総記
分 野
¥7,500(＋税)
学術・1アクセス
¥15,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798144658
著編者名
淺井 登
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321819
自分で動かすから、よくわかる！ 専門知識を身につける第一歩！ 本書は、今後ますますの発展が予想さ
れる人工知能の技術を、はじめて学ぶための本です。機械学習をはじめ、ニューラルネットワーク、遺伝的
アルゴリズム、問題解決、ゲーム戦略、知識表現など、人工知能を支えるそれぞれの分野の基礎をつかむ
ことができます。

はじめての人工知能 ―Excelで体験しなが
ら学ぶAI―

電気工学
分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
¥17,600(＋税)
学術・3アクセス
9784798146379
著編者名
中島 能和
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321825
本書はLinuxの基礎からセキュリティまで、Webサーバーを運用するために身に付けるべき知識をまとめた
書籍です。現在は多くの現場でLinuxによるWebサーバーの運用経験がエンジニアにも求められています。
本書ではCentOS 7とさくらのVPS（バーチャルプライベートサーバー）を使用して、実際に手を動かしながら
Webサーバーを構築・運用しますので、初心者でも安心して実践知識を習得できます。

ゼロからはじめるLinuxサーバー構築・運用
ガイド ―動かしながら学ぶWebサーバーの
作り方―

製造工業
分 野
¥6,500(＋税)
学術・1アクセス
¥13,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798144375
著編者名
蛭田 健司
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321826
本書は「ゲームクリエイター」になりたい方（主に大学生や異業種からの転職者）に向けて、多くのコン
シューマー向けゲームや、スマートフォン向けゲームの立ち上げや社内の新人研修にかかわってきた著者
が、イマドキのゲーム制作の現場についてやさしく解説した書籍です。ゲームクリエイターを目指す方には、
必携の1冊です。

ゲームクリエイターの仕事 ―イマドキの
ゲーム制作現場を大解剖!―
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分 野

プログラマ脳を鍛える数学パズル ―シンプ
学術・1アクセス
ルで高速なコードが書けるようになる70問―

数学

¥8,500(＋税)
¥17,000(＋税)
学術・3アクセス
9784798142456
著編者名
増井 敏克
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2015年 商品コード 1027321828
パズルを解くコードを、あなたは書けるか？ アルゴリズムがみるみるわかる！プログラミングってやっぱり
面白い！ 本書で登場する数学パズルは、ワクワクにあふれています。「両替したときの硬貨の組み合わせ
はいくつ？」のような問題から、「国名でしりとりしたときに、一番長く続く順番は？」「運命の出会いは何通
り？」というものまで、70の問題を解くコードを、3人のキャラクターたちと一緒に考えていきます。
分 野
やってはいけないデザイン ―素人デザイン
をほめられデザインに変えてきたプロが教え 学術・1アクセス
る―
学術・3アクセス

絵画

¥6,000(＋税)
¥11,900(＋税)
9784798145938
著編者名
平本 久美子
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321832
素人デザインをほめられデザインに変えてきたプロが教えます！ 本業はデザイナーじゃないのに、自分で
デザインしなくてはいけない、素人デザイナーさんへ。素人さんがやりがちな「やってはいけないデザイン」
と、それを改善するためのノウハウをやさしくお教えします。著者の実経験に基づく、素人デザイナーさんの
リアル失敗ポイント、ココが惜しい！ というポイントを余すところなくレクチャーします。
分 野

