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教育・子どもプログラム関連
2 0冊揃価格

同時1アクセス(本体)：¥105,263 同時3アクセス(本体)：¥224,716

■ 理 工 系 分 野 別 セ レ ク シ ョ ン ■

EdTechが変える教育の未来
―Education×Technology―

出版社 インプレス

同時1アクセス(本体) ¥4,752 

同時3アクセス(本体) ¥9,504 

冊子版ISBN 9784295004516 

著編者名 佐藤 昌宏 発行年 2018 商品コード 1028697110

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。

子どもにプログラミングを学ばせるべき
6 つの理由 「21 世紀型スキル」で社会を
生き抜く（できるビジネス）

出版社 インプレス

同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784844338284 

著編者名 神谷 加代・できるシリーズ編集部/著 竹林 暁/監修 発行年 2015 商品コード -

将来の社会を生き抜く論理的思考能力と問題解決能力を養うにはプログラミングが最適！

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―

（New thinking and new ways）

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784844395942 

著編者名 関島 章江 発行年 2013 商品コード 1028546289

新時代の教育エコシステムを作る「教育プラットフォーム」構想。子どものために、親、先生、企業がいま、なすべきこと
は何か。

アクティブ・ラーニングで身につける
コミュニケーション力
―聞く力・話す力・人間力―

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784764905009 

著編者名 切田 節子 発行年 2016 商品コード 1022526822

コミュニケーションの必要性から、会話力、発表力、人間力まで、コミュニケーションをとるべき場面での注意点や心構
え、活用できる技法を解説し、それを実際に試すための演習を収録。切り取って使えるワークシート付き。
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書名 発行年 冊子版ISBN
同時1アクセス

(本体)
同時3アクセス

(本体)
商品コード

教育改革×ソーシャル力 （1） 2013 9784844395829 ¥3,458 ¥6,916 1028546226 

教育改革×ICT力 （2） 2017 9784844397540 ¥3,960 ¥7,920 1028546227 

教育改革×未来の教室 （3） 2017 9784844397656 ¥3,960 ¥7,920 1028546228 

教育改革×大学広報力 （4） 2018 9784844398479 ¥3,960 ¥7,920 1028546229 

教育改革× Society5.0 （5） 2020 9784844378600 ¥5,940 ¥11,880 -

学校広報ソーシャルメディア活用勉強会 著編

これからの「教育」の話をしよう

できる Google for Education 
クラウド学習ツール実践ガイド

出版社 インプレス

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784295007548 

著編者名 株式会社ストリートスマート&できるシリーズ編集部 発行年 2019 商品コード 1030990092

＊できるサポートの利用が無料で可能です。詳細は「できるサポートのご案内」の172ページをご参照ください。教育現場でGoogle for 
EducationとChromebookを利用したいと思っている教職員を対象とし、校務を省力化するツール（管理・メール・カレンダー・
Classroom）の使い方と対話的な学びの場に活用できるツール（ドキュメント、フォーム）の活用方法をレッスンで丁寧に紹介します。

先生のための「プログラミング的思考」の教え方
小学校5年算数編

出版社 インプレスR&D

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784844378518 

著編者名 草野 俊彦 発行年 2020 商品コード -

プログラミングは難しいと考えてる教師や保護者のための「プログラミング的思考」を解説する本

おとなが読んで・知って・まもるこどもiPad 
（New thinking and new ways）

出版社 インプレスR&D

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 9784844396000 

著編者名 吉田 メグミ 発行年 2014 商品コード 1028546215

iPadを子供に安全に使わせるために

情報を集める技術・伝える技術
―情報社会の一員として備えておくべき基礎知識―

出版社 近代科学社

同時1アクセス(本体) ¥6,072 

同時3アクセス(本体) ¥12,144 

冊子版ISBN 9784764960039 

著編者名 飯尾 淳 発行年 2019 商品コード 1030988250

本書は、大学1、2年生が最低限身につけておくべき情報利活用のスキルをコンパクトにまとめたものです。具体例を多く交えて解説し、
若いビジネスマン、新社会人や社会人2～3年めで情報収集や整理・分析に悩んでいる方にも大いに参考となる内容です。本書を通
読すれば、高度情報化社会において必要な、情報の収集から発信までの基礎的な能力を身につけることができます。

5冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥21,278 ¥42,556 

（NextPublishing）
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できるキッズ 子どもと学ぶ
Scratch3 プログラミング入門

出版社 インプレス

同時1アクセス
(本体)

¥6,204 

同時3アクセス
(本体)

