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本カタログは学校採用、
企業採用の実績がある書籍のみを
厳選して掲載しました。
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 営業部 特販課　湯浅・鈴木　
〒106-0032　東京都港区六本木2-4-5
MAIL：ordersbp@cr.softbank.co.jp
TEL：03-5549-1206　FAX：03-5549-1211
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2018年9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
http://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。

Book Selection2018-19

国公立大学
［北海道］小樽商科大学／北海道大学／北海道教育大学／北見工業大学／公立はこだて未来大学　［東
北］弘前大学／岩手大学／岩手県立大学／宮城教育大学／東北大学／宮城大学／秋田大学／秋田公立
美術大学／山形大学　［関東］茨城大学／筑波技術大学／筑波大学／宇都宮大学／群馬大学／前橋工科
大学／埼玉大学／千葉大学／横浜国立大学　［東京］お茶の水女子大学／一橋大学／電気通信大学／東
京海洋大学／東京学芸大学／東京工業大学／東京大学／東京農工大学／首都大学東京　［甲信越・北
陸］新潟大学／長岡技術科学大学／富山大学／富山県立大学／金沢大学／北陸先端科学技術大学院大
学／石川県立大学／公立小松大学／福井大学／山梨大学／都留文科大学／信州大学／公立諏訪東京理
科大学／長野大学　［東海］岐阜大学／静岡大学／静岡県立大学／名古屋工業大学／名古屋大学／愛知
県立大学／三重大学　［近畿］滋賀大学／滋賀県立大学／京都教育大学／京都工芸繊維大学／京都大
学／大阪大学／大阪市立大学／大阪府立大学／神戸大学／兵庫県立大学／奈良女子大学／和歌山大学　
［中国・四国］鳥取大学／島根大学／岡山大学／岡山県立大学／広島大学／広島市立大学／山口大学／
山口東京理科大学／徳島大学／香川大学／愛媛大学／高知大学／高知県立大学／高知工科大学　［九
州・沖縄］九州工業大学／九州大学／北九州市立大学／佐賀大学／長崎大学／長崎県立大学／熊本大
学／宮崎大学／鹿児島大学／鹿児島県立短期大学／琉球大学／名桜大学

私立大学
［北海道］札幌大学／北海学園大学／北海商科大学／北海道医療大学／北海道科学大学／北海道情報大
学／北星学園大学／酪農学園大学　［東北］青森大学／青森中央学院大学／八戸工業大学／東北学院大
学／東北工業大学／東北芸術工科大学／東北福祉大学／東北文化学園大学／東北文教大学短期大学部　
［関東］常磐大学／国学院大学栃木短期大学／佐野日本大学短期大学／足利工業大学／高崎健康福祉大
学／高崎商科大学／埼玉工業大学／共栄大学／埼玉医科大学／埼玉工業大学／十文字学園女子大学／
尚美学園大学／上武大学／城西大学／人間総合科学大学／日本工業大学／開智国際大学／敬愛大学／
秀明大学／城西国際大学／神田外語大学／聖徳大学／千葉科学大学／千葉経済大学／千葉工業大学／
千葉商科大学／中央学院大学／東京経営短期大学／東京情報大学／東邦大学／流通経済大学／麗澤大
学／関東学院大学／桐蔭横浜大学／昭和音楽大学／湘南工科大学／湘北短期大学／神奈川工科大学／
神奈川大学／相模女子大学／鶴見大学／東海大学／東京工芸大学／東洋英和女学院／文教大学　［東
京］学習院大学／玉川大学／駒澤大学／慶応義塾大学／工学院大学／高千穂大学／国士舘大学／桜美
林大学／産業能率大学／芝浦工業大学／昭和女子大学／成蹊大学／青山学院大学／専修大学／川村学
園大学／創価大学／早稲田大学／大妻女子大学／大正大学／大東文化大学／拓殖大学／中央大学／津
田塾大学／帝京大学／帝京平成大学／東京医療保健大学／東京工科大学／東京女子大学／東京成徳短
期大学／東京造形大学／東京電機大学／東京都市大学／東京薬科大学／東京理科大学／東洋大学／東
洋学園大学／日本女子大学／日本大学／武蔵大学／武蔵野学院大学／武蔵野大学／文京学院大学／法
政大学／明治大学／明星大学／目白大学／立正大学／和光大学　［甲信越・北陸］敬和学園大学／新潟
経営大学／新潟工業短期大学／新潟国際情報大学／新潟産業大学／新潟青陵大学／金沢学院大学／金
沢工業大学／北陸大学／福井工業大学／松本大学　［東海］岐阜経済大学／岐阜女子大学／常葉大学／
静岡産業大学／静岡理工科大学／愛知学院大学／愛知工科大学／愛知工業大学／愛知産業大学／愛知
文教大学／椙山女学園大学／星城大学／大同大学／中京大学／中部大学／藤田保健衛生大学／南山大
学／日本福祉大学／豊橋創造大学／名古屋学芸大学／名古屋商科大学／名古屋造形大学／名古屋文理
大学／名城大学　［近畿］長浜バイオ大学／龍谷大学／京都医療科学大学／京都外国語大学／京都産業
大学／京都女子大学／京都精華大学／京都造形芸術大学／同志社女子大学／同志社大学／立命館大
学／佛教大学／関西大学／近畿大学／阪南大学／四條畷学園大学／摂南大学／太成学院大学／大阪学
院大学／大阪経済大学／大阪工業大学／大阪国際大学／大阪産業大学／大阪女学院大学／大阪商業大
学／大阪電気通信大学／大阪物療大学／追手門学院大学／梅花大学／桃山学院大学／関西学院大学／
甲南女子大学／甲南大学／神戸学院大学／神戸芸術工科大学／神戸国際大学／神戸女子大学／神戸松
蔭女子学院大学／姫路日ノ本短期大学／武庫川女子大学／帝塚山大学／奈良芸術短期大学　［中国・四
国］岡山商科大学／岡山理科大学／環太平洋大学／山陽学園大学／川崎医療福祉大学／倉敷芸術科学
大学／中国短期大学／安田女子大学／広島経済大学／広島工業大学／広島国際学院大学／広島国際大
学／広島修道大学／広島文化学園大学／山陽女子短期大学／福山大学／福山平成大学／山口短期大
学／徳島文理大学／香川短期大学／高松大学／松山大学　［九州・沖縄］久留米大学／九州産業大学／
九州共立大学／九州情報大学／九州保健福祉大学／純真学園大学／西日本工業大学／筑紫女学園大
学／東筑紫短期大学／福岡工業大学／福岡女子短期大学／福岡大学／保健医療経営大学／活水女子大
学／長崎総合科学大学／崇城大学／日本文理大学／別府溝部学園短期大学／立命館アジア太平洋大
学／第一工業大学／沖縄国際大学

専門学校
［全国］専門学校HAL／電子開発学園／ヒューマン・アカデミーグループ／安達学園グループ／デジタル

ハリウッド／代々木アニメーション学院　［北海道］コア専門学校／吉田学園 医療歯科専門学校／吉田
学園 情報ビジネス専門学校／札幌科学技術専門学校／札幌商工会議所付属専門学校／札幌情報未来
専門学校／日本工学院北海道専門学校／北海道芸術デザイン専門学校　［東北］あおもりコンピュータ
カレッジ／八戸保健医療専門学校／盛岡情報ビジネス専門学校／専門学校デジタルアーツ仙台／専門
学校日本デザイナー芸術学院 仙台校／山形デザイン専門学校／WiZ 国際情報工科自動車大学校／国
際アート＆デザイン大学校／磐城学芸専門学校　［関東］ひたちなか情報電子専門学院／水戸電子専門
学校／筑波研究学園専門学校／TBC学院／宇都宮ビジネス電子専門学校／中央アートスクール／前橋
総合技術ビジネス専門学校／太田医療技術専門学校／太田情報商科専門学校／中央工科デザイン専門
学校／中央情報経理専門学校／中央総合学院／東日本コンピュータ＆デザイン専門学校／ホンダ学
園／埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校／埼玉医療福祉会看護専門学校／国際理工情報デザイン専
門学校／専門学校千葉デザイナー学院／船橋情報ビジネス専門学校／二葉看護学院／明生情報ビジネ
ス専門学校／アーツカレッジヨコハマ／医療ビジネス観光情報専門学校／岩崎学園 情報科学専門学
校／神奈川情報文化専門学校／鈴木学園 厚木文化専門学校　［東京］アミューズメントメディア総合学
院／バンタングループ／ヒートウェーブ新宿校／駿台電子情報＆ビジネス専門学校／専門学校東京テク
ニカルカレッジ／専門学校東京ネットウエイブ／専門学校東洋美術学校／早稲田電子専門学校／大原
情報ビジネス／中野キャリアスクール／中野スクール・オブ・ビジネス／東京デザインテクノロジーセン
ター専門学校／東京デザインプレックス研究所／東京マルチメディア専門学校／東京工学院専門学
校／東京電子専門学校／日本外国語専門学校／日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校／日
本電子専門学校　［甲信越・北陸］アップルスポーツカレッジ／新潟デザイン専門学校／新潟高度情報専
門学校／日本アニメマンガ専門学校／日本ビジネス公務員専門学校／富山情報ビジネス専門学校／フ
ァーストコンピューター専門学校／金沢科学技術専門学校／専門学校サンテクノカレッジ／エプソン
SE学園専門学校／松本情報工科専門学校／上田情報ビジネス専門学校／長野平青学園／豊野高等専
修学校　［東海］日本総合ビジネス専門学校／沼津情報・ビジネス専門学校／静岡デザイン専門学校／静
岡産業技術専門学校／浜松情報専門学校／静岡電子情報カレッジ／ACE愛知工業大学情報電子専門
学校／ELICビジネス&公務員専門学校／サンデザイン専門学校／トライデントコンピュータ専門学
校／東海工業専門学校金山校／名古屋コミュニケーションアート専門学校／名古屋工学院専門学校／
名古屋情報専門学校　［近畿］京都コンピュータ学院／ECCコンピュータ専門学校／ユービック情報専
門学校／関西医科専門学校／近畿コンピュータ電子専門学校／上田女子服飾専門学校／清風情報工科
学院／西沢学園／大阪情報コンピュータ高等専修学校／大阪情報コンピュータ専門学校／日本コンピ
ュータ専門学校／木村学園／ICT専門学校／神戸電子専門学校／姫路情報システム専門学校　［中国・
四国］関西学研医療福祉学院／松江総合ビジネスカレッジ／岡山科学技術専門学校／岡山情報ビジネス
学院／穴吹カレッジグループ／広島コンピュータ専門学校／広島会計学院専門学校／広島工業大学専
門学校／広島情報専門学校／小井手ファッションビューティ専門学校／福山YMCA／山口コアカレッ
ジ／河原デザイン・アート専門学校／河原電子ビジネス専門学校／松山ビジネスカレッジ　［九州・沖縄］
福岡デザインコミュニケーション専門学校／福岡国際医療福祉学院／麻生建築＆デザイン専門学校／
麻生情報ビジネス専門学校／日本デザイナー学院 九州校／佐賀コンピュータ専門学校／メトロITビジ
ネスカレッジ／九州技術教育専門学校／熊本電子ビジネス専門学校／専門学校湖東カレッジ／KCS大
分情報専門学校／宮崎情報ビジネス専門学校／フィオーレKOGA看護専門学校／奄美看護福祉専門学
校／鹿児島キャリアデザイン専門学校／赤塚学園／那覇情報システム専門学校

工業高等専門学校
［北海道］旭川工業高等専門学校／釧路工業高等専門学校／苫小牧工業高等専門学校　［東北］一関工業
高等専門学校／仙台高等専門学校／秋田工業高等専門学校／鶴岡工業高等専門学校／福島工業高等専
門学校　［関東］茨城工業高等専門学校／小山工業高等専門学校／群馬工業高等専門学校／木更津工業
高等専門学校　［東京］サレジオ工業高等専門学校／東京都立産業技術高等専門学校　［甲信越・北陸］
長岡工業高等専門学校／富山高等専門学校／金沢工業高等専門学校／石川工業高等専門学校／福井工
業高等専門学校／長野工業高等専門学校　［東海］岐阜工業高等専門学校／沼津工業高等専門学校／豊
田工業高等専門学校／近畿大学工業高等専門学校／鳥羽商船高等専門学校／鈴鹿工業高等専門学校　
［近畿］舞鶴工業高等専門学校／大阪府立工業高等専門学校／神戸市立工業高等専門学校／奈良工業高
等専門学校　［中国・四国］米子工業高等専門学校／松江工業高等専門学校／津山工業高等専門学校／
呉工業高等専門学校／広島商船高等専門学校／宇部工業高等専門学校／大島商船高等専門学校／徳山
工業高等専門学校／阿南工業高等専門学校／香川高等専門学校／弓削商船高等専門学校／新居浜工業
高等専門学校／高知工業高等専門学校　［九州・沖縄］久留米工業高等専門学校／佐世保工業高等専門
学校／熊本高等専門学校／大分工業高等専門学校／都城工業高等専門学校／鹿児島工業高等専門学
校／沖縄工業高等専門学校

※上記のほか、高校、職業訓練校、パソコンスクール、企業等で多数の採用実績があります。

2017-18年度採用校一覧

Pepper（表紙ロボット）とは：
世界初の感情認識パーソナルロボットです。自分の判断で動くことでき、
相手の表情と声からその人の感情を察する最新のテクノロジー（感情認識
機能）が備わっています。

http://www.softbank.jp/robot/special/pepper/

CONTENTS
P3 …………Python／機械学習
 アルゴリズム
P4 …………C
P5 …………C++
 C#
P6 …………Java
P7 …………プログラミング
P8 …………ネットワーク／サーバー
P9 …………UNIX／Linux
 データベース
P10 ………システム設計
 iPhone／Android開発
P11 ………Excel／Windows
P12 ………ゲームプログラミング
 ゲーム開発
P13 ………人工知能
 IoT／IT