ルビィのぼうけん ―こんにちは!プログラミン
学術・1アクセス
グ―

総記

¥6,000(＋税)
¥11,900(＋税)
学術・3アクセス
9784798143491
著編者名
リンダ・リウカス
底本ISBN
出版社
翔泳社
底本発行年 2016年 商品コード 1027321837
教育大国フィンランド発、親子で楽しくプログラミングに触れる絵本。プログラミングに必要な考え方は、手に
負えないように思える世界をときほぐして、なんとか取り組みやすくするのに、大きな手助けとなります。そし
て、プログラミングは、自分の考えを、動くかたちにできる楽しさに満ちています。この本がその楽しさを知る
一つの入り口になってほしい、そんな著者の願いがこもった一冊です。
分 野
いちばんやさしいWordPressの教本 ―人気
学術・1アクセス
講師が教える本格Webサイトの作り方―第3
版
学術・3アクセス
著編者名
出版社

石川 栄和

底本ISBN

電気工学
¥4,700(＋税)
¥9,400(＋税)
9784295000792
2017年 商品コード 1027289724

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
大手書店チェーンで売上No.1（※）を記録したWordPressの入門書に第3版が登場！ セミナー経験も豊富な著者陣が実践的なコツを
織り交ぜて丁寧に解説。高機能な人気テーマ「Linghtning」を使ってパソコン＆スマホ両対応のWebサイトが完成します。最新の
WordPressに対応した手順解説がすべて画面付きで掲載されているので、Webサイトをはじめて作る人でも安心。HTML＆CSSの知識
がなくても、デザイン性・機能性に優れた本格的なWebサイトを作れます。※大手書店チェーン調べ（2016年2月～2017年1月、
WordPress解説書）

諸芸、娯楽
分 野
¥4,000(＋税)
学術・1アクセス
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784295000945
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 2017年 商品コード 1027289725

マインクラフトパソコン版はじめてガイド ―
Mod&サーバー対応―（impress mook）
著編者名
出版社

全世界累計販売数が1億2,200万本を突破して、ますますユーザー層を拡大している「マインクラフト」。なかでも、いち早く最新のアップ
デートが適用され、Mod（モッド）と呼ばれる追加プログラムによってゲームの見た目やルールを変更できたり、自宅に専用サーバーを
開設できたりと、パソコン版マインクラフトは自由度の高さが魅力です。本書は、小学校高学年から中学生を主な読者としたパソコン版
マインクラフトの解説書です（漢字と欧文にはふりがな付き）。ゲーム自体の攻略要素は省略して、操作と設定方法、その詳細な手順
にページを割います。

分 野

テキパキこなす!ゼッタイ定時に帰るエクセル
学術・1アクセス
の時短テク121
著編者名
出版社

総記

¥3,000(＋税)
¥6,000(＋税)
学術・3アクセス
9784295000976
尾崎 裕子
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 2017年 商品コード 1027289726

請求書を発行したり、売上管理を行ったり、名簿を作成したり……と、仕事のさまざまなシーンで使うことの多いエクセ
ルは、煩雑で時間がかかる作業が多いもの。でも、エクセルには、このような面倒な作業を効率化できる機能がたくさ
ん用意されているのです！ 本書では、「入力をもっとラクにしたい」「複数シートを別々に作業するのが大変」などの
シーンに分けて、身につければ作業時間を短くできる時短テクを解説します。エクセルの便利な機能をフル活用し、仕
事を効率化＆高速化して早く帰りましょう！
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分 野

最強のパソコン仕事時短術 ―Windows・
学術・1アクセス
Excel・Word・PowerPoint―（impress mook）
著編者名
出版社

総記

¥2,600(＋税)
¥5,200(＋税)
学術・3アクセス
9784295001003
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 2017年 商品コード 1027289727

デスクワークの1つ、パソコンを使った仕事がなかなか終わらなくて困っている人必見！少し憂鬱なパソコン作業も、
ちょっとしたコツを知ることで、残業せずに帰宅できるほどサクサク進められるはず。本誌は、時短につながりそうな
Windows、Excel、Word、PowerPointのコツとワザを全部で205個解説！アプリをすばやく起動するためのTipsから、数
式やグラフ、書式のコピーやおせっかい機能のオフなどOfficeソフトの使いこなしまで、ちょっとした設定や操作を知れ
ば、パソコン仕事は確実に時短できる！