¥12,408 

冊子版ISBN 9784295006435 

著編者名 株式会社TENTO＆できるシリーズ編集部 発行年 2020 商品コード -

2020年度から小学校でのプログラミング教育が始まりました。専門の教科ではないため、どのように教えるかは
現場の先生の裁量に任されています。「パソコンは使えるけど、プログラミングはどう教えればいいの？」そんな
人のために、この本を作りました。初めてプログラミングを学ぶ子どもと親のために、「できるシリーズ」のノウハ
ウで丁寧に解説しています。子どもはゲームを作りながらプログラミングの基礎を学び、大人はその背景の概
念を理解できます。この本をきっかけに、楽しいプログラミングの世界を広げていってください。

できるキッズ
スクラッチでゲームをつくろう！
楽しく学べるプログラミング

出版社 インプレス

同時1アクセス
(本体)

¥5,940 

同時3アクセス
(本体)

¥11,880 

冊子版ISBN 9784295009160 

著編者名 三橋 優希&できるシリーズ編集部 発行年 2020 商品コード 1031873809

本書は読者がプログラミングに親しみ、コンピュータを折り紙や工作のように扱えるようになることを目的として
います。著者はホームスクーリングで Scratch を独学で学び、その後さまざまな言語を習得、現在は高校生SE
としても活躍。また、N高のプログラミング教室「N Code Labo」で Scratch の講師を務めています。また、内容を
進行するキャラクターのイラストは「NHK きょうの料理」のロゴ、キャラクターを提供している、かなざわまこと氏と
なります。

子どもと学ぶJavaScript
プログラミング入門 （できるキッズ）

出版社 インプレス

同時1アクセス
(本体)

¥6,534 

同時3アクセス
(本体)

¥13,068 

冊子版ISBN 9784295004851 

著編者名 大澤 文孝 発行年 2018 商品コード 1028499578

コードプログラミングを初めて学ぶ人のために、JavaScriptを使ったプログラミング方法を解説します。コードを
書いてプログラミングの手順を覚え、最終的には本格的な「落ち物パズル」を制作します。本文には振り仮名
をふり、子どもにも読めるようにしました。また、操作が分からなくなったときや、途中から読み始めた場合でも、
無料の練習用ファイルでレッスンの最初から手順を続けられます。プログラミングに興味がある小学生とその保
護者の方、これを機にプログラミングを学んでみたい人にも適した1冊です。

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

出版社 インプレス

同時1アクセス
(本体)

¥5,940 

同時3アクセス
(本体)

¥11,880 

冊子版ISBN 9784295002826 

著編者名 デジタルポケット 発行年 2017 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。
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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）

● 表示価格は税抜きです。 2020年7月

マンガでなるほど！
親子で学ぶ プログラミング教育

出版社 インプレス

同時1アクセス
(本体)

¥4,488 

同時3アクセス
(本体)

¥8,976 

冊子版ISBN 9784295008217 

著編者名 マルサイ/漫画・石戸 奈々子/監修 発行年 2020 商品コード 1031439201

プログラミング教育の最前線で活躍する「ナナコ先生」が、義務教育で必修化された目的や論理的思考力の
真意について、IT知識ゼロでもわかるやさしい言葉で解説します。さらに、親子で学ぶパソコンとの付き合い
方やおすすめパソコン、今すぐ試せるプログラミングアプリの紹介、人気のワークショップレポートなど、知りた
い情報をやさしく解説します。

スラスラ読めるUnity (ユニティ) 
ふりがなKids (キッズ) プログラミング
―ゲームを作りながら楽しく学ぼう!―

出版社 インプレス

同時1アクセス
(本体)

¥7,590 

同時3アクセス
(本体)

¥22,770 

冊子版ISBN 9784295007395 

著編者名 リブロワークス 発行年 2019 商品コード 1030831450

人気の「ふりがなプログラミング」シリーズ×子どもプログラミング教育！小学校高学年～中学生がメインター
ゲット。C#というよりは「Unityエディタ」を中心として、「ふりがなプログラミング」シリーズのわかりやすさを活か
しつつ、ゲーム作りを中心とした、子どもも飽きずに学べる内容です。

子どもから大人までスラスラ読める
JavaScript (ジャバスクリプト) 
ふりがなKids (キッズ) プログラミング
―ゲームを作りながら楽しく学ぼう!―

出版社 インプレス

同時1アクセス
(本体)

¥7,590 

同時3アクセス
(本体)

¥15,180 

冊子版ISBN 9784295007838 

著編者名 リブロワークス 発行年 2019 商品コード 1031137151

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふりがなをふる）」という手法で究極のやさしさを目指したふりがなプロ
グラミングシリーズに、ゲームを作りながら楽しくプログラミングが学べる一冊が登場！実際にゲームを作りな
がら、Javascriptの使い方やプログラミングの基本が身につきます。
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