P14 ………資格試験
 インターネットビジネス
P15 ………Webデザイン
P16 ………グラフィックデザイン
 Photoshop
 Illustrator
P17 ………デジタルイラスト
P18 ………数学
P19 ………統計
 物理／科学
P20 ………サイエンス・アイ新書
P21 ………就活
 コミュニケーション
P22 ………ビジネス／実用
 SBビジュアル新書
P23 ………SB新書
P24 ………数学ガール
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Python／機械学習

アルゴリズム

ISBN［ 978-4-7973-9681-2 ］   
商品コード［ 8648 ］ 

ディープラーニングのベースであるニューラルネッ
トワークと、ニューラルネットワークを学習させる際
に用いられるアルゴリズムであるバックプロパゲー
ション（誤差逆伝播法）を初学者にもわかりやすく解
説しています。

はじめての
ディープラーニング
我妻幸長 著
340ページ・本体 2,680円+税

忙しい人が、土日の2日間という短期間で「考えるよりまず実践」の形式
で学べます。Docker、Djangoなどの付帯技術も習得しながら、環境づくり
からWebアプリが動くまでを通してPythonに慣れ親しめる本です。
 ISBN［ 978-4-7973-8897-8 ］ 商品コード［ 8290 ］

土日でわかるPythonプログラミング教室
フロイデ株式会社　吉谷 愛 著
240ページ・本体 2,380円+税

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。 ISBN［ 978-4-7973-9544-0 ］ 商品コード［ 8558 ］

わかるPython［決定版］
松浦健一郎、司 ゆき 著
400ページ・本体 2,380円+税

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。 ISBN［ 978-4-7973-9602-7 ］ 商品コード［ 8529 ］

やさしいPython
高橋麻奈 著
448ページ・本体 2,580円+税

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。 ISBN［ 978-4-7973-9396-5 ］ 商品コード［ 8680 ］

機械学習のエッセンス
加藤公一 著 
320ページ・本体 2,800円+税

大人から子どもまで、プログラミングをはじめるならPythonが最適です。
本当の本当に、まったくの初心者でも大丈夫。画面に打ち込む最初の1文
字から、本書はトコトンやさしく付き添います。
 ISBN［ 978-4-7973-8440-6  ］ 商品コード［ 7771 ］

確かな力が身につくPython「超」入門
鎌田正浩 著
304ページ・本体 2,480円+税

初級レベルのJava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として、探索、ソートなどのアルゴリズムの基礎に
ついて解説。本文の見直しとレイアウト変更を行い、さらにわかりやすく
なっています。 ISBN［ 978-4-7973-9051-3 ］ 商品コード［ 8179 ］

新・明解Javaで学ぶアルゴリズムとデータ構造
柴田望洋 著 
392ページ・本体 2,400円+税

人工知能を支えているものは、データ、計算環境、アルゴリズム、プログ
ラムです。具体的なデータ分析事例を交えながら、機械学習理論から実
行環境の紹介、Pythonプログラミング、ディープラーニングまでを解説し
ます。 ISBN［ 978-4-7973-8808-4 ］ 商品コード［ 8058 ］

データ分析のための機械学習入門
LINE株式会社 橋本泰一 著 
288ページ・本体 2,580円+税

良いプログラムを書くためにはアルゴリズムとデータ構造の知識は必
須です。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解説します。
 ISBN［ 4-7973-0495-2 ］ 商品コード［ 1529 ］

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・本体 2,700円+税

「Javaプログラマのためのアルゴリズムとデータ構造」待望の改訂版。基
本的なアルゴリズムについて平易な文章でかみ砕くように解説。すべて
のJavaプログラマーに最適の一冊です。
 ISBN［ 978-4-7973-6243-5 ］ 商品コード［ 5951 ］

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・本体 2,700円+税

ISBN［ 978-4-7973-8946-3 ］
商品コード［ 8032 ］ 

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。

みんなのPython 
第4版
柴田 淳 著 
500ページ・本体 2,700円+税

採用実績校：九州工業大学、岐阜大学、武蔵野大学

ISBN［ 978-4-7973-9052-0 ］   
商品コード［ 8069 ］

「アルゴリズム体験学習ソフトウェア」との連動学習
で学ぶ入門書の最高峰。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
構造をはじめとして、探索、ソートなどのアルゴリズ
ムの基礎を解説しています。

新・明解C言語で学ぶ
アルゴリズムとデータ構造
柴田望洋 著 
456ページ・本体 2,500円+税

採用実績校：公立はこだて未来大学、福岡工業大学

中級、上級へステップアップするとき、データ構造とアルゴリズムの知
識はプログラミングの世界を一気に広げてくれます。時代や技術の変化
に柔軟に対応する優れた武器を手に入れましょう。
 ISBN［ 978-4-7973-6328-9 ］ 商品コード［ 6044 ］

プログラミングの宝箱 アルゴリズムとデータ構造 第2版
紀平拓男、春日伸弥 著
404ページ・本体 2,800円+税

NEW

NEW
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C

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 ］ 商品コード［ 7912 ］

新・明解C言語 ポインタ完全攻略
柴田望洋 著
304ページ・本体 2,400円+税

ISBN［ 4-7973-3678-1 ］   
商品コード［ 3872 ］ 

「真に初心者の立場に立った入門書」「これ以上、や
さしく、かみ砕いた解説は他に類がない」など、多く
の読者に支持されたC言語入門書の新版。Visual C＋
＋ 2005 Express Editionでのコンパイル、実行方法
を追加。

新版 C言語 プログラミング
レッスン 入門編
結城 浩 著
432ページ・本体 2,000円+税

採用実績校：鹿児島大学、青山学院大学、龍谷大学

ISBN［ 978-4-7973-7326-4 ］   
商品コード［ 6810 ］ 

『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
288ページ・本体 1,900円+税

採用実績校：九州大学、広島大学、大阪府立大学

ISBN［ 978-4-7973-7278-6 ］   
商品コード［ 6873 ］ 

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。

猫でもわかるC言語 
プログラミング 第3版
粂井康孝 著
350ページ・本体 1,900円+税

採用実績校：熊本大学、岩手大学、富山大学

ISBN［ 978-4-7973-9258-6 ］ 
商品コード［ 8201 ］ 

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
512ページ・本体 2,500円+税

採用実績校：東北大学、中央大学、京都産業大学

C言語の基礎を学んだユーザーが、中級者へステップアップするための
一冊。たくさんのプログラムの作成法、改良法を通して、さまざまなC言
語のテクニックをマスターし、プログラム開発能力と応用力が身につき
ます。 ISBN［ 978-4-7973-8411-6 ］ 商品コード［ 7504 ］

新・明解C言語 中級編
柴田望洋 著 
384ページ・本体 2,400円+税

ISBN［ 978-4-7973-7702-6 ］   
商品コード［ 7251 ］ 

日本で最も多くの読者を獲得しているC言語入門書
の大改訂版。適切なサンプルプログラムと図表を
使って、一つひとつのステップを着実に進めていく、
語り口調の解説により、C言語の基礎を確実にマス
ターできます。

新・明解C言語
入門編
柴田望洋 著
416ページ・本体 2,300円+税

採用実績校：東京大学、京都大学、名古屋大学

ISBN［ 978-4-7973-8410-9 ］   
商品コード［ 7674 ］ 

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。

新・明解C言語
実践編
柴田望洋 著
360ページ・本体 2,300円+税

採用実績校：名古屋工業大学、神戸大学、山梨大学

『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 ］ 商品コード［ 6899 ］

明快入門 C スーパービギナー編
林 晴比古 著
224ページ・本体 1,600円+税

C言語入門書の最高峰『新・明解C言語入門編』の全演習問題を収録。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。サンプルプログラム集としても最
適です。 ISBN［ 978-4-7973-8409-3 ］ 商品コード［ 7739 ］

新・解きながら学ぶC言語
柴田望洋、由梨かおる 著
360ページ・本体 2,000円+税

ISBN［ 4-7973-2562-3 ］   
商品コード［ 3107 ］ 

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。

新訂 新C言語入門 
シニア編
林 晴比古 著
520ページ・本体 2,700円+税

採用実績校：岡山県立大学、神戸電子専門学校

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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ISBN［ 978-4-7973-8563-2 ］   
商品コード［ 7747 ］ 

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。

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・本体 2,500円+税

採用実績校：弘前大学、同志社大学、大阪電気通信大学

ISBN［ 978-4-7973-9716-1 ］   
商品コード［ 8673 ］ 

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。

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・本体 3,000円+税

初めてプログラミングに挑戦する初心者を対象に、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
ストールから解説していきますので、初心者でも安心して学習できます。
 ISBN［ 978-4-7973-9026-1 ］ 商品コード［ 8240 ］

確かな力が身につくC#「超」入門
北村愛実 著
400ページ・本体 2,580円+税

C＋＋の開発者ストラウストラップがC＋＋11の全貌を完全解説しまし
た。翻訳は、名著『新・明解C言語 入門編』『新版 明解C＋＋ 入門編』の著
者・柴田望洋。本書を読まずしてC＋＋は語れません。すべてのC＋＋プ
ログラマー必読。 ISBN［ 978-4-7973-7595-4 ］ 商品コード［ 7414 ］

プログラミング言語C++ 第4版
ビャーネ・ストラウストラップ 著／柴田望洋 訳
1360ページ・本体 8,800円+税

C++

Windows開発だけでなく、ゲーム、組み込みとその活躍場所を広げるC#
の入門書籍として定評のある『やさしいC#』の改訂版です。プログラミン
グ経験がなくても、無理なく基本から身につけることができます。
 ISBN［978-4-7973-8668-4 ］ 商品コード［ 7781 ］

やさしいC# 第2版
高橋麻奈 著
432ページ・本体 2,580円+税

C#

ISBN［ 978-4-7973-9259-3 ］
商品コード［ 7781 ］ 

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 
592ページ・本体 2,580円+税

採用実績校：佐賀大学、中京大学、福井工業大学

ISBN［ 978-4-7973-7279-3 ］
商品コード［ 6922 ］ 

プログラミングが初めてでもOK！ 世界で最も使われ
ているプログラミング言語C＋＋を、体系的かつ実践
的にレクチャー。C＋＋最新版に対応し、ソースコー
ドをリファイン、よりわかりやすく解説。

猫でもわかる C++
プログラミング 第2版
粂井康孝 著
400ページ・本体 2,200円+税

採用実績校：山口大学、日本電子専門学校

C＋＋の開発者ストラウストラップが、最新のC＋＋の概要とポイントを
コンパクトにまとめた解説書です。ここだけは押さえておきたいという
C＋＋の重要事項を、具体的な例題（コード）を通してわかりやすく解説
しています。 ISBN［ 978-4-7973-8477-2 ］ 商品コード［ 7621 ］

C++のエッセンス
ビャーネ・ストラウストラップ 著／柴田望洋 訳
216ページ・本体 2,200円+税

オブジェクト指向ソフトウェア設計の際に繰り返し現れる重要な部品を
デザインパターンとして記録し、カタログ化しました。これにCD-ROMを
添付し、現場でブラウザを通して即利用できるパターンカタログデジタ
ル版を収録。 ISBN［ 4-7973-1112-6 ］ 商品コード［ 1949 ］

オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン 改訂版
Eric Gamma 他 著／本位田真一 他 監修
418ページ・本体 4,800円+税

メタプログラミング、ポリシーベース／コンセプトベースの設計手法、
SFINAE、Type Erasureなど、テンプレートの機能を使ったプログラム共通
化の仕組みをわかりやすく解説しています。最新規格C＋＋11に対応。
 ISBN［ 978-4-7973-7668-5 ］ 商品コード［ 7170 ］

C++テンプレートテクニック 第2版
επιστημη、高橋 晶 著
330ページ・本体 2,800円+税

CD-ROM

ISBN［ 978-4-7973-9463-4 ］
商品コード［ 8361 ］

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。一つ一つのステップを着実に進んでいく解説
により、読者は目から鱗が落ちるように、C＋＋の基
本をマスターすることができるでしょう。

新・明解C++入門
柴田望洋 著
544ページ・本体 2,750円+税

NEW

採用実績校：岡山大学、法政大学、成蹊大学
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「この本で初めてデザインパターンが理解できた」「UMLとイラストを交え
た解説がとてもわかりやすい」と、多くの読者から絶賛。原典『デザイン
パターン』で紹介された全23のパターンを解説。
 ISBN［ 4-7973-2703-0 ］ 商品コード［ 3201 ］

増補改訂版 Java言語で学ぶデザインパターン入門
結城 浩 著
528ページ・本体 3,800円+税

どうすれば、きれいで読みやすいコードになるのか？ 『Java言語で学ぶデ
ザインパターン入門』の結城浩が、リファクタリングの本質と手順をやさ
しく解説しました。Javaによる実例満載したリファクタリング入門書の決
定版です。 ISBN［ 978-4-7973-3799-0 ］ 商品コード［ 4053 ］

Java言語で学ぶリファクタリング入門
結城 浩 著
448ページ・本体 3,200円+税

オブジェクト指向によるソフトウェア開発の考え方、設計について、スラ
スラ読める文とわかりやすい図版でスッキリと理解できます。Javaのサン
プルプログラムとUMLを使った解説で、体感的に理解できます。
 ISBN［ 978-4-7973-6855-0 ］ 商品コード［ 6422 ］

やさしいJava オブジェクト指向編
高橋麻奈 著
448ページ・本体 2,800円+税

Eclipseを使った開発の「基礎の基礎」から、ビルドツール、デバッグ、
チーム開発、Webアプリケーション、プラグイン開発まで、Eclipseのすべ
てがわかります。新人エンジニアもベテランエンジニアも必携の一冊で
す。 ISBN［ 978-4-7973-8529-8 ］ 商品コード［ 7619 ］

Javaデベロッパーのための Eclipse完全攻略 【4.x対応版】
石黒尚久、永井正昭 著
530ページ・本体 2,800円+税

マルチスレッドのプログラミングでよく使われるパターンをJava言語に
よる具体的なプログラムを通して紹介します。スレッドの基礎知識から、
スレッドの開始と終了、パフォーマンス改善のヒントなどが学べます。
 ISBN［ 4-7973-3162-3 ］ 商品コード［ 3711 ］