電気工学
分 野
¥1,600(＋税)
学術・1アクセス
¥3,200(＋税)
学術・3アクセス
9784295001010
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 2017年 商品コード 1027289728
4大SNSをまるごと楽しもう！ 本誌では、大人気SNSの「LINE」「フェイスブック」「ツイッター」「インスタグラ
ム」のイマドキの使い方について、画面とともに丁寧に解説しています。初期設定からキホン操作、友だちと
の上手なやりとり、最新機能の楽しみ方まで、この1冊でカンペキにマスターしましょう！

世界一やさしいLINE フェイスブック ツイッ
ター インスタグラム （impress mook）

商業
分 野
¥3,800(＋税)
学術・1アクセス
¥7,600(＋税)
学術・3アクセス
9784295001027
相馬 翔
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 2017年 商品コード 1027289729

できるAirbnb ―初めてでも安心・安全に民
泊を始められる本―
著編者名
出版社

昨今、訪日外国人数の急増で宿泊施設が不足しています。2016年の訪日外国人数は2015年の1974万人に比べると21.8％増え、過去
最高の2,400万人を突破しました。一方、空き部屋や空き家などを宿泊施設として提供する「民泊」が大ブームになっています。本書
は、Airbnbを利用して民泊を始める方法とノウハウについて、レッスン形式で分かりやすく紹介。ゲストと適切にメッセージをやりとりす
る方法が分かるので初めてでも安心です。民泊の疑問を解消するQ&Aをはじめ、英語＆中国語の回答文例集を付録に掲載！安心・
安全に民泊を始められます。

分 野

無料でWindowsが快適になる鉄板フリーソフ
学術・1アクセス
ト ―「窓の杜」公式―（impress mook 2017）

総記

¥2,400(＋税)
¥4,700(＋税)
学術・3アクセス
9784295001034
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 2017年 商品コード 1027289730
※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 パソコンを使っていると、趣味や仕事で頻繁に行なう操作に
複雑な手順が必要だったり、以前のWindowsではできたことが現行バージョンではできなくなっていたりと、
不便を感じる場面がしばしばあります。そんなときは自分に合うフリーソフトを探してみてください。本書は、
オンラインソフトを紹介する老舗サイト「窓の杜」と連動して独自のランキングを作成、人気上位のソフトを中
心に400本以上掲載しています。
分 野

データセンター完全ガイド （インプレスムック
学術・1アクセス
２０１７年春号）

通信事業

¥6,600(＋税)
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784295001058
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 2017年 商品コード 1027289731
特集：2017年、データセンター／クラウド基盤はこう選ぶ！

電気工学
分 野
¥5,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,300(＋税)
学術・3アクセス
9784295001096
著編者名
インサイトイメージ
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 2017年 商品コード 1027289732
※特典の無料電話サポートサービスが利用可能です。 Office 365を使った社内での情報共有から、音声
通話やビデオ会議といったコミュニケーションまでを解説。外出先でもスマートフォンの専用アプリでOffice
365を活用できる！

できるOffice 365 （2017年度版）
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分 野

Mesos実践ガイド ―次世代の計算資源管理
学術・1アクセス
ソフトウェア―（impress top gear）

電気工学

¥9,900(＋税)
¥19,800(＋税)
学術・3アクセス
9784295001102
著編者名
古賀 政純
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 2017年 商品コード 1027289733
Apache MsosとMesosphere DC/OSは、IT資源管理とアプリケーションの自動配備を行うクラスター管理ソフ
トウェアです。本書では、Apache MesosとMesosphere DC/OSを利用して効率のよいクラスター環境を構築
し、コンテナ、ビッグデータ、深層学習などの処理に最適な次世代IT基盤の構築・管理手法を解説します。

