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丸善出版  MeL分野別カタログ 情報学 

・表示価格は税抜きです。 

・タイトル末尾の(※)はダウンロードが出来ません。 

●2018年 新刊●  

書名 著編者 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 

書物の文化史  
―メディアの変遷と知の枠組み― （※） 

加藤 好郎 ・  
木島 史雄 ・  
山本 昭編 

2018年 9784621301067  ¥7,260 ¥10,890 1027882454 

モノとしての書物を通じ、「文献文化」・「知の枠組み」を考察。世界の各地域・時代に文献はどのような媒体(メディア)に載せら
れ、どのように読まれてきたかを図版も豊富に交えながら解説。「媒体(メディア)の制約と文献の仕組み」「媒体(メディア)の特性
と知の枠組み」という切り口から「書物」の様々な現象を読み解くテキスト。 

続・図書館空間のデザイン  
―実践3事例とICT導入法― 

益子 一彦著 2018年 9784621302231  ¥10,560 ¥15,840 1027296235 

本書は安城市中心拠点施設、野々市市文化交流拠点施設、玉野市立図書館、武蔵野市立吉祥寺図書館、砺波市立図書館といった５つ
の先進的な事例をもとに、ICTをうまく取り入れながら図書館機能の複合化を図り、自治体が抱える課題に応える実践的な方策を多
数の図版を通して紹介。 

サーチャーの時代  
―高度データベース検索―第2版 

三輪 真木子著 1994年 9784621037294  ¥8,250 ¥12,375 1027959381 

90年代初頭、有料データベースを駆使しクライアントに情報を提供するサーチャーが脚光を浴びた。本書も当時サーチャー向け技術
入門書として大変好評を博した。誰もがwebから検索を行える時代に変わったが、本書の哲学は、現代のデータベースや検索プログ
ラムの技術・サービスに継承されている。玉石混淆の情報が溢れ返る今日、サービス利用者に正確な情報提供する上で必要な思考や
テクニックの神髄を学び取ることができる。 

大学一年生のための情報リテラシー 
（※） 

小棹 理子 編著 2018年 9784621302798  ¥6,600 ¥9,900 1027659414 

情報リテラシーとは、情報を読みとり、使いこなす能力のことを指す。前半では、コンピュータの基本構成やしくみなど、情報機器
を扱うための基礎知識や、インターネットの活用とそのトラブルについて学ぶ。後半では、文書の作成や表計算ソフトの活用法、プ
レゼンテーションの方法といった、情報を活用する能力を養う。 

強いAI・弱いAI 
—研究者に聞く人工知能の実像 

鳥海不二夫 著 2017年 9784621301791  ¥5,940 ¥8,910 1026634691 

プロ棋士に勝ったAIは「弱い」？！ 

UXデザインの教科書（※） 安藤昌也著 2016年 9784621300374  ¥9,900 ¥14,850 1022028647 

優れたユーザー体験のデザイン手法を解説。 

はじめての情報通信技術と情報セキュリ
ティ （※） 

諏訪敬祐・関 良明著  2015年 9784621089095  ¥8,910 ¥13,365 1018441517 

インターネット時代の情報通信を基礎から理解するための入門テキスト。 
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情報学 

書名 著編者 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 

一人から始めるユーザーエクスペリエンス  
―デザインを成功へと導くチームビルディン
グと27のUXメソッド― （※） 

Leah Buley著  
長谷川敦士・深澤大気・
森本恭平・高橋一貴・ 
瀧 知惠美・福井進吾・
遠藤 茜訳  

2015年 9784621089514  ¥7,920 ¥11,880 1019315061 

UXを実践する為の具体的なノウハウを紹介。 
SF映画で学ぶインタフェースデザイン ―ア
イデアと想像力を鍛え上げるための141の
レッスン― （※） 

Nathan Shedroff・
Christopher Noessel著 
安藤幸央監訳  

2014年 9784621088364  ¥10,560 ¥15,840 1017819875 

最高のインタフェースの実例をSF映画から学び取る。 

アジャイルに効くアイデアを組織に広めるた
めの48のパターン （※） 

Mary Lynn Manns・ 
Linda Rising著  
川口恭伸訳  

2014年 9784621087862  ¥8,250 ¥12,375 1017819873 

新しいアイデアを組織に導入するための成功戦略を凝縮。 

サービスデザイン  
―ユーザーエクスペリエンスから事業戦略
をデザインする― 

ANDY POLAINE・ 
LAVRANS LOVLIE・ 
BEN REASON著  
長谷川敦士訳  

2014年 9784621088180  ¥7,920 ¥11,880 1016124036 

ビジネス視点と顧客視点の両方から事業全体を再構築する方法論。 
コンピュータサイエンス  
―計算を通して世界を観る― 
（サイエンス・パレット 028） 

渡辺 治著 2015年 9784621089729  ¥3,300 ¥4,950 1019315068 

計算とは一体何なのか？コンピュータサイエンスの全体像を捉える。 

ネットワーク科学  
―つながりが解き明かす世界のかたち―
（サイエンス・パレット 015） （※） 

Guido Caldarelli・
Michele Catanzaro著  
高口太朗・増田直紀訳  

2014年 9784621088173  ¥3,300 ¥4,950 1017819865 

さまざまな分野で出現する「ネットワーク」を豊富な具体例を交え解説。 

メンタルモデル ―ユーザーへの共感から
生まれるUXデザイン戦略― 

Indi Young著 田村大訳  2014年 9784621088067  ¥7,920 ¥11,880 1016124046 

ユーザー心理をデザインに活かす手法の決定打。 

情報デザインのワークショップ （※） 
情報デザインフォーラム
編  

2014年 9784621088371  ¥8,250 ¥12,375 1017819876 

情報デザインをワークショップで学ぶためのノウハウとその手法。 

インタフェースデザインの教科書 井上勝雄著  2013年 9784621086957  ¥6,160 ¥9,240 1014899598 

よりよいインタフェースデザインを生み出すためのポイントを丁寧に解説。 

モバイルフロンティア  
―よりよいモバイルUXを生み出すためのデ
ザインガイド― 

Rachel Hinman著  
安藤幸央・佐藤伸哉訳  

2013年 9784621086551  ¥6,160 ¥9,240 1013312288 

モバイル独自のユーザーエクスペリエンスを創り出すための指南書。 

プログラミング道への招待（※） 竹内郁雄著 2017年 9784621301333  ¥5,940 ¥8,910 1024195229 

プログラマ生活六十余年の著者による入門書。 

ワイヤレスエージェント技術 小牧省三編  2013年 9784621080078  ¥10,560 ¥15,840 1014015986 

ワイヤレス･エージェント技術分野の基礎から最新技術までを解説。 

図書館情報学用語辞典  第4版 
日本図書館情報学会  
用語辞典編集委員会編 

2013年 9784621087749  ¥8,360 ¥12,540 1015223803 

図書館情報学の専門用語を収録したハンディーな用語辞典。 

サイトサーチアナリティクス  
―アクセス解析とUXによるウェブサイト
の分析・改善手法― 

Louis Rosenfeld著  
清水誠・池田清華・ 
UX TOKYO訳  

2012年 9784621086025  ¥7,920 ¥11,880 1016124047 

UXとアクセス解析の融合から導き出された分析法。 

情報の倫理学  
（現代社会の倫理を考える 15） 

水谷雅彦著  2003年 9784621072707  ¥4,180 ¥6,270 1008060863 

従来個別に議論されてきた領域を「情報」という観点から捉えようとする情報倫理学について、具体的な事例に基づきなが
らわかりやすく解説する。 