増補改訂版 Java言語で学ぶデザインパターン入門 マルチスレッド編
結城 浩 著
712ページ・本体 4,700円+税

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 ］ 商品コード［ 6667 ］

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・本体 2,400円+税

ISBN［ 978-4-7973-8826-8 ］   
商品コード［ 7916 ］ 

Javaプログラミングの基礎の一つひとつを丁寧に
解説しています。基本文法からクラス、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。最新のJava環境である
Java 8にも対応。

やさしいJava 第6版
高橋麻奈 著
592ページ・本体 2,580円+税

採用実績校：神戸大学、筑波大学、広島大学

ISBN［ 978-4-7973-8760-5 ］   
商品コード［ 7864 ］

たくさんの図表と、サンプルプログラムを使って、
Javaの基礎から、オブジェクト指向プログラミング
の本質を、わかりやすく解き明かしています。今回の
改訂要素として、「例外処理」が加わります。すべて
のJavaユーザーに最良の一冊。

新・明解Java入門
柴田望洋 著
560ページ・本体 2,700円+税

採用実績校：東京大学、名古屋工業大学、沖縄国際大学

CD-ROM

CD-ROM

ISBN［ 978-4-7973-7125-3 ］   
商品コード［ 6666 ］ 

「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。

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・本体 2,400円+税

採用実績校：早稲田大学、慶応義塾大学、拓殖大学

ISBN［ 978-4-7973-7206-9 ］   
商品コード［ 6686 ］ 

重要度の高い機能を中心に、Java言語をPC1台で効
率よく学習できる初心者に最適な入門書。新たに強
化された新機能も適切に取り上げています。明快な
サンプルプログラムを活用してJava言語の定石を学
びましょう。

明快入門 Java
林 晴比古 著
392ページ・本体 2,800円+税

採用実績校：大同大学、広島工業大学、北海学園大学

ISBN［ 978-4-7973-5927-5 ］   
商品コード［ 5780 ］ 

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。

基礎からのJava 
改訂版
宮本信二 著
544ページ・本体 2,600円+税

採用実績校：明治大学、トライデントコンピュータ専門学校

問題を解きながら、Javaの基礎をマスターし、プログラミング開発能力を
身につけることができます。たくさんのプログラムリストを掲載していま
すので、Javaのサンプルプログラム集としても活用できます。
 ISBN［ 978-4-7973-9050-6 ］ 商品コード［ 8250 ］

新・解きながら学ぶJava
柴田望洋 著
512ページ・本体 2,400円+税

前版までのアップレットやSwingを主体とした内容を一新！ サーブレッ
ト・JSP、ネットワークといったWebシステムでの活用を主体とした内容
になっています。サンプルコードも大幅に変更しています。
 ISBN［ 978-4-7973-8827-5 ］ 商品コード［ 7945 ］

やさしいJava 活用編 第5版
高橋麻奈 著
504ページ・本体 2,580円+税

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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プログラミング

ISBN［ 978-4-7973-8872-5 ］   
商品コード［ 7942 ］ 

Webや携帯アプリで需要の高い「PHP」を解説。Web
エンジニア、フロントエンドエンジニアなど、コマー
スサイトの制作に携わる人を対象に、PHPの基礎構
文からしっかりと解説していきます。

確かな力が身につく 
PHP「超」入門
松浦健一郎、司 ゆき 著
320ページ・本体 2,480円+税

採用実績校：十文字学園女子大学、熊本電子ビジネス専門学校

ISBN［ 978-4-7973-9316-3 ］   
商品コード［ 8589 ］ 

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。

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・本体 3,200円+税

採用実績校：北海道情報大学、情報科学専門学校

ISBN［ 978-4-7973-8629-5 ］   
商品コード［ 7741 ］ 

いちばん売れているRuby入門書の決定版。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、平易
に解説しています。Rubyの基礎から応用までがわか
る一冊です。

たのしいRuby 
第5版
高橋征義、後藤裕蔵 著／まつもとゆきひろ 監修
520ページ・本体 2,600円+税

採用実績校：筑波大学、島根大学、札幌大学

ISBN［ 978-4-7973-9545-7 ］   
商品コード［ 8414 ］ 

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・本体 2,200円+税

採用実績校：高知工科大学、関西大学、福岡大学

ISBN［ 978-4-7973-8222-8 ］   
商品コード［ 7586 ］ 

「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・本体 3,000円+税

採用実績校：富山大学、東海大学、岡山理科大学

Swift言語を詳細に知りたい、詳しい情報を得たいという人のための解説
書。競合書にはないSwiftに関する詳細な情報が売りです。Swiftの言語仕
様をきちんと理解しておきたい人に必携の一冊！
 ISBN［ 978-4-7973-9518-1 ］ 商品コード［ 8388 ］

詳解 Swift 第4版
荻原剛志 著
568ページ・本体 3,200円+税

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。 ISBN［ 978-4-7973-8945-6］ 商品コード［ 8239 ］

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・本体 2,800円+税

全世界で2.5億人以上が熱中した学び方！ バラク・オバマ、スティーブ・
ジョブズ、ビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグらも賛同した「必ず身に
つく、世界最良の学習メソッド」を徹底紹介します。
 ISBN［ 978-4-7973-8310-2 ］ 商品コード［ 7943 ］

プログラミング入門講座
米田昌悟 著
288ページ・本体 1,580円+税

Perl入門書の大ロングセラー、待望の新版誕生。平易な文章と、たくさん
のサンプルプログラムで、Perlの基礎をわかりやすく解説。正規表現を
はじめとする、Perlならではのプログラム満載。Perlの基礎を完全にマス
ターできます。 ISBN［ 4-7973-3680-3 ］ 商品コード［ 3939 ］

新版 Perl言語プログラミングレッスン 入門編
結城 浩 著
512ページ・本体 2,700円+税

主要プログラミング技術の意味と使い方を紹介します。そのうえで「それ
ぞれがなんのためにあるのか」がわかり、プログラミング技術の相関図が
思い浮かぶようになります。実例を多数掲載していますので体験型学習が
可能。 ISBN［ 978-4-7973-9011-7 ］ 商品コード［ 8183 ］

なるほど！プログラミング
森 巧尚 著 
256ページ・本体 1,980円+税

学習を躊躇していた人たちや、既存の入門書で挫折した人たちに、「これ
ならできる！」の最短カリキュラムを土日の14時間で提供。まったくのプ
ログラミング初心者が簡単なWebデータベースアプリを構築できるまで
導きます。 ISBN［ 978-4-7973-8274-7 ］ 商品コード［ 7655 ］

土日でわかる PHPプログラミング教室
フロイデ株式会社 吉谷 愛 著
240ページ・本体 2,270円+税

PHPによるWebアプリケーションの構築方法を基礎の基礎から徹底解説。
付録CD-ROMには、PHPの実行環境を手軽に構築できるXAMPPとサンプ
ルプログラムを収録。手間なく学習が始められます。
 ISBN［ 978-4-7973-7185-7 ］ 商品コード［ 6821 ］

基礎からのPHP
西沢夢路 著
368ページ・本体 2,800円+税 CD-ROM

ファイルの圧縮はどのような原理、どのようなアルゴリズムで行われて
いるのかを詳細に解説。一般的な圧縮アルゴリズムと画像処理に関する
圧縮アルゴリズムについて、それぞれの圧縮プログラミングについても
詳解。 ISBN［ 978-4-7973-5949-7 ］ 商品コード［ 5855 ］

詳解 圧縮処理プログラミング
昌達慶仁 著
456ページ・本体 3,800円+税

CD-ROM

2018-2019Book Selection
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ネットワーク／サーバー

ISBN［ 978-4-7973-8667-7 ］   
商品コード［ 7787 ］ 

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。

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・本体 1,680円+税

採用実績校：滋賀大学、藤田保健衛生大学、麗澤大学

ISBN［ 978-4-7973-8880-0 ］
商品コード［ 8267 ］ 

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。

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・本体 1,680円+税

採用実績校：福井工業大学、日本電子専門学校

ISBN［ 978-4-7973-9380-4 ］   
商品コード［ 8679 ］ 

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・本体 1,980円+税

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 ］ 商品コード［ 8122 ］

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・本体 1,680円+税

ISBN［ 978-4-7973-9447-4 ］
商品コード［ 8456 ］

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4版
三上信男 著
332ページ・本体 1,980円+税

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。

ISBN［ 978-4-7973-9607-2 ］   
商品コード［ 8489 ］

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・本体 1,900円+税

企業情報、Amazonの新刊情報、商品の口コミデータ、Google検索、Twitter
のエゴサーチ、iTunes/Google Playのアプリランキングなど、さまざまな
役立つデータを収集する方法を、実例と手順でやさしく解説してます。
 ISBN［ 978-4-7973-8902-9 ］ 商品コード［ 8002 ］

データを集める技術
佐々木拓郎 著 
256ページ・本体 2,400円+税

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。
 ISBN［ 978-4-7973-9071-1 ］ 商品コード［ 8319 ］  

パケットキャプチャの教科書
みやたひろし 著 
384ページ・本体 2,980円+税

ネットニュースなどで目にする、さまざまなセキュリティ攻撃がどのよう
な仕組みで行われているかを解説しながら、自分のPCがすでに攻撃を受
けていないか？ をチェックする方法と、攻撃対策の方法を解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-8746-9 ］  商品コード［ 8182 ］

動かして学ぶセキュリティ入門講座
岩井博樹 著 
264ページ・本体 2,200円+税

クラウドコンピューティングの利用形態、代表的なサービス、押さえてお
きたい技術の仕組み、クラウド導入の流れ、さまざまなクラウド事業者の
概要まで、これからクラウド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［ 978-4-7973-8665-3 ］ 商品コード［ 7913 ］

イラスト図解式 この一冊で全部わかる クラウドの基本
林 雅之 著
192ページ・本体 1,680円+税

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、仮想化、クラウドと自社運用の連携、使い分けなど、これ
からサーバー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。 ISBN［ 978-4-7973-8666-0 ］ 商品コード［ 7786 ］

イラスト図解式 この一冊で全部わかる サーバーの基本
きはしまさひろ 著
192ページ・本体 1,680円+税

「わかりやすい！」とダントツの高評価。知北直宏が全手順を徹底詳解し
ます。そして、日本マイクロソフトのサポートチーム全面協力。だから、
役立つ！ だから、もう手放せない一冊！
 ISBN［ 978-4-7973-7704-0 ］ 商品コード［ 7287 ］

標準テキスト Windows Server 2012 R2 構築・運用・管理パーフェクトガイド
知北直宏 著
808ページ・本体 4,000円+税

オフィスのネットワークを自ら作る必要があるという方のためのガイド
ブック。ネットワークの設計、機器の選定、調達、LAN配線工事、機器の
設定、監視環境の整備まで、実際の作業の流れに沿って進んでいきま
す。 ISBN［ 978-4-7973-7760-6 ］ 商品コード［ 7445 ］

ノンエンジニアのための 社内ネットワーク施工・構築ガイド
有限会社インタラクティブリサーチ 福永勇二 著 
328ページ・本体 2,600円+税

NEW

採用実績校：山口大学、東京工芸大学、城西国際大学

採用実績校：金沢工業大学、北星学園大学、岡山商科大学

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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UNIX／Linux

データベース

ISBN［ 978-4-7973-7627-2  ］   
商品コード［ 7533 ］ 

SQLを使った分析の手法、そしてそのためのシステ
ムの構築について解説します。ビジネスに役立つ分
析を行いたいマーケターやビッグデータをどうにか
したいエンジニアにも最適です。

10年戦える
データ分析入門
青木峰郎 著
304ページ・本体2,580円＋税

ISBN［ 978-4-7973-8094-1 ］   
商品コード［ 7509 ］ 

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、エンジニアなら知ってお
くべき知識についても、丁寧に解説したLinux入門書
の決定版。

新しいLinuxの
教科書
三宅英明・大角祐介 著 
440ページ・本体 2,700円+税

採用実績校：岡山大学、広島工業大学、岩手大学

基礎理論からしっかり深部の構造まで徹底詳解しました。「内部構造」「動
作の仕組み」の正しい理解は、設計・運用・管理の全工程で必ず役立ち
ます。Oracle Database 12c、11g、10g に完全対応。
 ISBN［ 978-4-7973-8408-6 ］ 商品コード［ 7484 ］

プロとしてのOracleアーキテクチャ入門 第2版
株式会社コーソル　渡部亮太 著 
400ページ・本体 2,600円+税

開発者視点でLinuxの仕組みを紐解き、小さなコマンドの作成からhttpd
サーバの実装までを解説します。「Linux世界が何によってできているの
か」がわかり、「Linuxプログラミングの標準技法」が理解できます。
 ISBN［ 978-4-7973-8647-9 ］ 商品コード［ 8299 ］

ふつうのLinuxプログラミング 第2版
青木峰郎 著
480ページ・本体 2,750円+税

システム管理やソフトウェア開発など、実際の業務では欠かせないシェ
ルスクリプトの知識を徹底解説。ほとんどのディストリビューションでデ
フォルトとなっているbashに特化することで、より実践的なプログラミン
グを紹介します。 ISBN［ 978-4-7973-9310-1 ］ 商品コード［ 8349 ］

新しいシェルプログラミングの教科書
三宅英明 著
380ページ・本体 2,700円+税

Linux（UNIX）システムを体系的に学習するための基幹入門書。知ってお
くべき主要項目から素朴な疑問が生じやすい派生項目までを丁寧に解説
します。Ferora、Ubuntuを例とした最新の状況にも対応。
 ISBN［ 978-4-7973-6984-7 ］ 商品コード［ 6548 ］

新Linux/UNIX入門 第3版
林 晴比古 著
496ページ・本体 3,800円+税

すべてのUNIXユーザーのためのシェル使いこなし術。UNIXの初心者にも
わかるように、シェルの使い方とシェルスクリプトの書き方をやさしく解
説。Linux、FreeBSD、Solarisの最新バージョンを対象に、さらにわかりやす
くしました。 ISBN［ 4-7973-2194-6 ］ 商品コード［ 2822 ］

入門UNIXシェルプログラミング 改訂第2版
ブルース・ブリン 著／山下哲典 訳
472ページ・本体 3,200円+税

shとbashを用いたシェルスクリプトリファレンスの決定版。シェルスクリ
プトプログラミングの基礎から実践的な用途までを項目ごとに豊富なサ
ンプルスクリプトと実行例を交えて解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-8357-7 ］ 商品コード［ 7503 ］