通信事業
分 野
¥2,400(＋税)
学術・1アクセス
¥4,700(＋税)
学術・3アクセス
9784295001119
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 2017年 商品コード 1027289734

大人気!格安SIM LINEモバイルではじめるスマート
フォン ―この1冊で乗り換えもカンペキ!!―（impress
mook）
著編者名
出版社

※冊子版特典の動画閲覧サービスは冊子版購入者を対象としており、当電子版は対象外です。 LINEモバイルの申し込み/設定/乗
り換えはこの1冊でカンペキ！ 本誌では、人気沸騰中の格安SIM「LINEモバイル」の申し込みから初期設定、旧スマホやガラケーから
のデータの引越しまで、格安SIMをはじめて使う人が安心してスタートできるよう、わかりやすく丁寧に解説しています。不安を感じる人
も多い「SIMの入れ替え」については、動画でも解説。スマホの基本や、LINE/Facebook/Twitter/Instagramの楽しみ方も収録し、LINE
モバイル＆スマホ生活がすぐにはじめられます。

通信事業
分 野
できるゼロからはじめるAndroidスマートフォン超入門
活用ガイドブック ―ドコモ au ソフトバンク 格安スマ
¥4,100(＋税)
学術・1アクセス
ホに完全対応!―
¥8,200(＋税)
学術・3アクセス
9784295001140
著編者名
法林 岳之
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 2017年 商品コード 1027289735
「Androidスマホの基本はもうOK！」そんな人にぜひおすすめしたい一冊。Gmailなどの標準アプリからイン
ストールして損はないお役立ちアプリ、パソコンと連携して使う方法など、一歩進んだ活用方法が満載で
す。

総記
分 野
¥8,600(＋税)
学術・1アクセス
ASTERIA WARP基礎と実践 改訂版
¥17,200(＋税)
学術・3アクセス
9784295001188
著編者名
インフォテリア株式会社
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 2017年 商品コード 1027289736
ASTERIA WARPは、データ連携ミドルウェアとして10年以上、国内トップシェアを維持している企業向けの製品です。ア
イコンをつなぐカンタン操作で企業内システムの連携に貢献してきました。もはや企業で使うソフトウェアをゼロから構
築する時代ではなく、最新技術を扱うクラウドと自社のシステムを「つなぐ」ことで新しいソフトウェアを「つくる」ことがで
きる時代です。本書は、2013年に発売された『ASTERIA WARP基礎と実践』の改訂版書籍です。※本書は紙書籍はモ
ノクロ、電子書籍はカラーでの提供となります。

総記
分 野
¥9,300(＋税)
学術・1アクセス
¥18,500(＋税)
学術・3アクセス
9784295001195
著編者名
大月 宇美
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 2017年 商品コード 1027289737
ASTERIA WARPは、「データ連携ミドルウェア」という分類をされる企業向けのソフトウェアです。アイコンをド
ラッグ＆ドロップする簡単なグラフィカル操作で、異なるシステム間のデータを連携し、業務を効率化するこ
とが主な用途です。本書では、ASTERIA WARPの使い方を目的別にわかりやすく解説しています。「ITは専
門家に任せるもの」と思われていたビジネス部門の方でも自ら取り組み、アイデアを自ら具現化していくこと
ができる内容となっています。

ASTERIA WARP逆引きリファレンス

絵画
分 野
¥1,700(＋税)
学術・1アクセス
¥3,300(＋税)
学術・3アクセス
9784295002857
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 2017年 商品コード 1027289744

ライフハックで行こう！―Think IT edition―
「僕らのベルリンライフ」編
著編者名
出版社

ベルリン在住のイラストレーター、高田ゲンキのIT系コミックエッセイ「ライフハックで行こう！ ―Think IT edition―」が電子書籍で登
場！本書は初期の第1～8話までの作品をまとめ、ベルリン在住のフリーランスやベルリンでの生活シーンなどを紹介。日本を飛び出
して海外で活躍する若手フリーランス4名には注目だ。現在、Think ITで連載中の「フリーランスのススメ」編はSNSからの反響も大きく、
多くのファンを獲得。今後ますます高田ゲンキと「ライフハックで行こう！」から目が離せない！本書の収録作品は現在Webで公開され
ているものとほぼ同じ内容です。
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分 野
学術・1アクセス
世界のドローンビジネス調査報告書2017
学術・3アクセス
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 2017年

