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本カタログは、教科書・テキストに
選ばれた実績がある書籍を厳選して
掲載しております。
商品のお求めは全国の書店、販売店にてお願いいたします。
ご質問等は、下記の法人営業担当までお気軽にお問い合わせください。

SBクリエイティブ株式会社 出版事業本部 営業2部 特販課　
〒106-0032　東京都港区六本木2-4-5
MAIL：textsaiyo@cr.softbank.co.jp
TEL：03-5549-1206　FAX：03-5549-1210
2013年10月1日よりソフトバンククリエイティブ株式会社から社名を変更いたしました。
本カタログに掲載されている書誌情報その他は2022年11月現在のものです。
予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

最新情報はこちら
SBクリエイティブの出版／サービス情報サイト
https://www.sbcr.jp/
書籍・雑誌に関する最新情報は、上記サイトでご覧いただけます。
ご購入はお近くの書店、またはインターネット書店でお願いいたします。
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突破!!
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シリーズ〈全世界〉
新・明解C言語 入門編 第2版
ISBN ： 978-4-8156-0979-5
定価：2,530円（本体2,300円＋税）

プログラミング言語教育界の巨匠による
C言語入門書の最高峰
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突破!!
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部

【令和４年度】  
いちばんやさしい ITパスポート　
絶対合格の教科書＋出る順問題集
ISBN ： 978-4-8156-1373-0
定価：1,738円（本体1,580円＋税）

3年連続売上第1位（※1）
丁寧な解説＋頻出232問
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Excel 最強の教科書
［完全版］　【2nd Edition】
ISBN ： 978-4-8156-1566-6
定価：1,760円（本体1,600円＋税）

「基本的な考え方」から
「効果絶大のプロの技」まで全網羅！50

突破!!

万
部

テキストは迷わずに
コレで決まり!!

注目ジャンルの
ベストセラーが
揃って改定！

※1　ITパスポート試験関連書籍 日販売上ランキング（2019～21） ※2　Excel関連書籍 日販売上ランキング（2017～21）

「見本書籍試読サービス」を是非ご利用ください！

https://ul.sbcr.jp/text/
SB教科書採用

ご登録・ご利用無料！

で検索！

（※2）

【見本書籍試読サービス　概要】
● 弊社刊行書籍を、無料でPCやスマートデバイスからご覧いただけるサービスです
　インターネット環境があれば、特別なアプリやソフトウエアは不要です
●各書籍、全ページを時間制限なく試読いただけます
●ご利用にあたって、費用や書籍購入の義務はございません
●閲覧実績をもとに、弊社より書籍紹介等のご連絡をさせていただく場合がございます
●アカウントの共用は禁止しております。ご担当者さま各自でご登録ください
●ご利用はご担当分野に限らせていただきます
　 ご担当外の分野をはじめ、学生やテキスト選定に関わらない方のご利用はお断りさせ
ていただく場合がございます

当カタログに掲載の全書籍・全ページを無料でお読みいただけます

学校・企業向け図書カタログ
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Python・人工知能

吉本芸人ならではのエンタメ性を含めた、読者が楽しく学習を進められ
る新感覚のPython解説書！「人工知能による画像処理アプリ」開発がゴー
ル。吉本プログラミング部と一緒にプログラミングを1から学ぼう！！

ISBN［ 978-4-8156-0952-8 ］

よしもとプログラミング部と学ぶPython「超」入門教室
株式会社リーディング・エッジ社、よしもとプログラミング部 著 
272ページ・定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9396-5 ］

本書では機械学習のいくつかの有名なアルゴリズム
を、自分でゼロから実装することを目標としていま
す。こうすることにより、機械学習の仕組みを理解
し、さらなる応用力と問題解決力を身につけること
ができるようになります。

機械学習のエッセンス
加藤公一 著 
384ページ・定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

大阪大学、鳥取大学、札幌国際大学、他採用

ISBN［ 978-4-8156-0152-2 ］

文法の基礎から、オブジェクトと型、文字列、タプ
ル、リスト、集合、関数、クラス、モジュール、例外
処理など、オブジェクト指向言語Pythonの特長を余
すことなく解説しています。

新・明解Python入門
柴田望洋 著
440ページ・定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9544-0 ］

機械学習、ディープラーニング、科学技術計算と
いった、Pythonがよく利用されている分野について
解説しています。いろいろな分野のサンプルコード
を動かすことだけでなく、機械学習などの理論の概
要を知りたい方にもお勧めです。

わかるPython
［決定版］
松浦健一郎、司ゆき 著
384ページ・定価：2,618円（本体2,380円＋税10%）

プログラミングをやってみたいけど難しそうと思っている、Pythonを知り
たい、やってみたいと思っている、AI（人工知能）やアプリ作成に興味の
ある、そんな人にぴったりの、プログラミング、Pythonとは何かがわかる1
冊です。 ISBN［ 978-4-8156-0795-1 ］

動画×会話でゼロからはじめるPython入門 
赤司達彦 著
176ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0319-9 ］
すべてのPythonプログラマに贈る！アルゴリズムと
データ構造入門書の最高峰。難しい理論や概念を
視覚的に理解できるように、213点の図表を提示。
本書に示す136編のプログラムは実際に動作するも
のばかりです。

新・明解Pythonで
学ぶアルゴリズムと
データ構造
柴田望洋 著 
376ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1372-3 ］
やさしい説明で確かな力がしっかり身につく! トコト
ン親切な入門書。画面に打ち込む最初の１文字から
丁寧に解説した入門書を、さらに分かりやすく改訂。
つまずきやすい点も丁寧に、一歩ずつ説明している
ので挫折させません。

確かな力が身につく
Python「超」入門  
第２版 
鎌田正浩 著
336ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9602-7 ］

機械学習用途に広く活用されているPython入門書が
「やさしい」シリーズで登場。文法の基本からデータ
の扱い、ライブラリの利用まで、Pythonプログラミン
グの基本を、豊富なサンプルで一つひとつ丁寧に解
説しています。

やさしいPython
高橋麻奈 著
448ページ・定価：2,838円（本体2,580円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0764-7 ］

基礎からアプリ開発のために必要な知識まで「この
一冊で」しっかりやさしく学べる新しいPythonプロ
グラミングの教科書。「AI」「スクレイピング」「データ
ベース」など最新のアプリ開発にすぐに取りかかれ
るように、実践的なサンプルも多数掲載しています。

Python
［完全］入門 
松浦健一郎、司ゆき 著
592ページ・定価：3,190円（本体2,900円＋税10%）

近年、Pythonの利用が機械学習、AIなどの科学技術分野へ大きく広がっ
ている現状を踏まえて、すべてのパートを加筆修正し、いくつかの新章を
追加しました。次の10年を担うPythonプログラマを養成するための一冊
です。 ISBN［ 978-4-7973-8946-3 ］

みんなのPython 第4版
柴田淳 著 
500ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

九州大学、電子開発学園、北海道情報専門学校、他採用 愛知工業大学、近畿大学、同志社大学、東海大学、他採用

大原学園、新潟大学、北見工業大学、名城大学、他採用 室蘭工業大学、鳥羽商船高等専門学校、他採用

愛知大学、大阪歯科大学、他採用 広島市立大学、江戸川大学、福井大学、他採用

自然言語処理の分野で真価を発揮する再帰型ニューラルネットワーク
と、ディープラーニングの生成モデルであるVAEとGANについて実装方法
を含めて解説します。

ISBN［ 978-4-8156-0558-2 ］

はじめてのディープラーニング2
我妻幸長 著
344ページ・定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

NEW

2022-23Book Selection
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Cプログラミングの学習や開発の現場で起きた失敗談、問題点、疑問点
を取り上げ、その解決法をわかりやすく解説しています。他書では解説
されていない、応用例とサンプルプログラムが満載です。

ISBN［ 978-4-7973-8410-9］

新・明解C言語 実践編
柴田望洋 著
360ページ・定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

ポインタの基本から、初心者が混乱しやすいポイントと配列の違い、 文字
列とポインタ、構造体とポインタ、関数へのポインタまでを平易に解説し
ます。 初学者が疑問に感じることや、初学者が知っておくべきことを、すべ
て網羅しています。 ISBN［ 978-4-7973-8853-4］

新・明解C言語 ポインタ完全攻略
柴田望洋 著
304ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ロングセラー「猫でもわかるプログラミング」シリーズ、定評のC言語編！ コ
ンピュータの根本的なしくみからC言語の基礎、そして高度な技法まで丁寧
にレクチャー。全てのプログラミング入門者に最適な、信頼の一冊です。

ISBN［ 978-4-7973-7278-6 ］

猫でもわかるC言語プログラミング 第3版
粂井康孝 著
352ページ・定価：2,090円（本体1,900円＋税10%）

ゼロから始めるC言語入門書の決定版。四半世紀にわたり、多くの読者に
読み継がれてきた大ロングセラーの改訂版です。初めてC言語を学ぶ読
者を対象に、C言語の基礎をやさしく、丁寧に解説しています。

ISBN［ 978-4-7973-9858-8 ］

C言語プログラミングレッスン 入門編 第3版
結城浩 著
480ページ・定価：2,618円（本体2,380円＋税10%）

『新C言語入門 スーパービギナー編』を全面改稿。C言語で何ができるか、
最初に何を理解すればよいのかが、コンピュータのしくみと併せて理解
できます。プログラミング経験のない人にも最適です。

ISBN［ 978-4-7973-7461-2 ］

明快入門C スーパービギナー編
林晴比古 著
224ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

本格的なプログラム作成に欠かせないC言語の仕様をわかりやすく解説。
文法やプログラミングルールの体系的な知識の習得によって、「C言語の
思想」も理解できる全プログラマー必読の一冊です。

ISBN［ 978-4-7973-2562-1 ］

新訂 新C言語入門 シニア編
林晴比古 著
520ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

C言語・C++・C＃

「体験学習ソフトウェア」との連動学習で学ぶ、アルゴリズムとデータ
構造入門書の最高峰。初級レベルのCプログラマを対象に、スタックや
キュー、二分木などのデータ構造をはじめ、アルゴリズムの基礎につい
て解説。 ISBN［ 978-4-8156-0978-8 ］

新・明解C言語で学ぶアルゴリズムとデータ構造第2版 
柴田望洋 著
432ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0979-5 ］

シリーズ累計120万部突破!日本で最も多くの読者
を獲得しているC言語のベストセラー&ロングセ
ラーの大改訂版。実際に動作するサンプルプログ
ラムと視覚的なイメージをつかみやすい図表で、C
言語の基礎を語り口調で丁寧に解説。

新・明解C言語 
入門編 第2版 
柴田望洋 著 
440ページ・定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1633-5 ］

入門書のプログラムは理解できるが、自分でプログ
ラムは作れない。配列やポインタなどの文法的なこ
とは分かるけれど、実際の応用例が分からない。こ
のような悩みを持っている、C言語入門者のために
最適な解説書。

新・明解C言語 
中級編 第2版
柴田望洋 著 
384ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

静岡県立工科短期大学校、他採用

ISBN［ 978-4-7973-9258-6 ］

プログラミング言語教科書のロングセラーを、新装
丁＋スッキリとした本文デザインで、より親しみや
すく、よりわかりやすく改訂。イメージで理解でき
る豊富なイラストと、豊富なサンプルで、しっかり
習得できます。