UNIXシェルスクリプトコマンドブック 第3版
山下哲典 著 
512ページ・本体 2,200円+税

サーバー管理、ネットワーク管理など、現場で使えるテクニックを豊富に
ちりばめたシェルスクリプトサンプル集の決定版です。知りたいことが
きっと見つかる秘密の道具箱。Linux、FreeBSD、MacOS対応。
 ISBN［ 978-4-7973-7762-0 ］ 商品コード［ 7218 ］

UNIXシェルスクリプト マスターピース132
大角祐介 著 
432ページ・本体 2,500円+税

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面構成で解説しています。
 ISBN［ 978-4-7973-8238-9  ］ 商品コード［ 7446 ］

Linuxコマンドブックビギナーズ 第4版
川口拓之、田谷文彦、三澤 明 著 
400ページ・本体 1,900円+税

Linuxの概要、インストール、初期設定、サーバ構築、ネットワーク設定、
ユーザ管理、セキュリティ、メンテナンスなど、サーバ管理者として知っ
ておくべき項目を全て詰め込んだ、全てのレベルの人のための完全版の
ガイドブック。 ISBN［ 978-4-7973-8268-6 ］ 商品コード［ 8133 ］

標準テキストCentOS 7構築・運用・管理パーフェクトガイド
有限会社ナレッジデザイン 大竹龍史、市来秀男、山本道子、山崎佳子 著
960ページ・本体 4,200円+税 

ISBN［ 978-4-7973-9311-8 ］
商品コード［ 8302 ］ 

データベースに触れるのが本当に初めてという方に
向けて、「データベースとは何か」という基本中の基
本から、MySQLを使ったデータベースの作成と操作、
PHPとの連携によるWebアプリケーション作成の入
り口までを、豊富な図とサンプルにより解説します。

基礎からのMySQL 
第3版
西沢夢路 著
546ページ・本体 2,980円+税

採用実績校：琉球大学、名桜大学、長浜バイオ大学

Oracle教育のプロフェッショナル集団が書き下ろした、とにかくよくわか
るPL/SQLの解説書。Oracle 10g、11g、12cに完全対応した第3版、遂に刊
行です。初心者からでも確実に実践力を身につけられます。
 ISBN［ 978-4-7973-7707-1 ］ 商品コード［ 7199 ］

プロとしてのOracle PL/SQL入門 第3版
アシスト教育部 著
360ページ・本体 2,400円+税

2018-2019Book Selection
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システム設計

iPhone／Android開発

ISBN［ 978-4-7973-6581-8 ］   
商品コード［ 6395 ］ 

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」、遂に発刊！ 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！

ソフトウェアテストの
教科書
石原一宏、田中英和 著／田中真史 監修
288ページ・本体 2,500円+税

採用実績校：山梨大学、麻生情報ビジネス専門学校

VLAN設計、アドレス設計、冗長化、仮想化などなど、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400超の図を用いて徹底解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-7351-6 ］ 商品コード［ 7056 ］

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
みやたひろし 著
416ページ・本体 2,980円+税

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 ］ 商品コード［ 7693 ］

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
440ページ・本体 3,400円+税

ISBN［ 978-4-7973-9351-4 ］
商品コード［ 8379 ］

4つの「入出力設計」（画面/帳票/DB/外部連携）と2つ
の「機能設計」（オンライン/バッチ）を定義・整理し、
これら設計に焦点を当て、作業手順に沿いながら具
体的解説を進めます。体系的に理解できるように解
説しています。

システム設計の謎を解く 
改訂版
高安厚思 著
296ページ・本体 2,400円+税

AWS（Amazon Web Services）によるクラウドシステム構築・運用のノウ
ハウを紹介。AWSの主要サービスの概要から、サービスを活用したクラ
ウド上でのシステムの構築手順と設定方法を詳細に解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-9257-9 ］ 商品コード［ 8490 ］  

Amazon Web Services パターン別構築・運用ガイド 改訂第2版
NRIネットコム株式会社 佐々木拓郎、林晋一郎、小西秀和、佐藤 瞬 著 
488ページ・本体 3,400円+税

ISBN［ 978-4-7973-9417-7 ］   
商品コード［ 8352 ］ 

これからはじめてiPhoneアプリ開発を学ぼうとしてい
る人にとって少しでも役立つ本であるために、「誰一
人、絶対に挫折しない」を命題に、とことんこだわっ
て、とにかく丁寧に解説しています。Swift 4 & iOS 11
完全対応。

絶対に挫折しない iPhone
アプリ開発「超」入門 第6版
高橋京介 著 
400ページ・本体 2,750円+税

採用実績校：東京情報大学、同志社女子大学

プログラム経験がまったくない方を対象に、パート1でプログラミング言
語Swiftの基礎を学習します。パート2では、6つのiPhoneアプリを作りなが
ら、Xcode上の開発手順とアプリ作成のための実践的プログラミングを習
得します。 ISBN［ 978-4-7973-8528-1 ］ 商品コード［ 8009 ］

iPhoneアプリ開発講座 はじめてのSwift
荒木信司 著 
364ページ・本体 2,580円+税

ECサイトから基幹システムまで、企業のデータ・サーバをAWSへ移行す
るためのネットワーク設計・構築、運用・管理のノウハウを紹介します。
一般的な企業にAWSを導入する際のベストプラクティスをお届けします。
 ISBN［ 978-4-7973-9256-2 ］ 商品コード［ 8416 ］

Amazon Web Services 業務システム設計・移行ガイド
NRIネットコム株式会社：佐々木拓郎、林晋一郎　株式会社野村総合研究所：瀬戸島敏宏、宮川 亮、金澤 圭 著
384ページ・本体 3,200円+税

ISBN［ 978-4-7973-9581-5 ］
商品コード［ 8527 ］

Android StudioのレイアウトエディタとConstraint 
Layoutを使ったアプリ画面作成を徹底解説。新し
いAndroid Studioと新言語Kotlinに対応し、はじめて
Androidアプリを開発する人が最短距離を進めるよ
うに配慮しています。

はじめてのAndroid
プログラミング 第3版
金田浩明 著
370ページ・本体 2,650円+税

開発環境「Android Studio」の活用からソフトウェアテスト、チーム開発、
セキュリティ、パフォーマンス向上、リリース後のアプリ改善まで。現場
の最前線で実際に使われている一連のテクニックを体系立てて解説しま
す。 ISBN［ 978-4-7973-8536-6 ］ 商品コード［ 7859 ］

黒帯エンジニアが教えるプロの技術Android開発の教科書
筒井俊祐、里山南人、松田承一、笹城戸裕記、毛受崇洋 著
500ページ・本体 3,200円+税

日々の開発・更新作業で得られたアプリ開発に大切なノウハウを、サン
プルアプリを使ってわかりやすく解説。Android Studio 3から正式にサ
ポートされたKotlinにも対応し、最新の開発手法がわかります。Android 
Studio 3対応。 ISBN［ 978-4-7973-9580-8 ］ 商品コード［ 8559 ］   

基本からしっかり身につくAndroidアプリ開発入門
森 洋之 著 
432ページ・本体 2,750円+税

ヤフーのアプリ開発の最前線で活動している黒帯エンジニアが、ユー
ザーにとっては使いやすく、開発者にとっては素早く開発・アップデー
トできるアプリ作りの基本をサンプルアプリを通して丁寧に解説してい
きます。 ISBN［ 978-4-7973-9418-4 ］ 商品コード［ 8375 ］  

本気ではじめるiPhoneアプリ作り Xcode 9.x＋Swift 4.x対応
西 磨翁 著 
432ページ・本体 2,750円+税

採用実績校：日本工学院専門学校、水戸電子専門学校

採用実績校：電子開発学園、姫路情報システム専門学校

学校採用・企業採用向け商品カタログ



11

Excel／Windows

ISBN［ 978-4-7973-9698-0 ］   
商品コード［ 8622 ］ 

ExcelVBAを基礎から学ぶための教科書です。VBAの
文法から業務アプリの作成までが学べます。これか
らVBAを始める人から、実践的なテクニックを求める
人まで、幅広い層に対応する、VBAプログラマ必携
の一冊です。

Excel VBAの
教科書
古川順平 著
520ページ・本体 2,380円+税

世界最高峰の職場で徹底的に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珠玉のテクニックが
満載です。業務直結のノウハウを一冊に凝縮しました。

ISBN［ 978-4-7973-8870-1］
商品コード［ 8061 ］ 

Excel 最強の教科書
［完全版］

藤井直弥、大山啓介 著 
352ページ・本体 1,580円+税

ビジネスマンは時間ない、仕事にすぐに役立つ知識が欲しい！ そのよう
なニーズに対応するために、わかりやすくピンポイントで解説します。関
数、マクロ、VBAで仕事の効率化を徹底して目指しましょう。
 ISBN［ 978-4-7973-8681-3 ］ 商品コード［ 7915 ］

できるビジネスパーソンのためのExcel VBAの仕事術
西沢夢路 著
320ページ・本体 1,800円+税

ISBN［ 978-4-7973-8683-7 ］   
商品コード［ 7861 ］ 

ビジネスシーンでありがちな例を引きながら、統計
学の基礎をやさしく解説していきます。上司に「その
数字、根拠あるの？」といわれても困らない、プレゼ
ンの説得力を2段階アップさせるスキルが身につけ
られます。

できるビジネスパーソンのための
Excel統計解析入門
日花弘子 著
320ページ・本体 2,000円+税

採用実績校：長崎大学、愛媛大学、高崎商科大学

Excelメニューのみを使ったデータ分析の手法をやさしく解説します。実
務で即役立つさまざまな事例満載で、あなたをできるビジネスマンにす
るために完全サポートする一冊。Excel2007～Excel2016対応。
 ISBN［ 978-4-7973-8682-0 ］ 商品コード［ 7860 ］

できるビジネスパーソンのためのExcelデータ分析の仕事術
日花弘子 著
320ページ・本体 2,000円+税

ビジネスにおける効率、時間短縮に一番効果のある関数、マクロを取り上げ、
ビジネスシーンでよく使われる事例をサンプルに解説していきます。複雑な
ところまでは取り上げませんが、簡単な自動実行、自動処理を取り上げます。
 ISBN［ 978-4-7973-8680-6 ］ 商品コード［ 7973 ］

できるビジネスパーソンのためのExcel関数&マクロの仕事術
七條達弘、渡辺 健、鍛治 優 著
320ページ・本体 1,800円+税

三角関数、微分・積分、複素数などの基礎知識から、フーリエ級数展開、
フーリエ変換、離散フーリエ変換、FFTを用いた周波数解析までを、Excel
およびOpenOffi nce.org用マクロによる実践形式で徹底解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-6760-7 ］ 商品コード［ 6364 ］

Excel/OpenOffi  ceで学ぶフーリエ変換入門
金丸隆志 著
276ページ・本体 2,800円+税

シート上に入力されたデータから、必要なものだけを検索・抽出したり、
複数のブックに入力されたデータを1つのブックにまとめる方法など、業
務の効率を格段にアップさせる方法が満載です。
 ISBN［ 978-4-7973-7489-6 ］ 商品コード［ 7022 ］

仕事に役立つExcelデータベース 第4版
古川順平 著
320ページ・本体 2,580円+税

やりたいことを速攻で実装するための、ExcelVBAリファレンス決定版で
す。重たいExcelファイルを改善（カイゼン）する高速化ワザを掲載。デー
タ分析とグラフ作成でビッグデータ時代に対応します。
 ISBN［ 978-4-7973-7761-3 ］ 商品コード［ 7258 ］

ExcelVBA最強リファレンス
古川順平 著
664ページ・本体 2,580円+税

「マスター台帳」「貸借対照表」「損益計算書」といった会社特有の表の読み
方や活用法を教えるとともに、作成する場合のコツについても解説します。
新しく社会人になる人や、いまいち表の内容が把握できないという人に必
携の一冊です。 ISBN［ 978-4-7973-9054-4 ］ 商品コード［ 8117 ］

会社でExcelを使うということ。
日花弘子、尾崎裕子 著 
248ページ・本体 1,400円+税

マクロを使いこなすためのVBAの基礎知識を、初心者でも迷わずに学習
できるように、必要なポイントに絞って解説しています。仕事効率化のた
めのヒントとテクニックが詰まった一冊です。
 ISBN［ 978-4-7973-8607-3 ］ 商品コード［ 7724 ］

かんたんだけどしっかりわかるExcel マクロ・VBA入門
古川順平 著
312ページ・本体 1,980円+税

ISBN［ 978-4-7973-9402-3 ］ 
商品コード［ 8454 ］

これからWindows 10を使いはじめる方が最初につ
まずく基本操作の疑問を解決するのはもちろんのこ
と、よくあるトラブルの解決方法や、Windows 10を
便利に使いこなすワザの数々をQ＆A形式でわかりや
すく解説しています。

Windows 10完全ガイド
基本操作＋疑問・困った解決
＋便利ワザ
井上香緒里 著
344ページ・本体 1,480円+税

ISBN［ 978-4-7973-9401-6 ］ 
商品コード［ 8453 ］

基本的な使い方から、手間なくデータ入力するため
のプロの技、仕事で活用できる実践的なデータ分析
の方法、Excel作業を劇的に改善するテクニックなど、
幅広く収録しています。Excel 2016/2013/2010対応。

Excel 完全ガイド
基本操作＋疑問・困った解決
＋便利ワザ
門脇香奈子 著 
368ページ・本体 1,480円+税

NEW

採用実績校：産業能率大学、東北芸術工科大学

2018-2019Book Selection
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ゲームプログラミング／ゲーム開発

ISBN［ 978-4-7973-5677-9 ］   
商品コード［ 5451 ］ 

画面上のグラフィックスを動かすためには、数学と
物理学の知識が必須。中学教科書レベルから高度な
3次元処理まで解説します。例題とサンプルコード
（C/C＋＋、Objective-C）で理解できる実践的教科書で
す。