技術、工学
¥280,500(＋税)
¥561,000(＋税)
9784844389255
商品コード 1027289760

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。
国内ではドローンの活用に関するルールやガイドラインの整備が進み、農業や測量など一部の分野でドローンを活用したビジネスが
動き出しています。今後、点検や物流など幅広い分野でもドローンの活用が進むと予測されています。そのため、さまざまな企業がド
ローンの活用を注目しています。本書は、ドローンビジネスの概況と先行する海外のドローン活用ビジネスの情報を整理し、ビジネス
分野別に日本における市場成長性を分析しています。

電気工学
分 野
達人と作るアナログシンセサイザー自作入門 2017
―世界で一台のオリジナル・アナログシンセを作る― 学術・1アクセス
¥7,400(＋税)
改訂版
¥11,100(＋税)
学術・3アクセス
9784899774693
著編者名
岩上, 直樹
底本ISBN
出版社
ラトルズ
底本発行年 2017年 商品コード 1027173792
必要なのは安価なパーツと好奇心だけ! 「どうやって作る?」「どうやって使う?」「どうして動く?」をテーマに、ア
ナログシンセサイザーの主要モジュールとシステムの仕組みを解説し、アナログシンセの作り方を解説す
る。

分 野

心地良さとにぎわいを生む店舗の庭 （庭 第
学術・1アクセス
221号）

建築学
¥3,300(＋税)
¥6,600(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
出版社
建築資料研究社
底本発行年 2015年 商品コード 1027378875
店舗のうちで特に飲食店に求められるのが、心地良さや安らぎ、落ち着きといった全体の空気感であり、そ
れが店舗の評価につながる傾向がある。本特集では、心地良さや安らぎを与えるような空間づくりが差別
化、付加価値となっている店舗の庭と併せて、集客装置の役割を果たす大型商業施設の屋上庭園を紹介
する。

建築学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
新たな集いの場 寺院の庭 （庭 第222号）
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
出版社
建築資料研究社
底本発行年 2016年 商品コード 1027378876
寺院の庭は、宗派や地理的環境、たどってきた歴史により庭としての表れ方は異なるが、そもそもの役割を
探れば、地域コミュニティを創出する場であり、人を呼ぶ環境的要素を持ってきた面もある。本特集では、新
たな風景をつくることで人を呼ぶ、コミュニティの場を形成している、現代の寺院の庭を紹介する。

建築学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
出版社
建築資料研究社
底本発行年 2016年 商品コード 1027378877
庭のある住宅で暮らしたいという施主の思いをかなえた住まいの庭。特に暮らしの中に大胆に植栽を取り
込んだ住宅や、施主を巻き込んだ新しい庭づくりについては、庭と住まいの新しい関係として掘り下げて取
材した。また今回取材した住宅の庭にある水の景について、、可能な範囲で図面の掲載を試みた。

住宅の庭 水の景のある住まい （庭 第223
号）

建築学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
出版社
建築資料研究社
底本発行年 2016年 商品コード 1027378878
ホテルや旅館といった特別な空間に求めるものの一つに「眺望」がある。自然風景そのものが景色となる一
方で、庭園と言う創造的空間と自然風景が融合して新たな風景が創出され、ホテルや旅館の特徴となって
いるケースもある。本号では、訪れる人たちを魅了する「新たな風景」が創出されたホテルや旅館を紹介す
る。

新しい風景の創出［ホテル・旅館］ （庭 第
224号）
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