やさしいC 第5版
高橋麻奈 著
496ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

北海道情報大学、東京電機大学、京都産業大学、他採用

ISBN［ 978-4-7973-7326-4 ］

『新C言語入門 ビギナー編』を全面改稿したC言語入
門の決定版。C言語の概念や仕様、活用方法を段階
を追って学習できます。ポイントを押さえた具体的
なプログラム例で、プログラミングの基本をしっか
り身につけましょう。

明快入門C
林晴比古 著
272ページ・定価：2,090円（本体1,900円＋税10%）

Ｃ言語入門書の最高峰『新・明解C言語入門編第2版』の全演習問題を収
録。一つ一つの問題を解きながら、Ｃ言語の基礎を身につけ、プログラミ
ング能力を高めることができる、新しいスタイルの入門書です。

ISBN［ 978-4-8156-1517-8 ］ 

新・解きながら学ぶC言語　第2版 
柴田望洋、由梨かおる 著
376ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

すべてのCプログラマに最適なアルゴリズム解説書。C言語の初心者・中
級者を対象に、アルゴリズムとデータ構造の基礎から、各アルゴリズム
の特長、C言語による実装までを明快に解説。

ISBN［ 978-4-7973-0495-4 ］

定本 Cプログラマのためのアルゴリズムとデータ構造
近藤嘉雪 著 
436ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

圧倒的情報量！類を見ない「わかりやすさ」と「詳しさ」で、あらゆる読者
を満足させる渾身の入門書！Ｃ言語のポイントをしっかり押さえた丁寧
な解説で、基本から実践まで試しながら確実に身につく・理解できる。

ISBN［ 978-4-8156-1168-2 ］ 

C言語［完全］入門
松浦健一郎、司ゆき 著
688ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

明治大学、日本工業大学、立命館大学、他採用

NEW

2月
第2版
 刊行予定！

学校・企業向け図書カタログ
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クラスの基礎から、派生・継承、仮想関数、抽象クラス、例外処理、クラ
ステンプレートなどを学習します。本書を通して、C＋＋という言語の本
質と、オブジェクト指向プログラミングに対する理解を深めることができ
ます。 ISBN［ 978-4-7973-9716-1 ］

新・明解C++で学ぶ オブジェクト指向プログラミング
柴田望洋 著
512ページ・定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

WindowsアプリからWebサービス、Unityによるゲーム開発にいたるまで、
幅広いジャンルに対応できるプログラミング言語、それがC#。本書では、
C# 3.0～4.0で追加された新機能もカバーしています。

ISBN［ 978-4-7973-8563-2 ］

猫でもわかるC#プログラミング 第3版
粂井康孝 著
448ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-6984-7 ］

Linux（UNIX）システムを体系的に学習するための基
幹入門書。奥深く広大な世界の中から、知っておく
べき主要項目や知っておくと得をする個別項目、素
朴な疑問が生じやすい派生項目までを丁寧に解説。

新Linux/UNIX入門 
第3版
林晴比古 著
496ページ・定価：4,180円（本体3,800円＋税10%）

日々の管理業務に使用するコマンドの使い方と実行例を多数掲載。Linux
の基礎知識を学びながら、実用的な操作・設定・管理方法が身につく、初
心者から一歩先に進むための、超実践的な入門書。各種操作のためのコ
マンドを掲載。 ISBN［ 978-4-7973-9764-2］

本気で学ぶ Linux実践入門
大竹龍史、山本道子 著
584ページ・定価：3,278円（本体2,980円＋税10%）

C言語・C++・C＃

UNIX・Linux

MS-DOSを知らない世代のエンジニアに向けたLinux入門書の決定版。
Linux自身の機能だけでなく、シェルスクリプトを使ったプログラミング
や、Gitによるソフトウェア開発のバージョン管理など、エンジニアに必須
の知識について丁寧に解説。 ISBN［ 978-4-7973-8094-1 ］

新しいLinuxの教科書
三宅英明、大角祐介 著
440ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

C#言語の基礎から本格的なアプリケーションの作り方を優しく解説しま
す。開発環境のインストールからしっかりと解説していきますので、初心
者でも安心して学習を開始することができます。Visual Studio 2019に対
応。 ISBN［ 978-4-8156-0539-1 ］

確かな力が身につくC#「超」入門 第2版
北村愛実 著
368ページ・定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0282-6 ］

コマンドリファレンスのロングセラーがしっかり改
訂！Linux初級者が管理者レベルに近づくために徹底
サポート！はじめてでもわかるように「読んで動かして
学べる入門ページ」と「いつでも引けるリファレンス
ページ」の2面構成で解説。

Linuxコマンドブック 
ビギナーズ 第5版
川口拓之、田谷文彦、三澤明 著
400ページ・定価：2,310円（本体2,100円＋税10%）

専門学校HAL、福井大学、山梨大学、他採用

たくさんの図表とサンプルプログラムを使って、C＋＋の基礎をわかり
やすく、ていねいに解説しています。一つひとつのステップを着実に進
んでいく解説により、C＋＋の基本をマスターすることができるでしょ
う。 ISBN［ 978-4-7973-9463-4 ］

新・明解C++入門
柴田望洋 著
544ページ・定価：3,025円（本体2,750円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9259-3 ］

難しいと思われがちなC++の基本文法からオブジェ
クト指向まで、一つひとつをとことん丁寧に解説し
ています。新装丁＋スッキリとした本文デザインへ
の改訂で、より読みやすくなり、初めての人でも必
ず習得できます。

やさしいC++ 第5版
高橋麻奈 著 
596ページ・定価：2,838円（本体2,580円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0392-2 ］

C#の基本文法からゲーム作り、アプリ作りまで、豊
富なサンプルプログラムを使って、とことん丁寧に
解説していますので、プログラミングがはじめての
人でもしっかり習得できます。Visual Studio 2019に対
応。

やさしいC# 第3版 
高橋麻奈 著 
456ページ・定価：2,838円（本体2,580円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0256-7 ］
選んで悔いなし!最強のLinux解説書。初めてLinux
に触れる初心者から、プロの管理者・開発者まで、
あらゆるレベルのニーズに応えるCentOSガイドの
決定版。全1184ページの大ボリュームで、最新の
CentOS 8とCentOS Streamに対応。

標準テキスト CentOS 8 
構築・運用・管理パーフェクトガイド 
［CentOS Stream対応］ 
有限会社ナレッジデザイン 大竹龍史、
山本道子、河原木忠司 著 
1,184ページ・定価：4,950円（本体4,500円＋税10%）

北海道情報大学、東京理科大学、慶応大学、他採用

日本工学院、中部大学、山形大学、他採用産業技術短期大学、他採用

神戸電子専門学校、山形大学、立命館大学、他採用

2022-23Book Selection



6

ISBN［ 978-4-8156-1715-8 ］

いちばん売れているUnity入門書が最新バージョン
Unity 2022に最速対応！最新環境でのサンプルゲー
ムの制作を通じて、Unityの機能と、ゲームを作るた
めの知識が自然と身に付きます。初めてゲーム制作
にチャレンジする人に最適！

Unityの教科書
Unity 2022完全対応版 
北村愛実 著
456ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

今日からはじめる　
Blender ３入門講座
友 著
360ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

改訂とともに変化しながら、ずっと読まれ続けている定番書。プログラミ
ング初心者でも読み解けるように、チュートリアル、基礎、クラス、実践
とテーマを切り分けて解説しています。Rubyの基礎から応用までがわか
る一冊です。 ISBN［ 978-4-7973-9984-4］ 

たのしいRuby 第6版
高橋征義、後藤裕蔵 著／まつもとゆきひろ 監修
528ページ・定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1191-0 ］

Unity・Blender

Androidプログラミング / その他プログラミング

初学者を対象とした丁寧な解説、平易な文章で基礎からしっかり、体系
的に学習できる世界一わかりやすい「テストの教科書」、遂に刊行!　品
質を決定づけるテスト工程の全体像と実施方法がよくわかります!

ISBN［ 978-4-8156-0875-0］

【この1冊でよくわかる】ソフトウェアテストの教科書［増補改訂 第２版］
布施昌弘、江添智之、永井努、三堀雅也 著 
344ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9545-7 ］

プログラミングや数学に関心のある読者を対象に、
プログラミング上達に役立つ「数学の考え方」をわ
かりやすく解説しています。数学的な知識を前提と
せず、たくさんの図とパズルを通して、平易な文章
で解き明かしています。

プログラマの数学 
第2版
結城浩 著 
296ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

駿河台大学、東京医療保健大学、他採用

ISBN［ 978-4-8156-1539-0 ］

GitとプラットフォームであるGithubの使い方を、ハ
ンズオンで丁寧に解説。SourceTreeを使った視覚的
な操作から、コマンドラインを使ったスムーズな利
用まですべてを網羅。バージョン管理はもうこわく
ない！

はじめてでもできる　
GitとGitHubの教科書
たにぐちまこと 著 
272ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0796-8 ］

バリエーションに富んだサンプルアプリを楽しく作
りながらAndroidアプリ開発を学べます。初心者が
つまづきやすいUI作成方法やAndroid Studioの便利
機能について、一つひとつ手順ごとに丁寧に解説
しています。

はじめてのAndroid
プログラミング 第5版 
金田浩明 著
432ページ・定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

Webアプリケーションにはなぜ脆弱性が生まれる
のか？ 脆弱性を解消するにはどうプログラミング
すればよいか？ PHPサンプルへの攻撃を通して脆
弱性が生まれる原理と対処方法が学べる、Webア
プリ開発者の必読書。

ISBN［ 978-4-7973-9316-3 ］

体系的に学ぶ 安全な
Webアプリケーション
の作り方 第2版
徳丸浩 著 
688ページ・定価：3,520円（本体3,200円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-8222-8 ］

「対称暗号」「公開鍵暗号」「デジタル署名」「PKI」「PGP」
「SSL/TLS」など、暗号技術の基礎をたくさんの図と
やさしい文章で解説しています。セキュリティ関連
技術者はもちろん、現代を生きるすべての人にとっ
て必読の一冊です。

暗号技術入門 第3版
結城浩 著 
472ページ・定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

名古屋工学院専門学校、湘南工科大学、他採用

Blender最新バージョン最速対応！誰でも楽しく
Blenderを最新の環境で学べる最良のBlender入門書！
モデリングの基礎からアニメーションまで網羅、丁
寧解説で挫折せず学習を進められます。

穴吹デザインカレッジ、他採用

北海道情報専門学校、神戸電子専門学校、他採用

足利大学、横浜デジタルアーツ専門学校、他採用

NEW
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ISBN［ 978-4-7973-8945-6 ］

例題を作成しながら、サーブレットAPIの解説とJSP
を交えたHTMLの書き方を解説していきます。また
Eclipseの利用も最小限にとどめ、サーブレットの実
行環境とビルドの仕組みが初心者にもわかるような
解説としています。

基礎からのサーブレット
／JSP 新版 
松浦健一郎、司ゆき 著
484ページ・定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

「最もわかりやすいJava言語入門書」として、多くの読者から支持されて
いる『Java言語プログラミングレッスン』の第3版。文章を全面的に加筆
修正。Java言語の基礎をマスターするための最良の一冊です。

ISBN［ 978-4-7973-7125-3 ］ 

Java言語プログラミングレッスン 第3版（上）
結城浩 著
400ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ベストセラー「基礎からのサーブレット/JSP」の著者によるJavaプログラ
ミングの定番教科書。これからプロを目指す人のために、豊富なサンプ
ルとイラストでJavaの基礎知識を徹底解説。