ゲーム開発のための
数学・物理学入門 改訂版
ウェンディ・スターラー 著／山下恵美子 訳
448ページ・本体 2,800円+税

採用実績校：東京工芸大学、宇都宮ビジネス電子専門学校

ISBN［ 978-4-7973-9766-6 ］   
商品コード［ 8650 ］ 

Unityの基本的な操作、ゲーム開発手順を丁寧に解
説。掲載された手順に沿って進めていくだけで、
Unityによるゲーム制作の基礎が確実に身につきま
す。プログラムがわからなくても大丈夫、事前の知
識はいっさい不要です。

Unity2018入門
荒川巧也、浅野祐一 著
352ページ・本体 2,500円+税

採用実績校：西日本工業大学、足利大学、安田女子大学

ISBN［ 978-4-7973-9765-9 ］   
商品コード［ 8593 ］ 
初めてゲーム制作をする人にも最適。簡単な2Dゲー
ムの制作からスタートし、徐々に難しいゲームへと
進めていきます。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
つきます。

Unityの教科書 
Unity 2018
完全対応版
北村愛実 著
432ページ・本体 2,580円+税

採用実績校：公立はこだて未来大学、湘南工科大学

ISBN［ 978-4-7973-9537-2 ］   
商品コード［ 8381 ］ 

ロールプレイングゲームやアドベンチャーゲーム
などシナリオが重視されるゲームで、魅力的な物語
を書くためのノウハウを体系立ててやさしく解説。
ゲームシナリオライターを目指す方やひと味違うシ
ナリオを書きたい方にお勧めです。

ゲームシナリオの書き方 
第2版
佐々木智広 著 
304ページ・本体 1,780円+税

採用実績校：電子開発学園、東京工学院専門学校

1920年代にその世界観が誕生して以降、様々な作品で語り継がれるク
トゥルー神話。本書は神話の変遷を解体し、設定の始点となった作品を
紐解きます。神々、クリーチャー、物品、地域などに分類して解説してい
ます。 ISBN［ 978-4-7973-7429-2 ］ 商品コード［ 6893 ］

ゲームシナリオのためのクトゥルー神話事典
森瀬 繚 著
272ページ・本体 1,890円+税

ファンタジーのストーリーを創作するときに知っていてほしい歴史・文
化・お約束を事典形式でまとめたネタ帳。特にゲームと相性がよいと考
えられるネタを中心に構成。シナリオのリアリティを増すためのヒントが
満載。 ISBN［ 978-4-7973-5984-8 ］ 商品コード［ 5749 ］

ゲームシナリオのためのファンタジー事典
山北 篤 著
272ページ・本体 1,890円+税

オンラインゲームプログラミング解説書が遂に登場。TCP/IPの基礎から
懇切丁寧に解説し、ゼロからオンラインゲームを作リあげることを通し
て、ゲームのためのネットワークプログラミングのノウハウを伝授しま
す。 ISBN［ 978-4-7973-7591-6 ］ 商品コード［ 7263 ］

オンラインゲームのしくみ
河田匡稔 著 
352ページ・本体 3,000円+税

ISBN［ 978-4-7973-7699-9 ］
商品コード［ 7587 ］ 

ゲーム作りに必要かつ十分な数学と物理の知識を最
短ルートで伝授。コンピュータでの数字の仕組みか
らプログラムならではの加算や乗算、3Dのベクトル、
マトリクス、乱数、そして物理を、プログラムを交え
ながらサポートします。

ゲームを動かす 
数学・物理
堂前嘉樹 著
496ページ・本体 2,750円+税

採用実績校：日本電子専門学校、名古屋工学院専門学校

CD-ROM

知略を駆使し戦況を優位に導く軍師、謀略の限りを尽くす策士、武芸に
秀でた達人、一騎当千の凄腕の剣士。知将、猛将を描くために知ってお
きたい「戦いの知識」をまとめた一冊です。
 ISBN［ 978-4-7973-8329-4 ］ 商品コード［ 7656 ］

ゲームシナリオのための戦闘・戦略事典
山北 篤 著
256ページ・本体 1,980円+税

戦国時代がどのような時代であったのか、同時に江戸時代以降の日本で
は戦国時代はどのような時代だったと考えられていたのか、その全体像
を描き出すことをコンセプトとした事典です。
 ISBN［ 978-4-7973-6975-5 ］ 商品コード［ 7717 ］

ゲームシナリオのための 戦国事典
森瀬 繚 著
272ページ・本体 1,980円+税

ゲームプレイにおける「テンポ」という概念を主軸として、ゲームの一連の
作り方をレクチャーします。ゲームの核となるアイデアを構成するテーマ、
コンセプト、システムについて、最新人気ゲームの具体例をあげながら解
説しています。 ISBN［ 978-4-7973-8562-5 ］ 商品コード［ 7688 ］

ゲームプランナー集中講座
吉沢秀雄 著
256ページ・本体 2,300円+税

Unityによるサンプルプログラムを実際に動かすことで、数式がどのよう
にゲームのグラフィックスに適用されるか、直感的に理解できます。数学
が苦手な方にこそ手にとって頂きたい一冊です。
 ISBN［ 978-4-7973-8426-0 ］ 商品コード［ 7612 ］

ゲームアプリの数学
久富木隆一 著
312ページ・本体 2,980円+税

アイディアを考える、企画書を書く、そしてプログラミング。さらに、おも
しろさを生み出すレベルデザインまで現役ゲームプランナーが現場のノ
ウハウを惜しみなく披露。普通のゲーム開発本とは一線を画す一冊です。
 ISBN［ 978-4-7973-7736-1 ］ 商品コード［ 7220 ］

ゲーム作りのはじめかた
あすなこうじ 著
512ページ・本体 3,000円+税

NEW

NEW

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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人工知能

IoT／IT

ISBN［ 978-4-7973-9594-5 ］   
商品コード［ 8682 ］ 

人工知能は、近年、その技術が急速に進化し、従来
は実用が困難だと思われていたさまざまな領域で利
用が始まっています。本書では、人工知能について、
イラスト図解や事例、写真を多用して、初心者にも
わかりやすく解説します。

図解 人工知能大全
古明地正俊、長谷佳明 著
256ページ・本体 1,680円+税

ISBN［ 978-4-7973-9243-2 ］   
商品コード［ 8324 ］ 

これから激増していくIoTシステムを構築・活用し
ていくのに必須となる知識と活用方法を、センサー
の種類や取得できるデータの特徴から、通信方式、
データを蓄積、分析する方法などまでしっかり解説
しています。

IoTの基本・仕組み・重要
事項が全部わかる教科書
八子知礼、杉山恒司、竹之下航洋、松浦真弓、
土本寛子 著 
288ページ・本体 2,300円+税

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 ］ 商品コード［ 8141 ］

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・本体 1,280円+税

今、世界を賑わせている暗号通貨・ビットコインと、それを支える基幹技
術であるブロックチェーンについて、その仕組みと、歴史、未来の可能性
を抜群のストリーテリングで解き明かします。
 ISBN［ 978-4-7973-9444-3 ］ 商品コード［ 8295 ］

ビットコインとブロックチェーンの歴史・しくみ・未来
ニュー・サイエンティスト編集部 著／水谷 淳 訳
272ページ・本体 1,600円+税

AIとその究極の姿であるシンギュラリティーは人類に何をもたらすか？ 人
間が行ってきた技術革新とは何か、人間とは何か、人間が信じてきた神
（宗教）とは何かを考察し、今後人間がどのようにAIに向かい合うべきかを
提示しています。 ISBN［ 978-4-7973-9306-4 ］ 商品コード［ 8219 ］

AIが神になる日
松本徹三 著
240ページ・本体 1,400円+税

人工知能は何ができて、何ができないのでしょうか。本書は、人工知能のし
くみと活用を、企業の導入事例をまじえてやさしく詳説します。テクノロジー
とビジネスの最前線を提示する、もっとも簡潔明瞭な人工知能解説書です。
 ISBN［ 978-4-7973-9169-5 ］ 商品コード［ 8157 ］

人工知能解体新書
神崎洋治 著 
192ページ・本体 1,000円+税

ISBN［ 978-4-7973-9254-8 ］
商品コード［ 8556 ］

人工知能とは何か？  機械学習・ディープラーニン
グとは何かを、高クオリティなマンガとともに、詳し
く、やさしく解説していきます。人工知能という難し
そうなテーマを、より身近に感じられるようになる一
冊です。

マンガでわかる！
人工知能
松尾 豊 監修
208ページ・本体 1,300円+税

人工知能は、生き物の知能をコンピューターの上に実現したものです。
本書は、最低限知っておくべき人工知能のキーワードを厳選。わかりや
すいイラストと解説で、キーワードを直感的に理解できます。
 ISBN［ 978-4-7973-7026-3 ］ 商品コード［ 7914 ］

絵でわかる人工知能 
三宅陽一郎、森川幸人 著
208ページ・本体 1,000円+税

ISBN［ 978-4-7973-9325-5 ］
商品コード［ 8449 ］

シングルボードコンピュータRaspberry Piを使って、
スマートスピーカーなどのIoTデバイスを実際に作り
ながら、IoTというわかりにくい言葉の本質を読み解
いていきます。IoTの本質を理解することに重点が置
かれています。

みんなのIoT
柴田 淳 著
308ページ・本体 2,280円+税

IoTというと、すぐに「モノのインターネット」と直訳されます。けれども、
あらためて「果たしてその実態は？」と考えると、今一つはっきりしない
のではないでしょうか。本書は、IoTを3つの構成要素に分けて考え、個別
に見ていきます。 ISBN［ 978-4-7973-9016-2 ］ 商品コード［ 8120 ］

IoTを支える技術
菊地正典 著 
208ページ・本体 1,000円+税

採用実績校：日本大学、常磐大学

ISBN［ 978-4-7973-8429-1 ］   
商品コード［ 7613 ］ 

コンピューターの動作原理から、ハードウェア、ソ
フトウェア、通信、Webサービス、印刷まで、コン
ピューター・IT技術のしくみがすべてわかる究極のイ
ラストガイドです。シリーズ累計200万部の世界的
ベストセラー！

コンピューター＆
テクノロジー解体新書
ロン・ホワイト 著／トップスタジオ 訳
376ページ・本体 2,700円+税

NEW

2018-2019Book Selection
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資格試験

初心者でも理解できるように、SEOの基礎と対策を解説するともに、SEO
の知識に基づく、「見てもらう」「読んでもらう」「買ってもらう」ためのコン
テンツ（見出し、リード、本文）の企画・執筆方法を紹介していきます。
 ISBN［ 978-4-7973-8551-9 ］ 商品コード［ 7661 ］

入門SEOに効くWebライティング
宮嵜幸志、中島健治、石村浩延 著
248ページ・本体 1,850円+税

インターネットビジネス

プラン作成から、資金計画、開店準備、運営ノウハウまで、お店を開くと
決めたその日から、すぐに使えるヒントがいっぱいです。必ず役立つ、雑
貨ショップ開業成功者のケーススタディ付き！
 ISBN［ 978-4-7973-4063-1 ］ 商品コード［ 4279 ］

新版 はじめる雑貨屋さん
富本雅人 著
208ページ・本体 1,500円+税

商品選択とお客様のコミュニティ化で、あなたの活動が収益に変わります。人
とお金が集まる成功の要点を、61のポイントとともに解説。あえて事細かな具
体的方法ばかりを載せることを避け、アイデアを喚起するさまざまなヒントを
提示しています。 ISBN［ 978-4-7973-7366-0 ］ 商品コード［ 7146 ］

成功する ネットショップ集客と運営の教科書
染谷昌利、鈴木珠世 著
248ページ・本体 2,200円+税

Google Analyticsの豊富な機能、設定、管理まで幅広く網羅した“パーフェ
クトガイド”の増補改訂版です。機能・設定は2014年中に移行が進むユ
ニバーサルアナリティクスと従来のアナリティクスの両方を解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-7578-7 ］ 商品コード［ 7149 ］

Google Analyticsパーフェクトガイド 増補改訂版
山浦直宏 著
492ページ・本体 2,800円+税

ISBN［ 978-4-7973-9377-4 ］   
商品コード［ 8492 ］

短期間で一発合格するための試験対策本です。「試
験に合格すること」のみを目的に、ITの知識がまった
くない未経験者や学生、新社会人の方々でもスラス
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。

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
464ページ・本体 1,580円+税

ISBN［ 978-4-7973-7541-1 ］   
商品コード［ 7148 ］ 

オラクルマスター資格対策書籍の定番書が、最新
のOracle Database 12cに対応しました。一発合格は、
目標ではありません。必達です！ 「わかりやすさ」と
「実試験レベルの内容」を徹底的に追求しました。

ORACLE MASTER 
Bronze

［12c SQL基礎］
完全詳解＋精選問題集
エディフィストラーニング株式会社 西 昭彦、
飯室美紀 他 著
576ページ・本体 3,600円+税　＜試験番号：1Z0-061＞

ISBN［ 978-4-7973-7542-8 ］   
商品コード［ 7459 ］ 
オラクル・トレーナーアワードの受賞経験を持つ講
師陣が書き下ろした「試験に合格するための一冊」
です。数々の講習経験に基づき、学習者がつまずき
やすいポイントをしっかりと押さえ、確実に理解が
進みます！

ORACLE MASTER 
Bronze

［Bronze DBA 12c］
完全詳解＋精選問題集
エディフィストラーニング株式会社 飯室美紀、
西 昭彦、岡野友紀 著
496ページ・本体 3,600円+税　＜試験番号：1Z0-065＞

応用情報技術者試験は、幅広い試験範囲の知識を、深く理解しているこ
とが求められます。過去問題の出題傾向から、よく出題される問題の知
識を、読みやすい解説文と、イメージで理解できる図解で徹底解説して
います。 ISBN［ 978-4-7973-9403-0 ］ 商品コード［ 8387 ］

応用情報技術者 徹底合格テキスト 2018年版
高橋麻奈 著
688ページ・本体 2,980円+税

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がこの一冊に凝縮し
ています。多くの図解＆フルカラーだからわかりやすい！
 ISBN［ 978-4-7973-8127-6 ］ 商品コード［ 7743 ］

