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コロナ社 
2019年 新規配信タイトル 

土木基礎力学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784339052558  

著編者名 笠井 哲郎 発行年 2018 商品コード 1029973273 

本書は土木工学科で必要な力学を始めて学ぶ学生に対して高校の数学や物理（力学）の復習を取り込んだ入門書である。専
門課程で学ぶ分野に共通する力学的な内容の基礎部分を横断的に網羅し、典型的な問題を例題として丁寧に解説した。 

例題で学ぶ環境科学15講 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784339066425  

著編者名 伊藤 和男 発行年 2017 商品コード 1028700607 

例題を多く用意し、自分の手で問題を解くことにより、理解を深め、知識を十分定着させることを狙った。例題等には公的資格で
ある、公害防止管理者試験の類似問題を選び、環境法規関連を重視し、資格試験に対応できるようにした。 

熱力学  
（機械系コアテキストシリーズ C-1） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥11,385 

冊子版ISBN 9784339045345  

著編者名 片岡 勲 発行年 2018 商品コード 1029973272 

熱力学は非常に洗練された理論体系として築かれた結果、初学者には理解し難いものになった。しかし熱力学は、蒸気機関を
用いて熱から仕事を取り出す極めて実際的学問である。本書は必要最小限の数学の知識で理解できるよう工夫した。 

流体力学  
（機械系コアテキストシリーズ C-2） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339045352  

著編者名 鈴木 康方 発行年 2018 商品コード 1030831502 

本書では主として非圧縮性流体と定常な現象を扱い、機械系の流体力学の初学者が基礎的かつ実用的な内容を限られた時間
で習得できるよう配慮した。重要な式は例題で取り上げ、また章末には豊富な演習問題を付け、詳細な解答を載せた。 

機械加工学基礎  
（機械系コアテキストシリーズ E-1） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784339045390  

著編者名 松村 隆 発行年 2018 商品コード 1030831504 

部品の短納期化や省資源の観点から機械加工技術への関心が高い。本書は、これら製造プロセスの技術的要求を踏まえ、除
去加工における切削、研削、研磨加工を対象とした、加工作業の実践的な説明と加工現象の理論的背景を解説する。 

イオンエンジンによる動力航行  
（宇宙工学シリーズ 8） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784339012286  

著編者名 荒川 義博 発行年 2006 商品コード 1030884658 

「はやぶさ」小惑星探査機へ応用され，深宇宙動力航行に成功した「μ10イオンエンジン」を基調に，電気推進の詳細な解説を
行う。電気推進は，さらにその技術を先鋭にして人類の「知」と「活躍」の地平を宇宙に拡大させるであろう。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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Pythonで学ぶ実践画像・音声処理入門 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339009026  

著編者名 伊藤 克亘 発行年 2018 商品コード 1030360988 

本書は、ディジタルメディアの代表的データである画像や音声をコンピュータで扱うための基本的な手法を知り、実際に読者
がPythonを用いて様々な処理ができるようになることを目標としている。 

人工知能原理  
（コンピュータサイエンス教科書シリーズ 12） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339027129  

著編者名 加納 政芳 発行年 2017 商品コード 1028700606 

人工知能アルゴリズムの中でも、特に探索・ゲーム、機械学習、知識表現・セマンティックWeb技術に焦点を絞り、それらを平
易に解説した最新の人工知能教科書。読者の理解を助けるため、実際のプログラミングコードも掲載した。 

信号解析教科書 ―信号とシステム― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339009071  

著編者名 原島 博 発行年 2018 商品コード 1030831500 

本書は信号解析の教科書である。前半では連続信号と連続時間システムを、後半では離散時間信号と離散時間システムを
扱い、確定信号を対象として、その性質を明らかにするとともに、関連するシステムの扱い方もわかりやすく解説した。 

信号処理教科書 
 ―不規則信号とフィルタ― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥11,550 

同時3アクセス（本体） ¥17,325 

冊子版ISBN 9784339009170  

著編者名 原島 博 発行年 2018 商品コード 1030831501 

本書は信号処理の教科書である。前半では不規則信号の基本とスペクトル解析を中心に解析手法を、後半では不規則信
号のフィルタ処理について多くの手法を取り上げ、線形そして非線形のフィルタを設計するときの基礎的な考え方を学ぶ。 

現場で役立つ制御工学の基本 演習編 
 ―解答と誤解答から学ぶ演習書― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784339032208  

著編者名 涌井 伸二 発行年 2017 商品コード 1028700603 

「現場で役立つ制御工学の基本」の演習書。解答と、適宜誤解答を記載し、正解とあわせ丁寧な解説をした。姉妹書との関
連を随時明記し、各問題の解説には、その問題の意図、誤解答に至る経緯、ほかの問題との関係などにも言及をした。 

適応制御  
（システム制御工学シリーズ 10） （※） 

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 9784339033106  

著編者名 宮里 義彦 発行年 2018 商品コード 1029728132 

モデル規範形適応制御系に関して、理想的な条件下での安定論から、現実的な不確定性のもとでのロバスト適応制御、離
散時間形式の適応制御、非線形制御とも関連の深いバックステッピング法、逆最適性に基づく適応制御系まで解説した。 
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理工系学生のためのキャリアナビゲーション 
 ―就職活動準備ワークブック― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784339078190  

著編者名 二上 武生 発行年 2018 商品コード 1030831508 

歩む道や生き方は皆違うからこそ自分の責任で選択をしなければならない。本書は様々な資料や図解を交えキャリアの考え
方を話し口調で平易に解説。キャリアについて再考したい社会人、キャリア教育とは何かを考える指導者にも最適。 

微積分学入門 改訂 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,590 

同時3アクセス（本体） ¥11,385 

冊子版ISBN 9784339061154  

著編者名 下田 保博 発行年 2018 商品コード 1029502813 

初版発行から8年がたち、既述の手直しや現行学習指導要領に即した内容への改変の必要性から今回の改訂に至った。
種々な関数や初等関数の性質、逆三角関数を最初の章にまとめ、付録の二重積分と累次積分の項を一つの章にまとめた。 

最適化の基礎 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784339028843  

著編者名 遠藤 靖典 発行年 2018 商品コード 1029728130 

線形計画法、非線形計画法、組合せ最適化問題を扱い、数学的定理について過不足なく、過度に詳細にならないように記
述した。また、昨今のビッグデータ解析を始めとした機械学習の重要性に配慮しデータ解析と最適化の関連に言及した。 

はじめての統計学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784339061130  

著編者名 道家 暎幸 発行年 2017 商品コード 1028700602 

近年、各分野でデータ解析の方法論としての統計学の重要性が増している。本書は、実用面を意識し、データ解析のため
の基本的な手法の理解と、それを使って結果を解釈できる能力を養うことを目標に執筆された、初心者には格好の書。 

技術者のための電磁気学入門 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784339009040  

著編者名 安永 守利 発行年 2017 商品コード 1029161136 

基本法則の多い電磁気学は、非物理・非電気電子系の学生にとって理解しづらく、従来の教科書を消化するのが難しい。
本書はそのような学生向けの講義をもとに、法則の成り立ちから身近な最新機器への応用までを説明した入門書である。 

化学系学生のためのExcel 2016/VBA入門 
 ―PowerPoint増補版― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784339066418  

著編者名 寺坂 宏一 発行年 2017 商品コード 1028700605 

化学分野で必要な計算を例題にして基本操作、データ加工、グラフの体裁、VBAを用いたプログラミングを解説する。また、
論文発表会でのプレゼンテーションにおけるスライド作成などの基礎的なスキルも学べるようにした。 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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