ISBN［ 978-4-7973-5927-5 ］ 

基礎からのJava 改訂版
宮本信二 著
544ページ・定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

オブジェクト指向言語としてのJavaの特徴を平易に解説。クラス、例外、
継承、スレッド、パッケージなど、Javaをマスターする上で必須といわれ
るオブジェクト指向の基礎が、簡単に理解できます。

ISBN［ 978-4-7973-7126-0 ］ 

Java言語プログラミングレッスン 第3版（下）
結城浩 著
416ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

すべてのJavaプログラマに捧ぐ、アルゴリズムとデータ構造入門書の最
高峰!!やさしく語りかける解説。スッキリ分かりやすい図表217点。適切な
サンプルプログラム102編でコーディング技術が身につき問題解決能力
が高まります。 ISBN［ 978-4-8156-0600-8］

新・明解Javaで学ぶアルゴリズムとデータ構造　第2版 
柴田望洋 著
376ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

Java・PHP

ISBN［ 978-4-8156-0084-6 ］

文法の基礎からクラス、オブジェクト指向まで、
しっかりと理解できる構成で、無理なく読み進めら
れます。わかりやすく、読みやすい解説と、動かし
て理解できる多数のサンプルプログラムで、基本
がきちんと身につきます。

やさしいJava 第7版
高橋麻奈 著
592ページ・定価：2,838円（本体2,580円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1714-1 ］

基礎からコマースサイトの作成に必要な知識まで
しっかり解説。ショッピングカートやログイン処理
の作成から、商品管理などデータベースの設定・制
御法まで、Web開発の現場で必要な知識をサンプ
ルで体験しながら学べます。

確かな力が身につく
PHP「超」入門 第2版
松浦健一郎、司ゆき 著 
360ページ・定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9897-7 ］

初心者がつまづきそうな箇所では豊富なイラスト
と図解を使って丁寧に解説しているため、途中で挫
折するようなことはありません。本書を読み終えれ
ば、本格的なPHPの入門書も簡単に読めるようにな
ります。

誰もがあきらめずに
すむPHP超入門
西沢夢路 著 
144ページ・定価：1,848円（本体1,680円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-6243-5 ］

Java言語の初心者/中級者を対象に、アルゴリズム
とデータ構造の基礎から、各アルゴリズムの特長、
Javaによる実装までを、平易な文章で詳細に解説。
紹介したすべてのアルゴリズムについてサンプル
コード掲載。

定本Javaプログラマのための
アルゴリズムと
データ構造
近藤嘉雪 著 
504ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0601-5 ］

やさしく語りかける解説、スッキリ分かりやすい図表
268点、適切なサンプルプログラム302編で、Javaの基
礎からオブジェクト指向プログラミングまでを完全マ
スター。教科書・テキストにも最適なプログラミング初
心者に向けた入門書です。

新・明解Java入門　
第２版 
柴田望洋 著
520ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0980-1 ］

「最もわかりやすいデザインパターン解説書」「オブ
ジェクト指向プログラミングとデザインパターンを
学ぶ定番の一冊」と数多くの読者、技術者から支持
されてきた技術書が、サンプルプログラムを現代の
Java言語に合わせて一新しました。

Java言語で学ぶ
デザインパターン入門
第3版
結城浩 著
560ページ・定価：4,290円（本体3,900円＋税10%）

東京情報大学、福岡工業大学、東邦大学、他採用

金沢工業大学、専門学校ＨＡＬ、日本大学、他採用

NEW
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ISBN［ 978-4-8156-0179-9 ］

絵が上手い人や絵を仕事にしている人が「よく見て
描いています」「絵で稼いでいます」などと一言で流
してしまう、絵描きにとっての「ふつう」のこと。 こ
れまで語られなかった、みんなが一番知りたい「ふ
つう」の部分を徹底的に解説しています。

絵がふつうに
上手くなる本 
よー清水 著
376ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0316-8 ］

デザインに関わるすべての人に役立つ全12章、200
点超えの作例の中につくりたいデザインが必ずあ
る！ 直感で探せてすぐ使える「イメージワード」と
「ビジュアル」でつくられた新しいデザインの本。こ
の1冊ですべてのデザインを網羅できます。

イメージをパッと形に
変えるデザイン大全
尾沢早飛 著
288ページ・定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

デザイン・ブランディング・商品開発…ロゴデザインに関わるすべての人
に役立つ！ 「平凡なロゴ」を「印象に残るロゴ」に変える知識とヒントがま
るごとわかる！ ロゴ制作の基本から、展開の仕方まで、ずっと役立つ知識
が詰まった1冊です。 ISBN［ 978-4-7973-9446-7］

ロゴデザインの教科書 
植田阿希 著
208ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

デザイナーの心構えから今の現場で使える知識まで、プロのデザイナー
になるためのすべてのノウハウがここにあります。アイデアの出し方、デ
ザインの作り方、デザインのプレゼンなど、デザインの現場の仕事術を
満載しています。 ISBN［ 978-4-7973-9679-9］

デザインの基本ノート
尾沢早飛 著
184ページ・定価：2,508円（本体2,280円＋税10%）

販促のノベルティやオリジナル同人グッズ作りに役立つ一冊です。文具か
ら食品まで、さまざまなジャンルのグッズと発注先を網羅的に160アイテム
紹介。予算感をつかみやすくするために、ロット単価の参考価格も掲載し
ています。 ISBN［ 978-4-7973-9998-1 ］

グッズ制作のアイデア事典 
スタジオハード 著 
192ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

デザインを作る上でのポイントや注意点、印刷の耐久性と制作にかかる時
間、コストまで、デザイナーに向けた特殊印刷・印刷加工の知識を取りまと
めた道標となる一冊です。たくさんの実例やサンプルとともに解説してい
ます。 ISBN［ 978-4-7973-7708-8 ］

特殊印刷・加工事典［完全保存版］
フレア、西村希美、島﨑肇則 著 
152ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

今、一番売れている配色本「配色アイデア手帖」の第3弾。仕事や趣味に
すぐ使えて、あこがれのイメージを形にできる新しい教科書です。欲しい
配色がすぐに見つかるので、世界の色や文化を扱うすべての人に役立ち
ます。 ISBN［ 978-4-8156-0326-7 ］

配色アイデア手帖 世界を彩る色と文化
桜井輝子 著
304ページ・定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

300点以上のグラフィックデザイン、Webデザイン、プロダクトデザイン、
写真を集めたプロのデザイナーが使える配色見本集です。色相、明度、彩
度、トーン、色数値、面積比など、配色を構成しているパーツまで分解して
解説しています。 ISBN［ 978-4-7973-9927-1 ］ 

配色デザイン良質見本帳
たじまちはる 著
176ページ・定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

デザイン制作

日本の配色見本と美しい言葉がたっぷり詰まった完全保存版です。日本
の伝統色、禁色と聴色、襲色目、江戸の浮世絵など、歴史とともに日本人
が育んできた色の美意識がわかります。

ISBN［ 978-4-7973-9833-5 ］

配色アイデア手帖 日本の美しい色と言葉
桜井輝子 著 
288ページ・定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

1日1分、楽しく読むだけで「一生もの」のセンスと色の教養が身につく！
365色の色と、2190個の配色の中から、あなたにピッタリの色が必ず見つ
かる！ 1日1ページ好きな時間に、好きなページから、ワクワクする「新し
い色」と出会える！ ISBN［ 978-4-8156-1274-0 ］ 

色の日めくり配色帖365 
桜井輝子 著
384ページ・定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-5142-2 ］

グラフィックワークから企画書、プレゼン資料まで
徹底的に解説します。デザイン基礎力は、一生役立
つ武器になります。これからはじめる人に読んでほ
しい、とことん丁寧な本格入門書です。

デザイン入門教室
［特別講義］
坂本伸二 著
208ページ・定価：2,035円（本体1,850円＋税10%）

静岡デザイン専門学校、拓殖大学、武庫川女子大学、他採用

ISBN［ 978-4-7973-9324-8 ］

イメージを形にできる新しい配色の教科書です。印
象別／年代別／国別／色相別と、さまざまな配色見
本が全部で3175選！ デザイン／イラスト／写真／
ビジネス／プレゼンテーション／趣味など、色を扱
うすべての人が使えます。

配色アイデア手帖
桜井輝子 著
304ページ・定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

神戸電子専門学校、九州デザイナー学院、他採用

気づいたらデザインのことがわかる5つのヒミツの切り口を紹介。自分の
頭で考えた体験が知識になる！ 解くだけで一生使える知識が学べる！ 
仕事・趣味・実用、人生のあらゆる所で役立つデザイン知識が楽しく身
につきます。 ISBN［ 978-4-8156-1447-8 ］

クイズ de デザイン
ingectar-e 著 
256ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

整列、近接、中軸、グリッドデザインといったレイアウトのルールから、
実際に使われている実例のレイアウト見本まで、基本から応用までレイ
アウトのテクニックを学べます。

ISBN［ 978-4-7973-9731-4 ］

レイアウト・デザインの教科書
米倉明男、生田信一、青柳千郷（ベーコン） 著
184ページ・定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

NEW

学校・企業向け図書カタログ
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配色、陰影、構図など12の基礎練習法、木、草花、川など26の自然物の描
き方、草原、夜空、廃墟、城など7シーンのメイキングにより、なんでも描
けるようになるプロの技術を全解剖しています！

ISBN［ 978-4-8156-0306-9］

基礎から実践まで全網羅 背景の描き方 
高原さと 著
256ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

イラスト技法

ISBN［ 978-4-8156-0716-6 ］

キャラデザの神技をまるごと明かす!　髪の作画に
定評のあるキャラクターデザイナーParyiが、どのよ
うに考え、どのように描いているか、演出と構図の
アイデアも盛りだくさんに、基本もこだわりもまと
めて語りつくします。

Paryiが全力で教える
「髪」の描き方 
Paryi 著 
152ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9985-1 ］

手の作画に定評のあるトップアニメーター・加々
美高浩が、どのように考え、どのように描いている
か、基本もこだわりもしっかりとまとめて明かしま
す。「解説付き作画動画」と「手のポーズ写真素材
集」のダウンロード特典付き。

加々美高浩が全力で
教える「手」の描き方
加々美高浩 著
144ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1728-8 ］

初心者にも中上級者にも、すべてのCLIP STUDIO 
PAINT PRO/EXユーザーに役立つ一冊。必ず押さえ
ておきたい基本ワザから、効率アップの便利ワザま
で、選りすぐってQA事典形式で網羅。

CLIP STUDIO PAINTの
「良ワザ」事典 第3版 
［PRO/EX対応］
株式会社レミック、平井太朗 著 
216ページ・定価：2,288円（本体2,080円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0567-4 ］

前著より一歩進んだ手の描き方、前著では語れな
かった腕の描き方や影つけの技術、それらを使って
一瞬で心に刻まれる「スゴい手」を描くための秘訣ま
でを語りつくします。

加々美高浩が
もっと全力で教える
「スゴい手」の描き方
加々美高浩 著 
144ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1445-4 ］

光と影を織りなす美しい絵作りの心得。色気をまと
う美麗な男子キャライラストを多数発表し話題の
作家が、何を考えどのように描いているか、神慶流
の厚塗りの基本からこだわりまでをしっかり教えま
す。

神慶がしっかり教える
「厚塗り」の秘訣
神慶 著 
144ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-7229-8 ］