いちばんやさしい 第2種電気工事士【筆記試験】
第２種電気工事士研究会 ねしめ重之 著
320ページ・本体 1,800円+税

CCNA Routing and Switching/CCENT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。v3.0試験に完全対応して登場。
 ISBN［ 978-4-7973-8882-4 ］ 商品コード［ 8034 ］

Cisco CCNA Routing and Switching/CCENT問題集
Gene、松田千賀 著
972ページ・本体 3,480円+税

シスコシステムズのネットワーク技術者認定資格「CCNA/CCENT」の取得を
ネットワークの知識がほぼゼロの状態から目指すときに最初に手に取って
いただきたい一冊。初学者がつまづくポイントを押さえた丁寧でわかりや
すい解説です。 ISBN［ 978-4-7973-8828-2 ］ 商品コード［ 7946 ］

ゼロからはじめるCCNA「超」基礎講座
Gene 著
320ページ・本体 2,380円+税

ISBN［ 978-4-7973-9015-5 ］   
商品コード［ 8039 ］ 

情報セキュリティ技術者には、広範な知識が求めら
れています。シラバスの試験範囲から、過去の情報
処理技術者試験の問題を厳選し、問題の解き方を
しっかり解説していますので、基礎知識から合格に
つながる応用力が身につきます。

やさしい情報処理
安全確保支援士講座
高橋麻奈 著 
520ページ・本体 2,880円+税

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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Webデザイン

人が集まるサイト作りのテクニックを、7ジャンルのサンプルから学びま
す。付録CD-ROMにはサンプルサイトを収録。サンプルサイトはフリーで
お使いいただけます。
 ISBN［ 978-4-7973-7737-8 ］ 商品コード［ 7610 ］

人を惹きつける 美しいウェブサイトの作り方
瀬口理恵 著
192ページ・本体 2,480円+税

制作現場で役立つ、グリッドデザインの考え方、フレームワークを使うた
めに必要な基礎知識のポイントを解説したうえで、実際に役立つ設定方
法を紹介していきます。制作現場で使える基本が身につきます。
 ISBN［ 978-4-7973-7671-5 ］ 商品コード［ 7616 ］

実践でスグに役立つ 新しいWebデザイン＆制作入門講座
下野 宏、下野理子 著
208ページ・本体 2,300円+税

CD-ROM

Webデザイナーが行うワーヤーフレーム、ページデザイン、テーマ作成、
プラグイン導入、サイト公開までの一連の作業を、ステップバイステップ
で手順を追って、手を動かしながら学習します。
 ISBN［ 978-4-7973-8330-0 ］ 商品コード［ 7736 ］

ビジネスサイトをこれからつくる WordPressデザイン入門
秋元英輔 著／プライム・ストラテジー株式会社 監修
268ページ・本体 2,400円+税 CD-ROM

ISBN［ 978-4-7973-9524-2 ］   
商品コード［ 8681 ］ 

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・本体 1,780円+税

小さなサイト作りを通してHTMLとCSSの基礎が学べる入門書の決定版! 
ソースコードは現在のトレンドに合わせ、解説も丁寧にわかりやすくなり
ました。これからWeb制作を始める人にも、HTML/CSSを学び直したい人
にもお勧めです。 ISBN［ 978-4-7973-9315-6 ］ 商品コード［ 8518 ］

スラスラわかるHTML＆CSSのきほん 第2版
狩野祐東 著 
296ページ・本体 1,980円+税

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［ 978-4-7973-8854-1 ］ 商品コード［ 7970 ］

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・本体 2,480円+税

目的別にデザインが探せるデザイン見本帳です。一冊あれば今日のWeb
デザインのアイデアがすぐ見つかります。450点以上の良質見本から学
べるWebデザインの基礎原則が学べます。
 ISBN［ 978-4-7973-8903-6 ］ 商品コード［ 8205 ］

Webデザイン良質見本帳
久保田涼子 著 
208ページ・本体 2,300円+税

サンプルサイトを作りながら、そのサイトを作るために必要な知識を一つ
ひとつ手順を踏みながら学んでいく形式なので、実際にどのように作る
のかがわかりやすくなっています。
 ISBN［ 978-4-7973-7302-8 ］ 商品コード［ 7049 ］

作りながら学ぶ HTML/CSSデザインの教科書
森 智佳子、高橋朋代 著
340ページ・本体 2,800円+税

仕事でWebサイト作る人に必須の知識となる、CSS設計の基礎的な概念
からその実装方法を、サンプルページを通して体系的に解説します。導
入から設計の基礎、Webサイトへの実装まで学べます。
 ISBN［ 978-4-7973-8653-0 ］ 商品コード［ 7911 ］

現場のプロが本気で教える HTML/CSSデザイン講義 
森本恭平、平谷奈緒子、中西生乃 著
284ページ・本体 2,580円+税

レイアウト・配色・写真図版・書体などWebのデザインに関する事柄から、
HTML5とCSS3・インタラクション・運用とマーケティングなどWeb技術に
関連する内容まで、WebクリエイターのためのWebデザインの入門書です。
 ISBN［ 978-4-7973-8965-4 ］ 商品コード［ 8093 ］

いちばんよくわかるWebデザインの基本きちんと入門
伊藤庄平、益子貴寛、久保知己、宮田優希、伊藤由暁 著 
248ページ・本体 2,380円+税

装飾からレイアウトまで、ステップバイステップで作ってたしかめてCSS
デザインの基本が身につく入門書です。既存ページのカスタマイズと、
ゼロからのレイアウト作成を実習します。Win/Mac対応。
 ISBN［ 978-4-7973-8007-1 ］ 商品コード［ 7283 ］

スラスラわかるCSSデザインのきほん
狩野祐東 著
240ページ・本体 1,900円+税

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に飽きさせない切り口で解説していき
ます。
 ISBN［ 978-4-7973-9515-0 ］ 商品コード［ 8568 ］ 

本当によくわかるJavaScriptの教科書
株式会社エンタクルグラフィックス 著 
272ページ・本体 1,980円+税

「Webサイトを作ってみたい」と漠然と思っている人から、「一度
WordPressを触ってみたけど挫折した」という人にお勧めします。手順通
りに操作するだけで本格サイトが作れ、WordPressのことがわかります。
 ISBN［ 978-4-7973-9516-7 ］ 商品コード［ 8455 ］  

本当によくわかるWordPressの教科書
赤司達彦 著 
272ページ・本体 1,560円+税

JavaScriptをこれから始める人にも、前に挫折したことのある人にも、手
を動かしてサンプルをひとつずつ作っていくことで、知識だけでなく、現
場で活きる、応用・実践につながる基礎力が身につきます。
 ISBN［ 978-4-7973-8358-4 ］ 商品コード［ 7638 ］

確かな力が身につくJavaScript「超」入門
狩野祐東 著
328ページ・本体 2,480円+税

JavaScriptを言語仕様・文法解説とプログラミングの双方から学習し、知
識を深めていくためのテキストです。言語仕様・文法解説の理解を補強
するための例題として、33本のサンプルプログラムを作成します。
 ISBN［ 978-4-7973-8864-0 ］ 商品コード［ 8131 ］

徹底マスター JavaScriptの教科書
磯 博 著 
560ページ・本体 2,980円+税

WordPressの本格的な入門書として売れ行きNo.1の本書が4.xに対応して
新登場。4.xにおける新機能の解説のほか、前版で著者のサイトに寄せら
れた読者からの要望にも対応しています。
 ISBN［ 978-4-7973-8309-6 ］ 商品コード［ 7481 ］

基礎からのWordPress 改訂版
高橋のり 著 
440ページ・本体 3,180円+税

「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 ］ 商品コード［ 7025 ］

jQuery 最高の教科書
株式会社シフトブレイン 著
304ページ・本体 2,580円+税

NEW
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グラフィックデザイン

Photoshop／Illustrator

ISBN［ 978-4-7973-9725-3 ］   
商品コード［ 8683 ］ 

はじめてIllustratorを触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対応］
高野雅弘 著
248ページ・本体 1,980円+税

採用実績校：名古屋学芸大学、倉敷芸術科学大学、和光大学

ISBN［ 978-4-7973-9679-9 ］   
商品コード［ 8621 ］ 

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。

デザインの基本ノート
尾沢早飛 著
184ページ・本体 2,280円+税

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。
 ISBN［ 978-4-7973-5142-2 ］ 商品コード［ 7534 ］

デザイン入門教室［特別講義］
坂本伸二 著
208ページ・本体 1,850円+税

もう二度と、手放せなくなる一冊。効果的な頻出テクニックから、ワンラ
ンク上のプロの技まで。アイデアを形にする “全手順”を徹底詳解！ さっ
と引けて、すぐわかる。便利な逆引きが、あなたのデザインワークをお手
伝いします。 ISBN［ 978-4-7973-7706-4 ］ 商品コード［ 7215 ］

Illustrator 10年使える逆引き手帖  【CC/CS6/CS5 対応】
高野雅弘 著
344ページ・本体 2,400円+税

「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。 ISBN［ 978-4-7973-9826-7 ］ 商品コード［ 8594 ］

Photoshop 10年使える逆引き手帖【CC完全対応】
藤本 圭 著
368ページ・本体 2,400円+税

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。 ISBN［ 978-4-7973-9324-8 ］ 商品コード［ 8378 ］

配色アイデア手帖
桜井輝子 著
304ページ・本体 1,780円+税

そのまま使える花と雑貨の素材をたくさん集めた、便利に使える大人か
わいい写真素材集です。仕事に、趣味に、デザインに花が欲しいときに
便利にお使いください。素材データは個人・法人を問わず、デザインに利
用可能です。 ISBN［ 978-4-7973-9888-5 ］ 商品コード［ 8651 ］

花と雑貨の素材集 FLOWER LOVERS COLLECTION
&IDEA編集部 編 
240ページ・本体 2,380円+税

手描き、リアル、イラスト、光加工、テクスチャー、パターン、文字、線、
最新表現テクニックなど、この一冊でPhotoshopとIllustratorのあらゆるテ
クニックが習得できます。学習用の画像は全てダウンロードできます。
 ISBN［ 978-4-7973-9539-6 ］ 商品コード［ 8526 ］

Photoshop & Illustratorデザインテクニック大全
楠田諭史、トントンタン 著
288ページ・本体 2,400円+税

すぐに使えるレタッチの基本から、目を奪われるようなプロレベルの作品
まで使えるテクニックが揃っています。ロゴ、人物、風景、コラージュ、3D
など、Photoshopのレタッチ・加工に関わるあらゆるスキルをこの一冊で習
得できます。 ISBN［ 978-4-7973-8940-1 ］ 商品コード［ 8237 ］

Photoshop レタッチ・加工 アイデア図鑑
楠田諭史 著
304ページ・本体 2,400円+税

ISBN［ 978-4-7973-9724-6 ］
商品コード［ 8560 ］

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対応］
まきのゆみ 著
252ページ・本体 1,980円+税

まさにデザインをこれからやろうと思う人を対象に、アプリケーションに
特化した解説を避け、専門用語をできる限り使用せず、知識ゼロの人に
も伝わる形で、使えるデザインの基本を解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-7696-8 ］ 商品コード［ 7560 ］

ゼロからはじめるデザイン
北村 崇 著
190ページ・本体 2,280円+税

日本人の大好きな国や地域の素材をたくさん集めました。パリにはじま
り、ロンドン、北欧・東欧、ハワイ・アメリカ、そして日本へ本をめくって旅
をするように素材を探してみてください。きっと使って楽しい、素敵な素
材に出会えます。 ISBN［ 978-4-7973-9267-8 ］ 商品コード［ 8291 ］

Sweet & Natural 手描きでかわいいイラストとフォントの素材集
中島 心 著／米倉明男 監修
144ページ・付録DVD・本体 2,400円+税 DVD-ROM

DVD-ROM

今流行りの手描きイラスト・文字の素材集です。シンプルなラインにわ
ずかな手描き感、ペンや筆のインクの溜まり、チョークのかすれた感じな
ど、色数は少なく、しかしそこには清潔感がたたずむ大人が使えるデザイ
ンがあります。 ISBN［ 978-4-7973-9006-3 ］ 商品コード［ 8031 ］

手描きイラスト＆タイポ素材集
岩永茉帆、Asami、若井美鈴 著／米倉明男 編 
144ページ・本体 2,400円+税

DVD-ROM

NEW NEW

NEW

NEW

採用実績校：東京都市大学、静岡産業大学、広島経済大学

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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デジタルイラスト

ISBN［ 978-4-7973-9363-7 ］   
商品コード［ 8678 ］ 

デジタルイラスト制作について何も知らなくても大丈
夫。デジタルイラスト制作に役立つ実践的な基礎知
識と、ペイントソフトCLIP STUDIO PAINT PROの基礎
的な使い方を共に本書一冊で学ぶことができます。

とことん解説！
キャラクターの描き方
入門教室
乃樹坂くしお 著
208ページ・本体 1,780円+税

ISBN［ 978-4-7973-8764-3 ］   
商品コード［ 7976 ］ 

「青空と草原」「夕暮れの城下町」のような王道ファン
タジーの風景から、「雨の洞窟」「灼熱の都」といった
ダークファンタジーを彷彿とさせる風景まで、心に
残る印象的な背景を描くために知っておきたい考え
方とテクニックを解説します。

「ファンタジー背景」
描き方教室
よー清水 著 
208ページ・本体 2,200円+税

ISBN［ 978-4-7973-9150-3 ］   
商品コード［ 8495 ］ 

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。

「キャラの背景」
描き方教室
よー清水 著 
208ページ・本体 2,200円+税

ISBN［ 978-4-7973-9677-5 ］   
商品コード［ 8647 ］ 

CLIP STUDIO PAINT PRO/EXでデジタルイラストを描
くときに知っておきたい基本ワザ・便利ワザを選り
すぐって、QA事典形式で解説します。機能豊富すぎ
て…、何に役立つ機能なのか…、といった疑問を解
決します。

CLIP STUDIO 
PAINTの「良ワザ」事典 

［PRO/EX対応］
株式会社レミック、平井太朗 著
192ページ・本体 1,980円+税

ISBN［ 978-4-7973-9307-1 ］   
商品コード［ 8557 ］ 

9人の人気プロ絵師がCLIPSTUDIO PAINT PROでの
キャラ塗りテクニックを徹底解説。「アニメ塗り」「水
彩塗り」「厚塗り」など、絵師の個性あふれる塗り方
や、仕上げ加工のテクニックを事典形式でまとめま
した。

