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●2017年～2018年 最新刊●  

理系のためのキャリアデザイン 
―戦略的就活術― 

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 9784621088258  

著編者名 増沢 隆太 発行年 2014年 商品コード 1024854080 

工系学生を対象とした初めての実践的キャリア読本。 

科学を伝え、社会とつなぐサイエンス 
コミュニケーションのはじめかた （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784621301975  

著編者名 国立科学博物館 発行年 2017年 商品コード 1026405281 

国立科学博物館で開講されている講座の内容を書籍化。 

強いAI・弱いAI—研究者に聞く人工知能の
実像 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784621301791  

著編者名 鳥海不二夫 発行年 2017年 商品コード 1026634691 

プロ棋士に勝ったAIは「弱い」？！ 
 

ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 
改訂版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784621300541  

著編者名 小野 義正 発行年 2016年 商品コード 1022698665 

必要な内容を過不足なく、英語的発想で書く。 

ポイントで学ぶ国際会議のための英語 
―英文手紙、論文投稿、訪問、Eメール、電話― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784621074725  

著編者名 小野 義正 発行年 2004年 商品コード 1022529711 

論文投稿、国際会議への参加手続のポイントを簡潔に整理。 

ポイントで学ぶ英語口頭発表の心得 
同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784621071359  

著編者名 小野 義正 発行年 2003年 商品コード 1022529712 

準備から発表の仕方まで、英語口頭発表のスキルを解説。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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大学講義技術者の倫理入門 第5版 （※） 杉本 泰治 2016 9784621300169 ¥5,940 ¥8,910 1020296394 

科学技術・法・倫理の視点から平易に解説。 

生命と科学技術の倫理学 
―デジタル時代の身体・脳・心・社会― （※） 

森下 直貴 2016 9784621300176 ¥9,240 ¥13,860 1020598985 

これからの時代の科学技術理倫理テーマとは。 

科学論文のミスコンダクト 山崎 茂明 2015 9784621089392 ¥7,920 ¥11,880 1019315052 

誰もが起こしうる論文の捏造や改ざん、盗用の状況とその解決策を提言。 

理系のための科学技術者倫理 
―JABEE基準対応― （※） 

直江 清隆 2015 9784621089460 ¥7,920 ¥11,880 1019315053 

数々の興味深いトピックスを通して科学技術者倫理を具体的に理解できる。 

エンジニアのための人を対象とする研究計画入門 
―科学的合理性と倫理的妥当性― （※） 

山内 繁 2015 9784621089606 ¥12,540 ¥18,810 1019315066 

被験者の実験計画に必要な研究倫理の原理と規則をエンジニア向けに解説。 

リスク ―不確実性の中での意思決定― 
（サイエンス・パレット 023） （※） 

Fischhoff 
Baruch 

2015 9784621089187 ¥3,300 ¥4,950 1018858778 

自分で決断・決定できるリスク対応力を身につけるために。 

理系のための就活ガイド 
―業界研究・エントリーシート・面接対策― （※） 

山本 佳世子 2014 9784621088586 ¥3,960 ¥5,940 1017819862 

書く、読む、調べる、でうまくいく！理系就活のポイントが満載。 

法工学入門 
―安全・安心な社会のために法律と技術をつなぐ― （※） 

日本機械学会 2014 9784621088814 ¥11,220 ¥16,830 1017819872 

技術の安全・安心を確保するための法を考えるための入門書。 
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国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書きかた 上出 洋介 2014 9784621086902 ¥6,600 ¥9,900 1016124038 

長年にわたって国際誌のエディターを務めてきた著者が語る「よい論文」とは。 

科学者の発表倫理 ―不正のない論文発表を考える― 山崎 茂明 2013 9784621086544 ¥8,580 ¥12,870 1016123829 

科学研究者の「論文発表の倫理」に焦点を絞り、その必要性を伝える。 

工学シミュレーションの品質保証とV&V 白鳥 正樹 2013 9784621086285 ¥9,240 ¥13,860 1012552336 

ISO9001に基づいた工学シミュレーションの品質を管理するプロセスを解説。 

技術者倫理日本の事例と考察 
―問題点と判断基準を探る― 

田岡 直規 2012 9784621085127 ¥6,600 ¥9,900 1010995009 

より身近な日本の事例を取り上げて分析する技術者倫理の事例集。 

研究費が増やせるメディア活用術 山本 佳世子 2012 9784621085387 ¥4,180 ¥6,270 1010995011 

自分の研究を周囲にアピールするためのテクニックを現役記者が伝授。 

エンジニアのための原価の知識とその活用 田中 雅康 2011 9784621083338 ¥4,840 ¥7,260 1015362249 

原価知識をやさしく学び、コスト削減に役立つ。 

臨床研究のための倫理審査ハンドブック 笹栗 俊之 2011 9784621083260 ¥18,480 ¥27,720 1014446537 

倫理審査の拠り所となる情報を網羅。 

感性を科学する 佐藤 方彦 2011 9784621084304 ¥6,380 ¥9,570 1013867163 

感性とは、どのように考えられ、どのように捉えていくべきか。 
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外国特許出願のための特許英語表現文例集 吉田 弘 2011 9784621084021 ¥5,280 ¥7,920 1012995667 

外国特許出願の明細書や審査手続において使用頻度が高い用語138種を選び、これらの用語を用いた英文例746件を収録した実用書。 

企業研究資金の獲得法 永井 正夫 2010 9784621083031 ¥4,180 ¥6,270 1014446536 

大学・企業・産学連携の各視点から広く解説。 

実験計画法 上  復刻版 田口 玄一 2010 9784621082805 ¥17,600 ¥26,400 1008060875 

品質工学の産みの親と言われる田口玄一氏の力作を復刻。 

実験計画法 下  復刻版 田口 玄一 2010 9784621082812 ¥17,600 ¥26,400 1008060876 

品質工学の産みの親と言われる田口玄一氏の力作を復刻。 

ニッポン技術者の使命 飯田 汎 2005 9784621076682 ¥5,500 ¥8,250 1008139858 

技術者としてのリーダーシップとは? 新しい社会を作り出すために取り組むべき課題とは? 

理科系の論文作法 高木 隆司 2003 9784621072646 ¥3,740 ¥5,610 1008060862 

理科系の論文をまとめる際の身近なテクニック・技法をまとめた書。 
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