背景要素の一つひとつの描き方を事典形式で丁寧
に解説しました。背景を描くために知っておきたい
知識・ノウハウと、背景を描くときに使いこなしたい
Photoshopの実践テクニックがわかります。

デジタルイラストの
「背景」描き方事典
出雲寺ぜんすけ 著 
200ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0663-3 ］

キャラクターイラストを描くときに役立つ考え方
やテクニックを、100人以上のイラストレーターに
リサーチして収集、200のノウハウにまとめました。
知っているだけでレベルアップする知識が基礎から
応用まで満載です。

キャライラストを上手く
描くためのノウハウ図鑑 
サイドランチ 著
216ページ・定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

タッチがまる見え76本の動画付き！ 多様なタッチの実力派プロ絵師10人
のとっておきのテクニックが満載。「肌」「髪」「瞳」など部位ごとに分けた
手順解説で本物の塗りが全部わかる1冊です。

ISBN［ 978-4-8156-0425-7 ］

デジタルイラストの「キャラ塗り」最強事典 
株式会社レミック 著
224ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

キャラクターの魅力を引き上げながら一枚のイラストに仕上げるため
に知っておきたい背景描画のノウハウを、さまざまなゲーム、アニメに
携わる気鋭のイラストレーター、よー清水がメイキング形式でじっくり
丁寧に解説します。 ISBN［ 978-4-7973-9150-3 ］

「キャラの背景」描き方教室
よー清水 著 
208ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

おなか絵師のいつもの塗り方がわかる！ 肌だけではない技や考え方もつ
かめる！ 彩色のスペシャリストが明かす目を奪う映え肌のノウハウが、
効率的かつ分かりやすく大ボリュームで収録された1冊です。

ISBN［ 978-4-7973-9755-0］ 

mignonがしっかり教える「肌塗り」の秘訣 
mignon 著
144ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

NEWNEW
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ISBN［ 978-4-7973-9724-6 ］

Photoshopの使い方とデジタル画像の基礎知識を
解説。人気講師が教える「手を動かしながら学ぶ授
業」です。各ツールの基本機能から、実務で使える
鉄板の応用技まで、この一冊で必ず習得できます。

Photoshop 
しっかり入門
増補改訂第２版 【CC完全対応】
［Mac & Windows対応］ 
まきのゆみ 著
252ページ・定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9826-7 ］

「必修の基本テクニック」から「ワンランク上のプロ技」
まで完全網羅しています。すべての手順・考え方を丁寧
に解説していますので、この一冊でPhotoshopを使いこ
なせるようになります。最新バージョンに完全対応。

Photoshop 
10年使える逆引き手帖
【CC完全対応】
［Mac & Windows対応］ 
藤本圭 著
368ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9725-3 ］

はじめてIllustratorに触れる人を対象とした超入門書
です。Illustratorの各ツールの基本機能から、実務で
使える鉄板の応用技まで、この一冊でIllustratorの基
本は必ず習得できます。最新のCCに完全対応。

Illustrator 
しっかり入門
増補改訂第２版 【CC完全対応】
［Mac & Windows対応］ 
高野雅弘 著
248ページ・定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9827-4 ］

多くの読者に好評の「丁寧な解説」と「わかりやす
い作例」で、初心者でも絶対につまづきません。こ
れからIllustratorを習得する人や、一度チャレンジし
たけど挫折した人におすすめの一冊です。

Illustrator 
10年使える逆引き手帖
【CC完全対応】
［Mac & Windows対応］ 
高野雅弘 著
352ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0732-6 ］

すぐに使えるレタッチの基本から、一瞬で目を奪わ
れるプロレベルの作品まで、レタッチの基本、加工、
合成、人物、風景、ロゴ・パーツ、コラージュ、3D、最
新表現テクニックなど、Photoshopに関するあらゆる
スキルが、この1冊で全て習得できます。

Photoshop
レタッチ・加工
アイデア図鑑［第2版］
楠田諭史 著
336ページ・定価：2,695円（本体2,450円＋税10%）

Photoshop・Illustrator

教科書・テキストご選定に
『見本書籍試読サービス』をご活用ください！
● 表紙・P.2のサービス紹介ご参照のうえ、是非、ご登録ください！

ご登録はこちらから！▶ https://ul.sbcr.jp/text

ISBN［ 978-4-8156-0766-1 ］
デザインが作れない、操作手順がわからない、セン
スがない…とお悩みの方に向けた、手を動かすから
身につく、プロの技が一気に学べる1冊です。役立
つテクニック92Recipes、学習する上で役立つ情報
が「全部」揃っています!

Illustrator & Photoshop
デザインの作り方 
アイデア図鑑
上司ニシグチ、長井康行、楠田諭史、森一機 著 
312ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9727-7 ］

Illustratorにはじめて触れる人を対象に、操作の基本
やテクニックを紹介します。ペン、ブラシ、文字な
どの基本的なツールの使い方を中心に、Illustrator初
心者が最初に覚えるべきことを盛り込んでいます。

Illustrator 
はじめての教科書
齋藤香織 著
152ページ・定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

これからPhotoshopをはじめる初心者に最適の入門書です。これさえ覚
えておけばPhotoshopが理解できるというポイントを厳選して紹介して
いきます。実際に手を動かしながら、Photoshopの基本が確実に身につ
きます。 ISBN［ 978-4-7973-9726-0 ］

Photoshop はじめての教科書
齋藤香織 著
176ページ・定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1564-2 ］

簡単に作れる見栄えのいい作例から、リアルな質感、
手描き加工、アナログ加工、光加工、テクスチャ作
成、文字と線のアレンジ、操作テクニックなど、なん
でも作れるビジュアルデザインテクニックを完全網
羅！

Photoshop & Illustrator
デザインテクニック大全
［増補完全版］
楠田諭史 著
328ページ・定価：2,750円（本体2,500円＋税10%）

静岡デザイン専門学校、名古屋学芸大学、他採用明星大学、新潟デザイン専門学校、共立女子大学、他採用

関西大学、武庫川女子大学、他採用秋田商業高校、他採用

東北芸術工科大学、宮崎情報ビジネス専門学校、他採用
NEW
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スマートフォン時代に求められる、HTMLを組むとき
の考え方からCSSの実践的なテクニックまでをきち
んと解説しています。たくさんのサンプルコードに
触れることで、最新の、実践で役立つ力がきちんと
身につきます。

ISBN［ 978-4-8156-0940-5 ］

基礎知識から体系的に学べる基本とテーマの使い
方、最新技術に対応したサイト全体をカスタマイズ
できるフルサイト編集など、見てもらえるサイトの作
り方からセキュリテイ、トラブル対策まで。ゼロから
はじめて、すぐにWebサイトが作れます!

1冊ですべて身につく
WordPress入門講座 
Mana 著
344ページ・定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9889-2 ］

Web界隈やデザイナーに大人気! Web関連の情報
やデザインについて学べる『Webクリエイターボッ
クス』の中の人、Manaによる渾身のHTML & CSSと
Webデザインの解説書です。

1冊ですべて身につく 
HTML & CSSと
Webデザイン入門講座
Mana 著
280ページ・定価：2,486円（本体2,260円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0614-5 ］

Web界隈やデザイナーに大人気！Web関連の情報や
デザインについて学べる『Webクリエイターボック
ス』の管理人Manaによる、渾身のHTML & CSSとWeb
デザインの実践知識が一気に学べる1冊です。

ほんの一手間で劇的に変わる
HTML & CSSと
Webデザイン実践講座 
Mana 著
352ページ・定価：2,728円（本体2,480円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9524-2 ］

本書で学びながらサンプルファイルにコードを書
いていくことで、HTMLとCSSの基礎を完全習得して
デザイン性の高いWebサイトを作れます。最新バー
ジョンのHTML5とCSS3をベースに学んでいきます。

本当によくわかる
HTML＆CSSの
教科書
鈴木介翔 著
260ページ・定価：1,958円（本体1,780円＋税10%）

スラスラわかる
HTML&CSSのきほん 
第3版
狩野祐東 著
336ページ・定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0298-7 ］

「Webサイトを作ってみたい」と思っている人から、
「一度WordPressを触ってみたけど挫折した」という
人まで、手順通りに操作するだけで本格サイトが作
れます。プログラミング知識は一切不要。ver.5.x完
全対応。

本当によくわかる
WordPressの教科書 
改訂2版 
赤司達彦 著 
296ページ・定価：1,738円（本体1,580円＋税10%）

いちばんよくわかる
HTML5＆CSS3
デザインきちんと入門
狩野祐東 著 
280ページ・定価：2,728円（本体2,480円＋税10%）

レイアウト4原則に、ユーザーの心を動かす写真と図版、タイポグラフィ
の使い方・選び方など、技術的な話からマーケティングの知識まで、こ
れからはじめる人、一気に学びたい人へ、一生使えるWebデザインのテ
クニック集。 ISBN［ 978-4-8156-0961-0］

いちばんよくわかるWebデザインの基本きちんと入門［第2版］
伊藤庄平、益子貴寛、宮田優希、伊藤由暁、久保知己 著 
256ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

Webデザインに関わる全ての人に向けた想像力を高める最新の良質サイ
ト429選！優れた実例を見ることは新しい作品を生み出す力になります。
これからはじめる人に、打ち合わせのお供に、困った時のアイデア出しに
オススメです。 ISBN［ 978-4-8156-0909-2］

Webデザイン良質見本帳［第2版］
久保田涼子 著
208ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

北海道情報専門学校、京都コンピュータ学院、他採用

ISBN［ 978-4-7973-8854-1 ］

Web制作

ISBN［ 978-4-8156-1165-1 ］
ストーリーに沿ってWebサイト作りとHTML&CSSの基
本がスラスラ学べる入門書の決定版！現代のトレン
ドにあわせて制作するサイトを一新。PC・モバイル
端末に対応したサイト作りの全手順を、図入りでと
ことん丁寧に解説。

船橋情報ビジネス専門学校、愛知学院大学、他採用

ISBN［ 978-4-8156-1522-2 ］

Webサイト制作の基本知識やWordPressの操作方法
を操作画面や図を用いて一つひとつ丁寧に解説。
現代にあったデザインのサンプルファイルを用意
し、初心者でも基本を学びながら、きれいなWebサ
イトが作れる構成です。

ゼロから学ぶ 
はじめてのWordPress
泰道ゆりか 著 
352ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

専門学校HAL、電子開発学園、福井工業大学、他採用 香川短期大学、山口コアカレッジ、太成学院大学、他採用

筑波研究学園専門学校、他採用

NEW

NEW
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Web制作

ネットワーク・セキュリティ

ISBN［ 978-4-8156-1336-5 ］

Vue.jsの中核である、ページを構成するUI部品「コン
ポーネント」、本格的なアプリ開発で必要となる要素
までを網羅的に解説。いま学んでおきたいJavaScript
フレームワーク「Vue.js」のエッセンスを一冊に詰め
込みました。

これからはじめる
Vue.js 3実践入門 
山田祥寛 著
550ページ・定価：3,740円（本体3,400円＋税10%）

「とことん丁寧」「ステップアップ解説」だから、知識ゼロからでも本当に
よくわかります。jQueryのトップクリエイターが、基本的な仕組みから、
実務で活かせる珠玉のテクニックまでを徹底詳解します。