デジタルイラストの
「塗り」事典BOYS

NextCreator編集部 著 
192ページ・本体 2,200円+税

ISBN［ 978-4-7973-8646-2 ］   
商品コード［ 7883 ］ 

CLIPSTUDIO PAINT PROでのキャラ塗りテクニックを
徹底解説。「アニメ塗り」「ブラシ塗り」「水彩風塗り」
などの基本の塗りから、「和風塗り」「アナログ風塗
り」などの個性ある塗りまで多彩な塗りのテクニッ
クを整理して事典形式で紹介。

デジタルイラストの
「塗り」事典 

NextCreator編集部 著
200ページ・本体 2,200円+税

採用実績校：代々木アニメーション学院、千葉デザイナー学院

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。
 ISBN［ 978-4-7973-7229-8 ］ 商品コード［ 7387 ］

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・本体 2,200円+税

からだの部位ごとに目、口、髪、手、足といった項目に分けて、デッサン
をしっかりするために最低限知っておきたい「人体の構造」、悩まずに描
くための「アタリの描き方」、押さえておきたい秘訣を整理してまとめま
した。 ISBN［ 978-4-7973-8406-2 ］ 商品コード［ 7862 ］

デジタルイラストの「身体」描き方事典
松（A･TYPEcorp.） 著
184ページ・本体 1,980円+税

現代の男女の服装を、トップス、ボトムスなど着る部位ごとに整理・分
類し、服装ごとの構造や特徴、描き方、バリエーションを描くコツ、コー
ディネートのヒント、シワのノウハウの解説をまとめた、事典形式のイラ
スト実用書です。 ISBN［ 978-4-7973-8991-3 ］ 商品コード［ 8135 ］

デジタルイラストの「服装」描き方事典
スタジオ・ハードデラックス 著
176ページ・本体 1,980円+税

キャラクターの想いが伝わる表情を描くために知っておきたい知識を、感情
表現ごとに事典形式で分類して解説。笑った顔や怒った顔などの基本的な
表情から、さまざまな感情が混ざった表情まで幅広く紹介します。
 ISBN［ 978-4-7973-8964-7 ］ 商品コード［ 8238 ］

デジタルイラストの「表情」描き方事典
NextCreator編集部 著
176ページ・本体 1,980円+税

CLIP STUDIO PAINT PROでのエフェクトの表現方法を解説書です。火・
煙・水・風・雷・光など多数の定番エフェクトの描き方や、完成イラスト
を例にエフェクトを使った仕上げ方法を解説しています。
 ISBN［ 978-4-7973-9379-8 ］ 商品コード［ 8525 ］  

デジタルイラストの「エフェクト」描き方事典
スタジオ・ハードデラックス 著 
192ページ・本体 2,200円+税

刀を持ったキャラクターを活かすための描き方テクニックを中心に、線
画が映える着色・加工や、パースを効かせてドラマチックに描くシーンの
コツなど、絵師が経験で培ってきた各種ノウハウを一冊にまとめました。
 ISBN［ 978-4-7973-8441-3 ］ 商品コード［ 7589 ］

デジタルで描く！「刀剣＋ポーズ」イラスト真剣講座
夏生 著
168ページ・本体 1,980円+税

NEW

NEW
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数学

無理数・虚数・関数・不等式・指数対数・三角関数・極限・微分・積分…。
先生と二人の生徒との対話を通して、高校の授業でわからなかった数学
のポイントが確実に理解できます。用語の意味や数式展開も丁寧に解
説。 ISBN［ 978-4-7973-7505-3 ］ 商品コード［ 6963 ］

基礎からわかる数学入門
遠山 啓 著
464ページ・本体 2,200円+税

221/493を約分できるうまいやり方、2進法を使ったゲーム必勝法などの
身近な話題から、現代代数学の入り口まで、ガウスが「数学の女王」と呼
んだ整数論の世界を、具体的な実例や計算で解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-7624-1 ］ 商品コード［ 7200 ］

数の不思議
遠山 啓 著
232ページ・本体 1,600円+税

ロングテール、三角法、指数的爆発、フラクタル、虚数、ライフゲームな
ど、興味深い数学の世界を、抜群のストリーテリングで解説した、数学読
み物の傑作。読み出したら止まらない、最高の数学読み物です。
 ISBN［ 978-4-7973-8084-2 ］ 商品コード［ 7447 ］

どんな数にも物語がある
アレックス・ベロス 著／水谷 淳 訳 
392ページ・本体 2,200円+税

定番公式や定理の意外な証明や利用法から、数学マニアも聞いたことが
ない不思議な定理の紹介まで、美しく感動的な数学の世界が高校数学
（数Ⅱまで）の知識だけでたっぷり楽しめます。

 ISBN［ 978-4-7973-8558-8 ］ 商品コード［ 7708 ］

高校数学の美しい物語
マスオ 著
264ページ・本体 1,800円+税

どんな数も途方もない魅了を持っています。個々の数の不思議な性質か
ら、歴史的に数がどのようにして進化してきたか、数のパターンの美しさ
などをユーモラスな文章で紹介し、読者を驚きの世界へと誘う数学読み
物です。 ISBN［ 978-4-7973-8535-9］ 商品コード［ 7834 ］

魅惑と驚きの「数」たち
イアン・スチュアート 著／水谷 淳 訳
408ページ・本体 2,100円+税

数学的想像力とエスプリ、そしてユーモアに満ちた数学ミステリーが満
載。小説家イアン・スチュアートが贈る極上の知的エンターテイメント。
楽しみながら数学の知識とセンスが身につきます。
 ISBN［ 978-4-7973-8202-0 ］ 商品コード［ 7530 ］

数学ミステリーの冒険
イアン・スチュアート 著／水谷 淳 訳
336ページ・本体2,000円＋税

ピタゴラスの定理からブラック＝ショールズ方程式まで─人間の歴史
を変え、今日の世界を作り上げるうえで重要な役割を果たしてきた17の
方程式。これらの意味と重要性を豊富なエピソードで明らかにする。
 ISBN［ 978-4-7973-6970-0 ］ 商品コード［ 6808 ］

世界を変えた17の方程式
イアン・スチュアート 著／水谷 淳 訳
440ページ・本体 2,200円+税

フェルマーの最終定理から四色問題、ポアンカレ予想、リーマン予想ま
で。数学を進化・発展させてきた大問題と、未だ解くことができない偉大
な問題を、イアン・スチュアートが鮮やかに解説する、現代数学の最前線
です。 ISBN［ 978-4-7973-7519-0 ］ 商品コード［ 6997 ］

数学を変えた14の偉大な問題
イアン・スチュアート 著／水谷 淳 訳
448ページ・本体 2,400円+税

イアン・スチュアートが、14歳から集めてきた、数学パズルやゲーム、数
学史や数学者のエピソード、マスコミで話題になったトピックを初公開。
あなたの知的興奮を誘う数学の世界がここにあります!!
 ISBN［ 978-4-7973-5601-4 ］ 商品コード［ 5555 ］

数学の秘密の本棚
イアン・スチュアート 著／水谷 淳 訳
328ページ・本体 1,900円+税

この宝箱を開けて、スリルと驚きに満ちた数学の世界を楽しもう。数学
パズルやジョーク、純粋数学のトピックをはじめとして、4次元や反物質
といたった物理学の話題をユーモラスに解説。『数学ガール』の著者 結城
浩氏推薦。 ISBN［ 978-4-7973-5982-4 ］ 商品コード［ 5764 ］

数学の魔法の宝箱
イアン・スチュアート 著／水谷 淳 訳
368ページ・本体 1,900円+税

もっともポピュラーで大きな発展のあった「微積分学の成立史」につい
て、格調高い文体で明らかにしています。「曲線への関心」という視点から
の新しい数学の誕生と発展のあり方がひも解かれます。
 ISBN［ 978-4-7973-7691-3 ］ 商品コード［ 7551 ］

微分積分学の誕生
高瀬正仁 著
296ページ・本体 2,000円+税

学校では教えてくれない「秘伝の解法」をズバ抜けた合格実績を持つ現
役プロ講師がとことん丁寧に解説します。高校入試に必要な「応用力」と
「得点力」が必ず身に付きます。中堅校から難関国立・私立志望者まで、
必読の一冊！ ISBN［ 978-4-7973-9517-4 ］ 商品コード［ 8645 ］

進学塾プロ講師が教える高校入試 数学 瞬解60
森 圭示 著 
192ページ・本体 1,580円+税

数学が苦手な方でも「自分がつまずいたところ」さえクリアすれば、数の
世界のおもしろさを実感できます。数学の不得意な学生を多数導いた著
者が、身近な話もまじえて、ポイントを一気に解説していきます。
 ISBN［ 978-4-7973-9574-7 ］ 商品コード［ 8617 ］

[Si新書]楽しくわかる数学の基礎
星田直彦 著 
224ページ・本体 1,000円+税

大学の数学の先生でプロのマジシャンでもあるベンジャミン博士が、画期的な
暗算テクニックをはじめの一歩からわかりやすく解説します。これらのテクニッ
クは、子供もお年寄りも、そして数学の苦手な人も、簡単に理解しマスターする
ことができます。 ISBN［ 978-4-7973-9252-4 ］ 商品コード［ 8335 ］

完全版 暗算の達人
アーサー・ベンジャミン、マイケル・シャーマー 著／岩谷 宏 訳
312ページ・本体 1,500円+税

「英国最高の数学ライターの一人」と称されるアレックス・ベロスが、過去
2000年の数学パズルの中から最も面白く、頭を刺激する120問を厳選した
パズル本の傑作です。パズル愛好家はもちろん、数学に関心のある方にも
最良の一冊です。 ISBN［ 978-4-7973-9137-4 ］ 商品コード［ 8443 ］

この数学パズル、解けますか？
アレックス・ベロス 著／水谷 淳 訳
344ページ・本体 2,200円+税

数学嫌いの人は「数学はわかる人にしかわからない学問」と諦めてきまし
た。けれども本当は、数学者の目に映るキラキラした世界、「わかる」とい
う疾走感を味わいたいものです。そんな数学嫌いの夢をかなえるのが本
書です。  ISBN［ 978-4-7973-8083-5 ］ 商品コード［ 8264 ］

面白くて仕事に役立つ数学
柳谷 晃 著
224ページ・本体 1,400円+税

初めてガロア理論を学ぶ人にも、何度かチャレンジしてみたけれど挫折
してしまった人にも、一歩一歩階段を上るようにわかっていく楽しみを味
わえるガロア理論への最適な入門書となる一冊です。
 ISBN［ 978-4-7973-9020-9 ］ 商品コード［ 8089 ］

図解と実例と論理で、今度こそわかるガロア理論
鈴木智秀 著 
216ページ・本体 2,000円+税

古代から近代までのさまざまな数学者を取り上げて彼らが生み出した数
学的内容とともに、その数学が生まれた時代背景や、その数学がきっか
けとなって起こった科学や技術の発展、ひいては歴史に与えた影響を紹
介しています。 ISBN［ 978-4-7973-9628-7 ］ 商品コード［ 8618 ］

数学の歴史物語
ジョニー・ボール 著／水谷 淳 訳
520ページ・本体 2,700円+税
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ISBN［ 978-4-7973-8436-9 ］
商品コード［ 7603 ］ 

渡り鳥は、どのようにして目的地までの行き方を知
るのか。サケはなぜ3年間の航海を経て、生まれて場
所にもどれるのか。そして、生命の起源とは。量子力
学が明らかにする生命現象の畏るべき秘密を解き明
かします。

量子力学で
生命の謎を解く
ジム・アル=カリーリ、
ジョンジョー・マクファデン 著／水谷 淳 訳
408ページ・本体 2,400円+税

統計

物理／科学

基礎物理学は、理科系の大学生であれば、十分に理解しておきましょう。
そのためには系統立てて学ぶことが重要です。物理学の初歩から専門的
な内容まで、図やイラスト、実験を駆使して、じっくり解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-5575-8 ］ 商品コード［ 5742 ］

確実に身につく基礎物理学（上）力学・熱力学・波動
川村康文 著
352ページ・本体 2,400円+税

上巻に続き下巻では、電流や磁気、電位、交流などの電磁気学と、相対
性理論や粒子、原子核などの現代物理学を、図やイラスト、実験を駆使
してじっくり解説。両方そろえ、基礎物理学の完全マスターを目指しま
しょう。 ISBN［ 978-4-7973-5576-5 ］ 商品コード［ 6064 ］

確実に身につく基礎物理学（下）電磁気学・現代物理学
川村康文 著
280ページ・本体 2,000円+税

カジノやサッカーくじで必ず勝てる偶然の数学法則とは？ 運を味方につけ
る科学的な方法とは？ 物理学や数学から神経科学や法学まで「偶然」が
決定的な役柄を果たしている事柄を英米の第一線の科学者がやさしく解
き明かします。 ISBN［ 978-4-7973-8700-1 ］ 商品コード［ 7924 ］

「偶然」と「運」の科学 
マイケル・ブルックス 著／水谷 淳 訳 
296ページ・本体 1,700円+税

統計学を楽しく理解して、気軽に使いこなそう！ さくさく読み進められる
対話形式で、登場キャラクター達が身近なテーマを統計解析。難しそう
に見える統計理論も、愉快なストーリー展開で、すんなり頭に入ります。
 ISBN［ 978-4-7973-4907-8 ］ 商品コード［ 5006 ］

すぐに使える統計学
菅 民郎、土方裕子 著
208ページ・本体 1,800円+税

統計学はポイントをしっかり押さえれば、誰にでも確実に理解できます。
「統計学ってなに？」という素朴な疑問からマンガでゆる～く解説し、読
み終わったときには知らないうちに統計学が身についています！
 ISBN［ 978-4-7973-4251-2 ］ 商品コード［ 6384 ］