ISBN［ 978-4-7973-7221-2 ］

jQuery最高の教科書
株式会社シフトブレイン 著
320ページ・定価：2,838円（本体2,580円＋税10%）

3万部突破のベストセラー『JavaScript「超」入門』待望の改訂版です。
JavaScript ES6（ES2015）に対応。ES6の機能・文法のうち、入門者向け
にやさしいところ、便利なところをやさしく紹介します。

ISBN［ 978-4-8156-0157-7 ］

確かな力が身につくJavaScript「超」入門 第2版
狩野祐東 著 
336ページ・定価：2,728円（本体2,480円＋税10%）

UdemyのReactコースで最高評価獲得の著者がモダンJavaScriptの基礎か
らTypeScriptの実践的な内容までしっかり解説！ 現場のシチュエーション
ベースで技術を解説、実務で必要となる知識を意識しながら学習を進め
られます。 ISBN［ 978-4-8156-1072-2］

モダンJavaScriptの基本から始める React実践の教科書
じゃけぇ（岡田拓巳） 著 
272ページ・定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1619-9 ］

スイッチ、ルータ、セキュリティ、IP電話、無線LAN
まで、現在の企業ネットワークを理解するための重
要事項を体系的にやさしく解説。たくさんの図解と
写真を通してネットワークが理解できる、初心者必
読の一冊です！

ネットワーク
超入門講座 第5版
三上信男 著 
320ページ・定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9607-2 ］

スラスラわかる
ネットワーク＆TCP/IP
のきほん 第2版
リブロワークス 著
200ページ・定価：2,090円（本体1,900円＋税10%）

コンピューターネットワークの基礎と「TCP/IP」につ
いて徹底的にイラストで解説した、イメージで楽し
く学べる入門書の決定版です。やさしいけれど内容
はしっかり充実していますので、一冊で基礎がしっ
かり身につきます。

金沢工業大学、中部大学、神奈川大学、他採用

ISBN［ 978-4-7973-9380-4 ］

ネットワーク、TCP/IPに関する知識がエンジニアには
必須です。本書は、TCP/IPに関する解説を中心に、有
線LAN、無線LAN、セキュリティといった項目に関し、
エンジニアを対象とした解説を行います。

ネットワークが
よくわかる教科書
福永勇二 著
332ページ・定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

愛知県立大学、東北学院大学、桜美林大学、他採用

JavaScriptの要点をフロントエンドからバックエンドまでしっかり学べる
約600ページの圧倒的情報量の一冊。言語仕様、通信処理、開発演習と、
開発に必要な知識と技術を「この1冊」に完全集約しています。

ISBN［ 978-4-8156-0763-0］

JavaScript［完全］入門
柳井政和 著
568ページ・定価：2,948円（本体2,680円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9515-0 ］

入門者を対象に手を動かしながら、学べる形式をと
ります。冗長な解説は避け、なるべく簡潔にして読
者を飽きさせない切り口で解説していきます。

本当によくわかる
JavaScriptの教科書
ENTACL GRAPHICXXX 著 
240ページ・定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0497-4 ］

コンピューターネットワークにかかわるすべての人
のための、TCP/IPがしっかり学べる入門書。400点
以上の図を用いて徹底的にわかりやすく解説。オー
ルカラーで読みやすく充実した、実務で役立つ決
定版！

図解入門TCP/IP 
みやたひろし 著
432ページ・定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

日本工学院、他採用

産業技術短期大学、金沢学院大学、岡山理科大学、他採用 水戸電子専門学校、名古屋女子大学、他採用

神戸電子専門学校、名古屋工学院専門学校、他採用

NEW

学校・企業向け図書カタログ
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ネットワーク・セキュリティ

現場の知識・経験・ノウハウを凝縮した「実践の教科書」。基礎となる考え方
とさまざまな環境に転用可能なスタンダードな構成・機器・機能についての
動作試験を学ぶことで、現場に通用する知識を効率的かつ手早く身につけ
ることができます。 ISBN［ 978-4-8156-0920-7］

インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク「動作試験」入門 
みやたひろし 著
328ページ・定価：3,190円（本体2,900円＋税10%）

Webの全体像から、HTTPでやりとりする仕組み、さまざまなデータ形式、
Webアプリケーションの開発、セキュリティ、システムの構築・運用まで、
これからWebにかかわる人が知っておきたい知識を丸ごと解説していま
す。 ISBN［ 978-4-7973-8881-7 ］

イラスト図解式 この一冊で全部わかる Web技術の基本
小林恭平、坂本陽 著／佐々木拓郎 監修 
192ページ・定価：1,848円（本体1,680円＋税10%）

専門用語の意味や、Webサイトの設計・構築の考え方や進め方、デザイ
ンの発注からディレクション、成果を上げる運用方法まで、多数のWebサ
イトの制作・運用に携わってきたプロが教える、Web制作入門書の決定
版！ ISBN［ 978-4-8156-0955-9 ］

イラスト図解式 この一冊で全部わかるWeb制作と運用の基本
NRIネットコム株式会社　小出修平、塚田一政、時津祐己、羽廣憲世 著
192ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

クラウドの基礎知識から、代表的なサービスの種類、クラウドを支える
さまざまな技術、クラウド導入の考え方、各クラウド事業者の特徴、業種
別・目的別のクラウド導入例まで、知っておきたい知識をこの一冊で丸
ごと解説しています。 ISBN［ 978-4-7973-9999-8 ］ 

イラスト図解式 この一冊で全部わかるクラウドの基本 第2版
林雅之 著
192ページ・定価：1,848円（本体1,680円＋税10%）

セキュリティの基礎知識を「防御」「観測」「攻撃」の3つに大別して説明
していきます。なぜセキュリティが必要なのか。どのようにしてセキュリ
ティは確保されているのか。その仕組みを重要用語とともに図解で解説
します。 ISBN［ 978-4-7973-8880-0 ］ 

イラスト図解式 この一冊で全部わかるセキュリティの基本
みやもとくにお、大久保隆夫 著
192ページ・定価：1,848円（本体1,680円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1574-1 ］

社内サーバー、公開サーバーの種類や役割、セキュ
リティ、障害から守る仕組み、運用、クラウド、仮想
化、コンテナなど、サーバーにかかわる人が知って
おきたい知識を一冊で丸ごと解説！すべての項目の
解説は、徹底的にイラスト図解化。

イラスト図解式 
この一冊で全部わかる
サーバーの基本 第2版
きはしまさひろ 著
192ページ・定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0765-4 ］

AWSにおけるコンテナ環境の設計・構築のノウハウ
を凝縮、基本から実践的な知識までしっかりと学べ
ます。トップレベルのエンジニアの知識をふんだん
に盛り込んだ、ここだけでしか学べない内容が盛り
だくさんの一冊です。

AWSコンテナ設計・
構築［本格］入門 
株式会社野村総合研究所　新井雅也、馬勝淳史 著 
440ページ・定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

現代のネットワークを社内LAN、インターネット接続、サーバーLAN、拠
点間接続の4つに分け、それぞれの構成の最適解を提示します。ネット
ワークの物理設計・論理設計・運用管理のポイントがわかります。

ISBN［ 978-4-7973-8284-6 ］

インフラ/ネットワークエンジニアのためのネットワーク・デザインパターン
みやたひろし 著
432ページ・定価：3,740円（本体3,400円＋税10%）

TCP/IP、LANの基礎から、企業ネットワークの全体
像、代表的なネットワーク機器、プロトコル、構築、
運用、セキュリティなど、これからネットワークにか
かわる人が知っておきたい知識をこの一冊で丸ごと
解説しています。

籠谷大学、埼玉工業大学、高松大学、他採用

イラスト図解式 
この一冊で全部わかる
ネットワークの基本
福永勇二 著
192ページ・定価：1,848円（本体1,680円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-8667-7 ］

実務経験豊富な著者が、生きたノウハウを丁寧に解
説。全体像と実務における心構え、現場で役立つ手
法、作業手順など、いま情報システムの現場で求め
られるネットワークの運用管理・保守について、1冊
ですべて学べる入門書。

ISBN［ 978-4-7973-9071-1 ］

これからパケット解析を始める人を対象に、パ
ケットキャプチャツールのデファクトスタンダード
「Wireshark」の使い方や、実際に現場で見かけるパ
ケットを理解するうえで必要な知識を、じっくり丁
寧に解説します。

パケットキャプチャの
教科書
みやたひろし 著 
384ページ・定価：3,278円（本体2,980円＋税10%）

東京電機大学、玉川大学、東京工科大学、他採用

1冊ですべてわかる
ネットワーク運用・
保守の基本 
岡野新 著
232ページ・定価：2,486円（本体2,260円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0426-4 ］

VLAN設計、アドレス設計、冗長化、仮想化など、オン
プレミスなサーバサイトのネットワーク構築に必要な
基礎技術と設計のポイントを、実際の構成例をもと
に図を用いて徹底解説。高速化設計や最適化設計に
ついても説明しています。

仙台高等専門学校、京都コンピュータ学院、他採用

ISBN［ 978-4-7973-9680-5 ］

インフラ/ネットワークエンジニアのための
ネットワーク技術＆
設計入門 第2版 
みやたひろし 著 
480ページ・定価：3,300円（本体3,000円＋税10%）

2022-23Book Selection
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使い方がよくわかる充実の使用例、初心者にやさしい基礎知識、“困っ
た”を解決する丁寧な解説。Excel関数全486個を充実した使用例で分か
りやすく解説した1冊です。

ISBN［ 978-4-8156-0894-1］

いちばん詳しいExcel関数大事典
国本温子 著
464ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

Excelを使用するうえで必要不可欠な最重要の基本テクニックから、作
業効率を劇的に向上する時短ワザ、ワンランク上のプロ技などを完全網
羅。必要なことは、この一冊にすべて入っています。

ISBN［ 978-4-7973-9910-3 ］

Excel［実践ビジネス入門講座］ 【完全版】
土屋和人 著 
368ページ・定価：1,320円（本体1,200円＋税10%）

Offi  ce

ISBN［ 978-4-8156-1353-2 ］

日々のExcelに費やす時間がもし20％短くなったら、
どれくらいの業務量をカットことができるでしょ
う？　本書は、日々の業務を改善し、効率的に進め
るための、現場で役立つ、即効性の高いテクニック
を掲載しています。

改善Excel
橋本由夏 著 
240ページ・定価：1,694円（本体1,540円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0113-3 ］

ビジネスシーンで登場しがちな約50個の例題を用い
ながら、要約統計量、正規分布、中心極限定理、推
計統計、多変量解析、推定と検定など統計学の基礎
を網羅する本格的な入門書です。

Excelで学ぶ
統計解析本格入門
日花弘子 著
372ページ・定価：2,948円（本体2,680円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0285-7 ］

難しい統計理論は横に置いておいて、とにかくビ
ジネスで結果を出したい人のために、Excelのデー
タ分析機能を徹底的に解説します。またサンプル
と使用している約30個の事例は、実際にビジネス
シーンで登場するものばかりです。

Excelで学ぶ
データ分析本格入門
日花弘子 著 
376ページ・定価：2,948円（本体2,680円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1667-0 ］

VLOOKUP関数の完全上位互換関数のXLOOKUP関
数。その仕組み、使い方、応用的な利用法までを解
説。付随する様々な業務効率アップテクニックも
併せて紹介。スピーディーなデータ抽出で業務効
率アップ！

最強のデータ抽出関数
XLOOKUP関数
しっかりマスター
立山秀利 著 
232ページ・定価：1,485円（本体1,350円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1233-7 ］

データの作成・分析のための知識（バックボーンとな
る統計の知識）をしっかりと解説。面倒かつ手間のか
かるデータ作成を、エクセルの機能を活かして正確
かつ効率的に行うためのデータ整理や可視化など、
データを活かす手法も掲載。

Excel 
データ分析の教科書
日花弘子 著
432ページ・定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1740-0 ］

関数の基本/ビジネスで役立つ厳選関数/データ集
計のプロ技/数値処理/条件分岐/日付・時刻の計算
など、ワンランク上の関数組み合わせ術。日々の作
業効率を劇的に改善する基本操作+時短ワザ+活用
テクが満載。

Excel関数+組み合わせ術 
[実践ビジネス入門講座]
【完全版】 ［第2版］
きたみあきこ 著 
368ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1730-1 ］

「基礎力」と「実践力」がいっきに身につく!「こんな
教科書がほしかった」と話題沸騰!「マクロの基本」
から「処理の自動化」まで、使えるスキルが学べる
本気の授業!丁寧な解説にこだわった渾身の一冊で
す!

Excel マクロ＆VBA　
［実践ビジネス入門講座］
【完全版】  第2版
国本温子 著 
432ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1566-6 ］
世界最高峰の職場で叩き込まれた「基本ルール」と
「実践テクニック」を余すことなく一挙に解説。あら
ゆる分野のビジネスで即活用できる業務直結のノウ
ハウと珠玉のテクニックが満載！「もっと早く知りた
かった! 」と話題沸騰！

Excel
最強の教科書［完全版］
【2nd Edition】 
藤井直弥、大山啓介 著
360ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

美作大学、河原電子ビジネス専門学校、他採用

NEW

NEW NEW

NEW

産業能率大学、長崎大学、近畿大学、他採用東京理科大学、高崎商科大学、上智大学、他採用

学校・企業向け図書カタログ
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はじめてパソコンを使う人に楽しい使い方をやさしくとことん丁寧に紹介。
読みやすい大きな文字で、つまずきやすい操作も丁寧にフォロー。多くの
人がパソコンでやりたいことを徹底的に研究し、楽しく、役立つ内容に仕
上げています。 ISBN［ 978-4-8156-1085-2］

いちばんやさしいパソコン超入門　ウィンドウズ 11対応
リブロワークス 著
256ページ・定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

操作の基本を優しく丁寧に解説。はじめてワードやエクセルに触れる人
に最適な入門書。第１章から順番に進めるもよし、知りたい項目を選んで
読み進めるもよし、自分のペースで学習を進めることができます。Office 
2021に対応。 ISBN［ 978-4-8156-1385-3］

いちばんやさしいワード＆エクセル超入門 Offi  ce 2021／Microsoft 365対応
早田絵里、大石賢治 著
272ページ・定価：1,518円（本体1,380円＋税10%）

操作の基本を優しく丁寧に解説。はじめてエクセルに触れる人に最適な
入門書。ゼロから！見やすく！自由に！知識ゼロからでも安心して読み進
めることができます。大きな文字と画面を使った見やすいページデザイ
ンを採用。 ISBN［ 978-4-8156-1383-9］

いちばんやさしいエクセル超入門  Offi  ce 2021／Microsoft 365対応
早田絵里 著
216ページ・定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

ビジネス＆日常使いに必須の「Word」最新版2021バージョン完全対応！
「誰でも」「すぐに」「役に立つ」Wordの操作・活用方法をお教えします！
スッキリ見やすい手順操作の紙面で、基本から使いこなしまでを、やさし
く丁寧に解説。 ISBN［ 978-4-8156-1391-4］

Word 2021 やさしい教科書 ［Offi  ce 2021／Microsoft 365対応］
国本温子 著
360ページ・定価：1,298円（本体1,180円＋税10%）

マクロの基本から、すぐに仕事に使える技まで、はじめてマクロの作成に
チャレンジする人に必要な知識を、厳選して解説している無理なく「やさ
しく学べる」、初心者のためのマクロ・VBA入門書です。最新のExcel 2021
に対応! ISBN［ 978-4-8156-1384-6］

Excel マクロ＆VBA やさしい教科書 ［2021／2019／2016／Microsoft 365対応］
古川順平 著
344ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

Offi  ce

Windows 11の基本操作から、インターネット、クラウドサービス、ビデオ
会議、写真・動画の編集、周辺機器の利用法などなど、Windows 11を便
利に使うための情報が満載。初心者の方の強い味方として、是非お役立
てください！ ISBN［ 978-4-8156-1887-2 ］

Windows 11 やさしい教科書 ［改訂第2版 Home／Pro対応］
リブロワークス 著 
328ページ・定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

実務に役立つ情報を一冊に凝縮！ WordとExcelを徹底的に使いこなす
情報を一冊に満載！Offi ce 2021／2019／2016／Microsoft 365に対応し
たWord＆Excelの完全ガイドです。

ISBN［ 978-4-8156-1387-7 ］

Word＆Excel 完全ガイド　改訂第2版［Offi  ce 2021／2019／2016／Microsoft 365対応］
国本温子 著 
520ページ・定価：2,178円（本体1,980円＋税10%）

一日でかなりの時間をメールに使っている人は多いでしょう。Outlookに
は時短につながるさまざまな機能が用意されています。すべてのメール
処理に使えるテクニックを、手順解説ではじめての人にもわかりやすく
解説。 ISBN［ 978-4-8156-1389-1 ］

Outlook 2021 やさしい教科書［Offi  ce 2021／Microsoft 365対応］
橋本和則 著 
336ページ・定価：1,628円（本体1,480円＋税10%）

時短につながる機能・操作を圧倒的な情報量で解説！豊富なTips、用語
集、ショートカットキー一覧など、情報が満載。実務に役立つ機能を完全
紹介！ Excel 2021／2019／2016／Microsoft 365に対応

ISBN［ 978-4-8156-1388-4 ］

Excel完全ガイド　改訂第3版［Offi  ce 2021／2019／2016／Microsoft 365対応］
門脇香奈子 著 
368ページ・定価：1,628円（本体1,480円＋税10%）

文字の入力や図形の配置など、丁寧な操作方法の解説で、知識ゼロから
でも安心して読み進めることができます。この一冊ではじめられる、はじ
めてパワーポイントに触れる人に最適な入門書。

ISBN［ 978-4-8156-1618-2 ］

いちばんやさしいパワーポイント超入門 Offi  ce 2021／Microsoft 365対応
早田絵里 著 
224ページ・定価：1,430円（本体1,300円＋税10%）

PC利用における主要3大ソフト、ワード&エクセル&パワーポイントの操
作方法を1冊にまとめた優しく丁寧な解説書。はじめての人に最適な入門
書です。Offi ce 2021に対応で、この一冊ではじめられます!

ISBN［ 978-4-8156-1616-8 ］

いちばんやさしいワード＆エクセル＆パワーポイント超入門 Offi  ce 2021／Microsoft 365対応
早田絵里・大石賢治 著 
336ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

文字や数値の入力から、丁寧な操作方法の解説で、知識ゼロからでも安
心して読み進めることができます。大きな文字と画面を使った見やすい
ページデザインを採用。必要なポイントを手早く学ぶことができます。

ISBN［ 978-4-8156-1617-5 ］

いちばんやさしいワード超入門 Offi  ce 2021／Microsoft 365対応
大石賢治 著 
224ページ・定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1273-3 ］
基本から便利な使い方まで、この一冊で確実に身に
つく！やさしく学べて、実務に生かせる。とことん丁
寧に作られた「やさしい教科書」です。Excel 2021を
これから学ぶ人の最良の一冊！わかりやすさに自信
があります!

Excel 2021 
やさしい教科書 
［Offi  ce 2021／Microsoft 365対応］
門脇香奈子 著
340ページ・定価：1,298円（本体1,180円＋税10%）

京都コンピュータ学院、他採用

ISBN［ 978-4-8156-1386-0 ］

ワープロソフト「Word」と表計算ソフト「Excel」の基
本操作から便利な使いこなしまでを一冊に凝縮。2つ
のアプリケーションの操作の基本から業務で役立つ
便利な使い方まで、1冊で確実に身につきます。Office 
2021/Microsoft 365対応版。

Word & Excel 2021 
やさしい教科書 
［Offi  ce 2021／Microsoft 365対応］
国本温子、門脇香奈子 著
552ページ・定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1390-7 ］

シンプルなスライド作りからはじめ、画像の挿入・
編集、表やグラフの作成、効果的なアニメーション
の使い方、プレゼンテーションの実行まで、一冊で
すべて身につきます。これからはじめる方に最適な
一冊。

PowerPoint 2021 
やさしい教科書 
［Offi  ce 2021／Microsoft 365対応］
リブロワークス 著 
328ページ・定価：1,298円（本体1,180円＋税10%）

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW
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受講生から絶大な支持を得る著者が、最短で、確実に合格するためのノ
ウハウを完全公開。10年以上の講師経験のすべてを一冊に集約し、多く
の図解&フルカラーでわかりやすく解説しています。重要用語が消える
“赤シート”付き。 ISBN［ 978-4-8156-0386-1］ 

いちばんやさしい 第2種電気工事士【筆記試験】最短テキスト＆出る順過去問集 改訂新版
ねしめ重之 著
336ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

資格試験

2021年に改訂「SOA-C02」試験に対応した試験対策教科書。合格に必要
な豊富な運用経験と深い知識を持った著者が、ポイントになる知識と解答
の考え方を理解できるように構成。練習問題と模擬問題で知識を解答に
つなげる力がしっかりと身につきます。 ISBN［ 978-4-8156-0908-5］

AWS認定資格試験テキスト　AWS認定SysOpsアドミニストレーター - アソシエイト 
佐々木拓郎、小西秀和、安藤裕紀、志水友輔、吉竹直樹、北條学男、木美雄太、手塚拓也 著
360ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

出題範囲を網羅して、具体的な要件や課題を考えながら最適な回答に
たどり着くように丁寧に解説しています。ケースを想定した章末の練習
問題や巻末の模擬試験で、合格に必要な応用力が確実に身に付く構成
です。 ISBN［ 978-4-8156-0906-1］

AWS認定資格試験テキスト＆問題集　AWS認定ソリューションアーキテクト  プロフェッショナル
山下光洋 著 
424ページ・定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

※書籍に関する情報、スケジュール等、予告なく変更となる場合があります
ISBN［ 978-4-8156-1341-9 ］

【オラクル認定資格試験対策書】ORACLE MASTER Bronze 完全詳解+精選問題集
［試験番号：1Z0-085-JPN: Bronze DBA Oracle Database Fundamentals］
(オラクルマスタースタディガイド)
エディフィストラーニング株式会社 著　
400ページ・予価：3,960円（本体予価3,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1840-7 ］
『ITパスポート』試験に「最短で確実に合格」するため
のノウハウを完全解説！ITの知識がまったくない、未
経験者や学生、新社会人の方でもスラスラと学習を
進めることができるよう、初歩の初歩からとことん
丁寧に解説しています。

【令和５年度】 
いちばんやさしい ITパスポート
絶対合格の教科書＋出る順問題集
高橋京介 著 
560ページ・定価：1,738円（本体1,580円＋税10%）

東京情報大学、札幌大学、大阪経済法科大学、他採用

ISBN［ 978-4-8156-1841-4 ］

『基本情報技術者』試験に「最短で確実に合格」する
ための試験対策本。ITの知識がまったくない、未経
験者や学生、新社会人の方でもスラスラと学習を進
めることができるよう、とことん丁寧な解説と頻出
の過去問を徹底研究。

【令和５年度】 
いちばんやさしい 基本情報技術者
絶対合格の教科書＋出る順問題集
高橋京介 著 
720ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

AWS認定資格試験テキスト
AWS認定 
クラウドプラクティショナー 
山下光洋、海老原寛之 著 
288ページ・定価：2,618円（本体2,380円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9740-6 ］

AWSの利用に必要な「クラウドの概念」「セキュリ
ティ」「テクノロジー」「請求と料金」といったカテゴ
リを丁寧に解説。考え方が理解できるように構成し
た解説と練習問題で解答につなげる力がしっかり
身につきます。

Cisco試験対策 
Cisco CCNA問題集 
［200-301 CCNA］対応
Gene、松田千賀 著 
760ページ・定価：3,960円（本体3,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0736-4 ］

新試験範囲［CCNA 200-301］に完全対応。CCNA試
験で問われる幅広い内容について、一冊で試験範囲
をカバーし、本番試験の傾向を考慮した実践的な問
題を取り揃えています。CCNAを効率よく取得したい
人にお勧めです。

AWS認定資格試験テキスト
AWS認定ソリューションアーキテクト - 
アソシエイト　改訂第2版
佐々木拓郎、林晋一郎、金澤圭 著
344ページ・定価：2,618円（本体2,380円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0738-8 ］

新しい「SAA-C02」試験に対応した試験対策書。実
際にAWSを使ったシステムの豊富な構築経験と深
い知識を持った著者が、合格のポイントになる知
識と解答の考え方を練習問題と模擬問題でしっか
り解説。

ISBN［ 978-4-8156-1167-5 ］

豊富な指導経験を有する講師・AI専門家による体系
的かつ懇切丁寧な解説による感激のわかりやすさ! 
最新のシラバスに完全対応したテキストと問題解
説全入りの、最もわかりやすく充実した内容を目指
した最強テキストです。

ディープラーニングG検定（ジェネラリスト）
最強の合格テキスト［明瞭解説+良質問題］ 
ヤン ジャクリン、上野勉 著 
472ページ・定価：2,860円（本体2,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1086-9 ］

クラウドの基本的な解説から、業務で活用するのに
必要な知識までしっかり丁寧に解説。練習問題と模
擬試験の具体的な解答解説で、試験の合格ポイント
になる知識を解答につなげる力がしっかりと身につ
きます。

Microsoft認定資格試験テキスト
AZ-900：Microsoft Azure 
Fundamentals 
須谷聡史、富岡洋、佐藤雅信 著
292ページ・定価：2,530円（本体2,300円＋税10%）

NEW

NEW

東京ビジネス外語カレッジ、他採用

Now Now 
Printing

書影は令和4年版です

書影は令和4年版です

23年春
刊行予定

学校・企業向け図書カタログ
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ISBN［ 978-4-8156-0473-8 ］

今やIT用語の知識が必須の時代。とはいえ「なんと
なく使っている」という方も多いのでは？「知識ゼロ
から」「たった5秒で」「イラストを眺めるだけ! 」ITの常
識、最新トレンドが面白いほどわかります！

見るだけ
IT用語図鑑278 
草野俊彦 著 
316ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9277-7 ］

ビジネスモデルを学ぶことで、収益の仕組みや、他
の企業に勝ち続けている「強さの秘密」を正しく理
解することができます。「基礎知識」「63の成功パター
ン」そして「ビジネスモデルの作り方」まで一気に学
ぶことができます。

この一冊で全部わかる
ビジネスモデル 
根来龍之、富樫佳織、足代訓史 著
376ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

早く帰りたいのに作業が終わらない…。ムダな動作の繰り返しで集中力が
削がれる…。ちょっと地味だけど最強の仕事術は、ショートカットキーを覚
えることです。本書には、そんな「仕事の速い人」になるための知識がまと
まっています。 ISBN［ 978-4-8156-0320-5 ］

ショートカットキー時短ワザ大全 
辻村司 著 
200ページ・定価：1,188円（本体1,080円＋税10%）

マウスを使わないパソコン操作、Excel、Wordの時短ワザ、ネット検
索術など、パソコンで仕事をする誰にでも役立つ、本当に実用的な
ものだけ集めました。あなたの仕事のスピードも、今日から必ず向
上できます。 ISBN［ 978-4-7973-9085-8 ］

パソコン仕事が10倍速くなる80の方法
田中拓也 著 
192ページ・定価：1,408円（本体1,280円＋税10%）

AWS最初の一歩の基本知識を1冊にぎゅっと凝縮した入門書。誰もが確
実に知識を身につけられるように、豊富な図解とわかりやすいテキスト
で、幅広い知識を体系的に解説。知識ゼロからAWSの基本が一気に身に
つく１冊です。 ISBN［ 978-4-8156-1281-8］

図解 Amazon Web Servicesの仕組みとサービスがたった1日でよくわかる 
NRIネットコム株式会社　上野史瑛、小林恭平、尾澤公亮、高梨友之 著
260ページ・定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

IoTビジネス

ISBN［ 978-4-8156-1466-9 ］

「DXとは何か？」「どうしてDXが必要なのか？」「日本
のDXの現状は？」「必要なデジタル技術は？」「成功
事例の特徴は？」「どうDXをすすめるべきか？」など
のDXの気になる疑問にこの一冊ですべてお答えし
ます！

１冊目に読みたい 
DXの教科書
荒瀬光宏 著 
192ページ・定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1516-1 ］

マーケティング担当者やIT担当者、事業担当者はも
ちろん、個人でWebサイトを運営している方にもお
薦めの、GA4の導入をスムーズに進めるための「い
ちばん詳しい」入門書。忙しい方でも、読めばすぐ
に実践できます。

プロが教えるいちばん詳しい
Google アナリティクス 4
NRIネットコム株式会社 神崎健太 著 
464ページ・定価：2,772円（本体2,520円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0785-2 ］

最もわかりやすく充実した、最高のAWS入門書!AWS
の基本から、主要サービスの概要、特徴などを、わか
りやすい図解とともに、1つひとつ丁寧に解説!これ
からAWSを学ぶ人や、すでに利用している人にとっ
て最適な教科書です。

AWSの
基本・仕組み・重要用語が
全部わかる教科書
川畑光平、菊地貴彰、真中俊輝 著 
536ページ・定価：2,970円（本体2,700円＋税10%）

フォロワーの増やし方、売上げを伸ばすカギなど知りたいことを一冊に
凝縮。予算や知名度に頼らず結果を出すために必要な考え方や行動を、
マーケティングのプロが解説した一番わかりやすいInstagramマーケティ
ングの入門書。 ISBN［ 978-4-8156-0815-6 ］

ゼロからわかるビジネスInstagram 
株式会社ホットリンク 朝山高至 著
168ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

「YouTube×ビジネス活用」は個人や企業が手探りで行っているまだまだ
これからの領域。本書では有名企業のプロモーションの数々と成功に導
いたノウハウを公開、未開拓の「YouTube×ビジネス活用」をテーマにした
教科書です。 ISBN［ 978-4-8156-0737-1 ］

YouTubeでビジネスを伸ばす動画の成功法則 
木村健人 著
352ページ・定価：1,980円（本体1,800円＋税10%）

簡単な入力や移動に関する基本操作の時短術から、文書作成、数式、関
数、マクロ（処理の自動化）、グラフ作成、データ分析、ピポットテーブル
までカンペキに網羅。この一冊が置あれば安心です。

ISBN［ 978-4-8156-1729-5 ］

手順通りに操作するだけ！　Excel基本＆時短ワザ［完全版］第2版
国本温子 著 
312ページ・定価：1,485円（本体1,350円＋税10%）

在宅ワークをはじめるのに必要な基本と、快適に効率よく進めるノウハ
ウを徹底的に解説。みんなが知りたい基本、体験してわかった困った解
決・便利ワザ、効率的に行うすべてがこの一冊で全部わかります。

ISBN［ 978-4-8156-0804-0 ］

Zoom・Slack・Teams テレワークに役立つ教科書 
岡田真一 著
240ページ・定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）

Excelシート間のコピペをはじめ、単純なパソコン仕事は小さなプログラ
ムを書くことで自動で行うことができます。本書ではプログラミング言語
Pythonを使って、パソコン仕事の中心であるExcel作業を自動化する方法
を紹介します。 ISBN［ 978-4-8156-0639-8 ］

PythonでExcel、メール、Webを自動化する本 
中嶋英勝 著
316ページ・定価：2,398円（本体2,180円＋税10%）

NEW NEW

NEW

NEW敬和学園大学、新潟国際情報大学、神奈川大学、他採用
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ISBN［ 978-4-7973-9523-5 ］

50万部突破！グロービスの講師として、ヤフーアカ
デミアの学長として、起業家からビジネスパーソン
まで年間300人以上のプレゼンを指導している著者
の伊藤氏が、「右脳と左脳」に働きかける独特のメ
ソッドを紹介します。

１分で話せ
伊藤羊一 著 
240ページ・定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0900-9 ］

超実践的な「ロジカルシンキング」の使い方。「誰で
も、簡単に、人が聞いてくれる」話し方、資料、書き
方などを紹介。面倒なノウハウも、たくさんのティッ
プスもいらず、ただ「三角が書ければすぐできる」。
そんな方法が満載！

１分で話せ２
【超実践編】
伊藤羊一 著
240ページ・定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-8726-1 ］

円高・円安？ インフレ・デフレ? 金利? 仮想通貨?な
どなど、どの言葉も耳にしたことはあるけど、それが
何かをちゃんと説明するのは難しい…。そんな経済
のキホンが、ズバリ! 小学生にも理解できるほどわか
りやすく解説された画期的な入門書。

経済ってなんだ？
山本御稔 著
288ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

中学校時代に習う計算や図形の公式やルールのウラにこそディープで超面
白い数学の世界が広がっています。月間400万以上のPVを誇る数学Webサイ
トの運営者の解説で、学校では教わらない数学の「本当の面白さ」に目覚める
こと間違いなし! ISBN［ 978-4-8156-1069-2］

超ディープな数学の教科書
難波博之 著
216ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

一般教養・啓発

会社員でありながら人の10倍稼ぐ"ニューエリート"の「リアルなお金の
使い方」を紹介。武勇伝・結果論・ポジショントークは一切抜き! 等身大
なお金の悩みを、会社員のイチ先輩として、赤裸々な体験談を交えて解
消します。 ISBN［ 978-4-8156-0723-4 ］

これからのお金の教科書
田端信太郎 著 
216ページ・定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）

「三角形の合同」を中心に、初学者にとって大切な内容が語られます。三
角形の合同条件、二等辺三角形、正三角形、直角三角形、平行線の錯角
と同位角などに関係した問題を対話形式で解きながら、一歩一歩考えを
進めます。 ISBN［ 978-4-8156-0976-4 ］

数学ガールの秘密ノート／図形の証明
結城浩 著 
328ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0273-4 ］

言葉を自分の思う通りに使えるようになれば、言葉
は必ずあなたをあるべき場所に連れていってくれ
る。注目のクリエイターが放つ、誰もが人生を変え
ることができるほんの小さな「言葉の使い方」を紹
介。

言語化力
三浦崇宏 著 
288ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0802-6 ］

経済学って何の役に立つの？数式が多くて諦めた
…。そんなあなたのための、経済学の基本をとてつ
もなく気軽に楽しめる教科書です。早大生アンケー
トで「面白い」授業ランキング第1位の授業中のお
しゃべりを書籍化。

大学の人気講義でよく分かる
「ミクロ経済学」超入門
田中久稔 著 
224ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1021-0 ］

目的やシチュエーションに合わせた型にはめて、順
番通りに話すだけでどんな人でも、「確実に伝わる」
「相手を動かせる」「説得できる」「交渉がうまくい
く」、そんな説明ができるようになる「80個」の型を
公開します。

あてはめるだけで“すぐ”伝わる
説明組み立て図鑑
犬塚壮志 著 
352ページ・定価：1,793円（本体1,630円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1540-6］

登場人物たちの対話を通して、物理学で苦手とす
る人が多い「波」に関する知識を一つひとつていね
いに学んでいきます。単に知識を暗記するだけでは
なく、「なるほど、そういうことか」と納得しながら
理解が深まります。

数学ガールの物理ノート／
波の重ね合わせ
結城浩 著 
408ページ・定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）

数学ガールシリーズの登場人物が、高校物理で最初に学ぶ「ニュートン
力学」に挑戦する物語。高校生の「僕」と三人の数学ガールたちのトーク
を通して、中高生レベルの物理学を楽しく学ぶことができます。

ISBN［ 978-4-8156-0977-1 ］

数学ガールの物理ノート／ニュートン力学 
結城浩 著 
376ページ・定価：1,870円（本体1,700円＋税10%）

上田女子短期大学、他採用

新三商事、大成ツーリスト、他採用新三商事、大成ツーリスト、他採用

NEW

NEW

学校・企業向け図書カタログ
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ISBN［ 978-4-8156-1262-7 ］

金融教育の先進国・アメリカでは、高校生からお金
の流れと世の中の仕組みについて学校で勉強してい
ます。アメリカの高校生が学んでいる「日本の学校
では教えてくれない」一生ものの経済のきほんの授
業を一冊に凝縮！

アメリカの高校生が
学んでいる経済の教室
デーヴィッド・A・メイヤー 著
416ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

年号を使わない歴史入門書シリーズ第５弾！ キリスト教、イスラーム、
ユダヤ教、仏教――。古代から現代まで世界史に登場する13の宗教につ
いて、数珠つなぎにして1つのストーリーで読み解くこれまでにない画期
的な歴史入門書！ ISBN［ 978-4-8156-1089-0］

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書【宗教編】
山﨑圭一 著
256ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

文法の公式を使わずに、be動詞から関係代名詞までを1つのストーリー
で理解することでネイティブの思考が勝手に身につく、"新感覚"の英文
法の教科書。英文法に苦手意識を持っているという方必読の1冊。

ISBN［ 978-4-8156-0878-1］

一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書
牧野智一 著
240ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

一般教養・啓発

古代から現代まで年号を一切使わずに、お金の流れを「主役」にしたス
トーリーで世界の歴史を読み解く"新感覚"の歴史入門書、世界史の経済
史編です。学生から社会人まで必読の1冊!

ISBN［ 978-4-8156-0617-6 ］

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書【経済編】
山﨑圭一 著 
288ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

たくさんの公式が登場する物理。でも、じつは、物理の勉強に公式の暗
記なんて一切いらないのです! 公式の暗記を排除し、1つのストーリーを
読み解くように高校物理が学べる"新感覚"の物理入門。

ISBN［ 978-4-8156-1534-5 ］

一度読んだら絶対に忘れない物理の教科書
池末翔太 著 
256ページ・定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9712-3 ］

現役公立高校教師として初めてYoutubeに授業動画
を公開し、たちまち、大学受験生や社会人、教育関
係者から「神授業！」と話題沸騰の教科書。推理小
説を読むように一気に読める"新感覚"の教科書に
ハマります！

一度読んだら絶対に忘れない
世界史の教科書
山﨑圭一 著 
352ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

文京学院大学、青森中央学院大学、他採用

アレクサンドロス、始皇帝、マリー・アントワネット、孫文など、世界史に
登場する主要人物200人の知られざる意外なエピソードが満載！ 世界史
の学習がこれまで以上に面白くなり、かつ通史の理解も一気に深まる1冊
です。 ISBN［ 978-4-8156-0798-2 ］

一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典
山﨑圭一 著 
384ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

通訳者のスキルを初級者の英語教育に落とし込んだ"画期的"な英会話メ
ソッド。「気が付いたらスラスラと会話できた!」と話題沸騰の授業を完全
書籍化。読むだけで「中学高校の英語」が「使える英語」に様変わりする
"新感覚"教科書！ ISBN［ 978-4-8156-1535-2 ］

一度読んだら絶対に忘れない英会話の教科書
牧野智一 著
216ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

ISBN［ 978-4-7973-9344-6 ］

「言い換え」で語彙力がどんどん増える1冊。日常の
あらたまったシーンで使える言葉、上品に感じるや
まとことば、ビジネスシーンで使える言葉、相手の
気持ちを害さない言い回しなど、実践的に言葉の
使い方を紹介。

大人の語彙力ノート
齋藤孝 著 
240ページ・定価：1,430円（本体1,300円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0816-3 ］

トップライター直伝の影響力を高める文章術。メ
ディアより、広告より、「個人の文章」が強い時代。数
多くのベストセラー書籍に携わってきた著者が、影
響力を高め、人生を変える文章の書き方を教えます。

文章力が、
最強の武器である。
藤𠮷豊 著 
272ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0291-8 ］

「破産とはどんなシステムか?」「金融詐欺に騙され
ないためにどうすべきか?」「老後資産にはいくら必
要か?」　人生のありとあらゆるライフステージごと
に、お金とどう付き合っていくべきかを体系的に学
びます。

アメリカの高校生が
学んでいるお金の教科書
アンドリュー・O・スミス 著 
396ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

就実大学、岡山商科大学、東北学院大学、他採用

ISBN［ 978-4-8156-0145-4 ］

学生時代、人名や出来事をひたすら暗記するばかり
で日本史が苦手になってしまった人も、小説を読む
ように一気に読める！ 古代から現代まで、1つのス
トーリーで読み解く日本史にあなたも必ずハマる!

一度読んだら絶対に忘れない
日本史の教科書
山﨑圭一 著 
352ページ・定価：1,650円（本体1,500円＋税10%）

南九州大学、茨城県立石岡第一高校、他採用

甲南女子大学、横浜創英短期大学、アコム、他採用

NEW
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一般教養・啓発（SB新書）

天才デジタル相が現時点で語る、これからの未来と私たちができること。
デジタル化、ネットワーク化が進む一方、SDGsのような地球規模の課題
がある現在、オードリーが考える未来とそれに向けて私たちができるこ
と。 ISBN［ 978-4-8156-1222-1］

まだ誰も見たことのない「未来」の話をしよう
オードリー・タン[語り] ・近藤弥生子[執筆] 
224ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

「知的生活」とは、黙 と々読書するようなイメージではなく、もっと能動的で、
日々ワクワクドキドキして過ごす、クリエイティビティが発揮できる生活で
す。今の20代に向け、また自分の20歳を振り返りながら「知的生活」を送る
技法を説きます。 ISBN［ 978-4-8156-1511-6］

20歳の自分に伝えたい 知的生活のすゝ め
齋藤孝 著
216ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

齋藤孝が教える「話すように書く」「考えながら書く」ことのすごい効果。
頭の中にあることを書いて表現することが苦手な人のための世界一簡単
な文章術入門。ネタは「探すもの」でなく「拾うもの」この準備だけすれ
ばもう書ける！ ISBN［ 978-4-8156-1188-0］

書ける人だけが手にするもの
齋藤孝 著
200ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

現役世代の「お金との向き合い方」を激変させる1冊。単なるお金の基礎
知識に留まらず「無駄遣いしない」「だまされない」という消費者意識と、
資産形成の重要性に踏み込んだ投資家意識、さらには納税者としての意
識を問う一冊。 ISBN［ 978-4-8156-1176-7］

20歳の自分に教えたいお金のきほん
池上彰+「池上彰のニュースそうだったのか!!」スタッフ 著
184ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

「東西冷戦」や「イスラム情勢」「世界の軍事力」「世界経済」など、いまさら
恥ずかしく聞けない現代史のきほんを池上彰がやさしく解説。現代史を
理解するだけで、日々のニュースは各段に面白くなります。

ISBN［ 978-4-8156-1524-6］

20歳の自分に教えたい現代史のきほん
池上彰+「池上彰のニュースそうだったのか!!」スタッフ 著
328ページ・定価：1,045円（本体950円＋税10%）

イーロン・マスク、ジェフ・べゾス、ラリー・ペイジ…etc.世界のトップは
なぜプログラマーなのか？文系出身のプログラマー・ひろゆきによる、知
識ゼロから取り組める「思考法」を手に入れるプログラミング超入門書！

ISBN［ 978-4-8156-0822-4 ］

プログラマーは世界をどう見ているのか
ひろゆき 著 
192ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-1560-4 ］

断言する。若者が選挙に行って「政治参加」したく
らいでは日本は何も変わらない。これは冷笑ではな
い。もっと大事なことに目を向けようという呼びか
けだ。22世紀に向けて、読むと社会の見え方が変わ
る唯一無二の一冊。

22世紀の民主主義
成田悠輔 著 
256ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

ISBN［ 978-4-8156-0439-4 ］

学びとは、つまるところ「人を知ること」であり、「自
分を知ること」、ひいては「よりよく生きるための人
間力」そのものであることに気づかされます。子ども
から大人まで、すべての世代にお勧めの一冊です。

なんのために
学ぶのか
池上彰 著
232ページ・定価：935円（本体850円＋税10%）

岡山理科大学、京都府立峰山高校、他採用

ISBN［ 978-4-7973-9848-9 ］

本を読むことでしか学べないことは、確実にありま
す。文学・読書の大家である著者が、今の時代だか
らこそ勧める「読書する理由」と「人生と知性に深
みをつくる読書」の仕方を紹介します。

読書する人だけが
たどり着ける場所
齋藤孝 著 
192ページ・定価：880円（本体800円＋税10%）

東海大学、立命館宇治中学・高校、東桜学館中学、他採用

ISBN［ 978-4-8156-1646-5 ］

web3、メタバース、そしてNFT。最先端テクノロジー
は、社会、経済、個人にどのような変革をもたらすの
か？米国MITにてメディアラボ所長を務め、起業家と
しても活動する著者が見通す、最先端テクノロジー
がもたらす驚きの未来。

テクノロジーが
予測する未来
伊藤穰一 著
232ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

［ お問い合わせ先 ］

生きるとは、旅すること。考えること。知の巨人の思索の旅と、読者への
メッセージを一冊に凝縮。池上彰の解説とともに贈る、この本を読めば
見えてくる、限られた人生の正しく、楽しく、おもしろい生き方。

ISBN［ 978-4-8156-1716-5 ］

いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか
立花隆 著 
200ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）

池上彰初の聖書解説本。「聖書」を理解することは、世界を理解すること
にもつながるといいます。教養として抑えておきたい聖書の全貌を明ら
かにしながら、聖書が世界にどのような影響を与えているのかを解説。

ISBN［ 978-4-8156-1351-8 ］

聖書がわかれば世界が見える
池上彰 著 
248ページ・定価：990円（本体900円＋税10%）
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