マンガでわかる統計学
大上丈彦 著／メダカカレッジ 監修
240ページ・本体 952円+税

ベイズ統計は、統計学やデータ解析の分野で名が知られるようになって
きました。迷惑メールフィルターにも応用されています。ベイズ統計の基
本から、従来の統計学と融合して活用する方法まで解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-6657-0 ］ 商品コード［ 7043 ］

図解・ベイズ統計「超」入門
涌井貞美 著
208ページ・本体 1,200円+税

データ分析にまったく縁のなかった《僕》が、探偵事務所に就職し、職場
で出会う事件のなかで、データ分析の基本から高度な手法までを身につ
けていきます。サンプルデータとRのコードのセットはダウンロード可能。
 ISBN［ 978-4-7973-8230-3 ］ 商品コード［ 7637 ］

新米探偵、データ分析に挑む
石田基広 著
272ページ・本体 2,000円+税

パスカル、フェルマーからフォン・ノイマン、ケインズまで。「偶然」を測る
ことで不確実な未来を予測することに挑んだ確率・統計学のパイオニア
たちの発想を、彼らと著者との仮想対話形式でわかりやすく紹介します。
 ISBN［ 978-4-7973-7535-0 ］ 商品コード［ 7479 ］

人間と社会を変えた9つの確率・統計学物語
松原 望 著 
280ページ・本体 1,900円+税

大数学者2人の往復書簡から始まった確率論と「政治算術」として始まっ
た統計学。それらは、どのような発展を遂げ、現代に至ったのか。天才た
ちのユニークな発想とそこから生まれた偉大な成果を軽やかに描く科学
読み物です。 ISBN［ 978-4-7973-7602-9 ］ 商品コード［ 7281 ］

世界を変えた確率と統計のからくり134話
岩沢宏和 著
296ページ・本体 1,900円+税

ISBN［ 978-4-7973-8457-4 ］   
商品コード［ 8057 ］ 

著者が予備校生時代に初めて出会った、微分積分を
使った物理の授業での感動を、もっとたくさんの人
に知ってほしい。そうした思いから、微分積分を知ら
ない人が一から学ぶための理想の内容を紹介してい
ます。

はじめての物理数学
永野裕之 著 
400ページ・本体 2,700円+税

ISBN［ 978-4-7973-7517-6 ］   
商品コード［ 7107 ］ 

統計学の基礎の基礎から、相関や正規分布、推定・
検定までを、中学校レベルの数学知識があれば確実
にわかるように解説。データ分析の意味を知り、統
計を仕事に役立てたい、ビジネスマン、学生に最適
です。

社会人1年生のための
統計学教科書
浅野 晃 著
256ページ・本体 1,800円+税

宇宙や物理学から食品や家電に至るまで、誰もが疑問に思うけれど答
えはなかなか見つからない。そんな疑問が一気に解消します。英国ナン
バーワン科学雑誌『NewScientist』編集部が贈る、痛快無比のQ&Aコラム
集です。 ISBN［ 978-4-7973-8863-3 ］ 商品コード［ 8059 ］

科学のあらゆる疑問に答えます
ミック・オヘア 編著／水谷 淳 訳 
328ページ・本体 1,800円+税
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サイエンス・アイ新書

理論的に動いているつもりでも、実は感情で動いていることが数多くあ
り、それを利用してさまざまな商売が成り立っています。本書では行動経
済学とはなにかから、経済心理の実例について、マンガでわかりやすく
解説します。 ISBN［ 978-4-7973-8103-0 ］ 商品コード［ 7353 ］

マンガでわかる行動経済学
ポーポー・ポロダクション 著 
208ページ・本体 1,000円+税

ゲーム理論は経済だけでなく、国際問題から会社・学校の問題など、さま
ざまな問題の構造を理解するのに役立ちます。このゲーム理論を具体的
な例を挙げながらマンガでわかりやすく解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-7017-1 ］ 商品コード［ 7209 ］

マンガでわかるゲーム理論
ポーポー・ポロダクション 著
208ページ・本体 1,000円+税

中心テーマは、生物の共通性と多様性、および生物進化です。細胞小器
官、細胞、器官、個体、群集、生態系と階層をなしている構造にも注目し
ています。現役の高校生はもちろん、大学生、社会人の方々にも楽しみ
ながら学べます。 ISBN［ 978-4-7973-8219-8 ］ 商品コード［ 7601 ］

カラー図解でわかる高校生物超入門
芦田嘉之 著
352ページ・本体 1,360円+税

世界をリードする日本の工作機械ですが、それらを自在に扱うには加工
技術を知らなければなりません。基本的な加工法を解説し、NC工作機械
や3Dプリンタの話題を含めて、機械工作のノウハウをまとめました。
 ISBN［ 978-4-7973-7079-9 ］ 商品コード［ 7375 ］

基礎から学ぶ機械工作
門田和雄 著 
208ページ・本体 1,100円+税

機械製図は、機械設計や機械工作に関する幅広い知識や技術が総合的
に必要になる高度な作業です。そのため、最近話題の3Dプリンタへの出
力はもちろん、実際の製図に役立つ基礎知識も、紙面を割いて説明しま
した。 ISBN［ 978-4-7973-7078-2 ］ 商品コード［ 7709 ］

基礎から学ぶ機械製図
門田和雄 著
192ページ・本体 1,100円+税

地球科学は、人間が地球の長い歴史の中でどう生き延びてきたのかを、自
ら見つめ直すために必要な知識を与えてくれます。本書は地球について現
在わかっている最先端の知識を分かりやすく紹介する、地球科学の決定
版入門書です。 ISBN［ 978-4-7973-9319-4 ］ 商品コード［ 8616 ］

地球とは何か
鎌田浩毅 著 
224ページ・本体 1,000円+税

46億年前、宇宙の片隅でチリとガスの中から太陽系が誕生し、その中から
地球も誕生しました。そして、10万年前には知恵をもったヒトも登場し地球
の主人公となりました。宇宙の誕生から人類の登場まで、進化の謎を解き
ほぐします。 ISBN［ 978-4-7973-5101-9 ］ 商品コード［ 7233 ］

地球・生命－138億年の進化
谷合 稔 著 
272ページ・本体 1,200円+税

国土地理院がつくる2万5千分の1地形図は、わが国のようすを土地の高
低もふくめて正確に表した地図です。本書では、ある意味「最強の地図」
ともいえる地形図ならではの情報を読み取る技術を解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-9884-7 ］ 商品コード［ 8642 ］

地形図を読む技術 新装版
山岡光治 著 
288ページ・本体 1,200円+税

ニュートン力学の基本的な要素である「力」や「運動」「エネルギー」など
について解説します。それも身近な例を示しながら、図やグラフを使って
具体的にイメージできることを目指しています。苦手意識もこれで解消
します。 ISBN［ 978-4-7973-8024-8 ］ 商品コード［ 7299 ］

カラー図解でわかる力学「超」入門
小峯龍男 著 
192ページ・本体 1,000円+税

記憶力を鍛えれば、脳の活性化が促進されて若返らせてくれます。年齢
とともに衰えやすい短期記憶や海馬を鍛える方法も含め、日常生活で実
践できる記憶力増強テクニックを「頭の中で何が起こっているか」ととも
に解説します。 ISBN［ 978-4-7973-9555-6 ］ 商品コード［ 8586 ］

わかりやすい記憶力の鍛え方
児玉光雄 著 
192ページ・本体 1,000円+税

機械工学をベースにした設計とは、「形のある動くものをつくり、世の中
で役立たせるために、ものづくりの見通しを立てる」ことです。本書は、
これら設計の基礎を学ぶ最良の手引き書です。
 ISBN［ 978-4-7973-7080-5 ］ 商品コード［ 6954 ］

基礎から学ぶ機械設計
門田和雄 著 
224ページ・本体 1,100円+税

「めしべ」や「おしべ」のような名称はもちろん、植物の中でつくられる
「エチレン」などの化学物質や「光周性」などの植物の特性を表すキー
ワードを通して、植物を特徴づける生き方の秘密や魅力が自然に理解で
きます。 ISBN［ 978-4-7973-8063-7 ］ 商品コード［ 7768 ］

植物学「超」入門
田中 修 著 
208ページ・本体 1,100円+税

化学は自然科学の一部門で、「物質」について調べる学問です。本書では、
「物質とはなにか」という化学のキホンから、元素、化学結合、物質量、
有機化合物、高分子化合物といったところまでQ＆A形式で解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-6372-2 ］ 商品コード［ 7208 ］

図解・化学「超」入門
左巻健男、寺田光宏、山田洋一 著 
240ページ・本体 1,200円+税

痛みとはなにか、そしてそれを克服するにはどんな方法があるのか――
これらの問題について、痛みの専門外来であるペインクリニックに勤務
する著者が、科学的な実験結果や臨床研究の成果にもとづいて徹底検証
します。 ISBN［ 978-4-7973-9883-0 ］ 商品コード［ 8671 ］

痛みをやわらげる科学 新装版
下地恒毅 著 
240ページ・本体 1,100円+税

これまでの英会話学習法には致命的欠陥がありました。そこで本書は、
文型×主語×時制の9マスのパネルを用いることで、日本語を介さず、英
語を瞬間的に話せるようにする画期的な科学的トレーニングを解説しま
す。 ISBN［ 978-4-7973-9894-6 ］ 商品コード［ 8672 ］

英語の瞬発力をつける9マス英作文トレーニング
林 一紀 著 
192ページ・本体 1,000円+税

本書では、カレンダーにたとえられる周期表の基本になる概念を、解説
図を使ってわかりやすく説明します。そして、各元素の性質が周期表とど
のように連動するかを、わかりやすく身近な例を用いて、目に見えるよう
に説明します。 ISBN［ 978-4-7973-9519-8 ］ 商品コード［ 8377 ］ 

周期表に強くなる！ 改訂版
齋藤勝裕 著 
208ページ・本体 1,000円+税

外国語を効率よく習得するには、習得のしくみを理解することが肝要で
す。本書では、習得のキーポイントとシャドーイングとの関連、そして習
得の実践方法を実証データをまじえて解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-9532-7 ］ 商品コード［ 8550 ］

外国語を話せるようになるしくみ
門田修平 著 
192ページ・本体 1,000円+税

本書は、プログラミングに馴染みのない読者層を想定し、現実の問題解
決に役立つ方法論として、プログラムの設計に用いるフローチャートを
活用した思考整理及び課題解決のプロセス化を解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-9540-2 ］ 商品コード［ 8487 ］ 

教養としてのプログラミング的思考
草野俊彦 著 
192ページ・本体 1,000円+税
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就職活動には、明確な基準がなく、どのように進めたらいいのか悩む大
学生がたくさんいます。そこで、理工系の学生が、どうすれば満足のいく
就職活動を行い、希望した企業から内定を獲得できるのかを解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-6211-4 ］ 商品コード［ 6798 ］

理工系のための就活の技術
山本昭生 著 
224ページ・本体 952円+税

長い人生、必ずといっていいほど訪れるのが「逆境」です。「逆境を経験し
たことがない」という人はほとんどいないでしょう。本書では、多くの実験
から明らかになっている「逆境に負けない技術」を科学的に解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-8917-3 ］ 商品コード［ 8258 ］

逆境を突破する技術
児玉光雄 著 
192ページ・本体 1,000円+税

世の中には、意外と単純なインチキ理論が氾濫しています。そして、頭
がいいと自分で思い込んでいる人ほど、意外とダマされてしまうので
す。インチキ理論にダマされないための、正しい論理的な考え方を提示
します。 ISBN［ 978-4-7973-9142-8 ］ 商品コード［ 8259 ］

論理的思考 最高の教科書
福澤一吉 著 
192ページ・本体 1,000円+税

就職活動／コミュニケーション

物事を説明する力は、理系・文系を問わず、すべての人に要求されるスキ
ルです。本書では、社会人・学生をターゲットに、わかりやすく論理的な
話し方ができるようになる方法、考え方、心構えなどをイラストと図解で
説明。 ISBN［ 978-4-7973-5566-6 ］ 商品コード［ 5586 ］

論理的に話す技術
山本昭生 著／福田 健 監修
208ページ・本体 952円+税

私たちは日常生活や仕事の現場で、説得を試みる必要があります。論理
的に説得する技術を心の法則とともに学び、どんな場面でも想像力を働
かせ、思いやりあるコミュニケーションをとれる方法を解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-7077-5 ］ 商品コード［ 7069 ］

論理的に説得する技術
立花 薫 著／榎本博明 監修
208ページ・本体 1,100円+税

論理的に説明できない悩みをもつ人たちに、根本的な解決手順とトレー
ニング法を解説。その大原則は、考えるときはおおらかに、第三者に伝え
るときは慎重に、です。身近な事例で説得力アップの秘訣をマスターで
きます。 ISBN［ 978-4-7973-5654-0 ］ 商品コード［ 5736 ］

論理的に説明する技術
福澤一吉 著
224ページ・本体 952円+税

ビジネスの世界を生き抜くには、「思考する力」を伸ばす必要がある。そこ
で、ロジカル・シンキングやラテラル・シンキング、インテグレーティブ・
シンキングの思考法を、もっと具体的に、使いやすくするための方法を
解説。 ISBN［ 978-4-7973-6251-0 ］ 商品コード［ 6235 ］

論理的に考える技術〈新版〉
村山涼一 著
216ページ・本体 952円+税

日本人があまり得意としていない論理的な読解力のスキルアップを目的
に、論証図とパラグラフ構造への書き換えを利用して「書くように読む」
方法を提案します。これをマスターすれば、論理的な表現力が身につく
ことでしょう。 ISBN［ 978-4-7973-7033-1 ］ 商品コード［ 6704 ］

論理的に読む技術
福澤一吉 著
208ページ・本体 952円+税

対話形式だからわかる！ 読める！ しかも楽しい！ 累計600万部突破のカリ
スマ予備校講師・出口 汪氏による「論理的な考え方」が身につく一冊。先
行き不透明なこの時代、人と同じ発想をしなくなる「頭」を作り上げます。
 ISBN［ 978-4-7973-6763-8 ］ 商品コード［ 6412 ］

出口 汪の論理的に考える技術
出口 汪 著
248ページ・本体 666円+税

累計600万部突破のカリスマ予備校講師・出口 汪氏が贈る「確実に伝わ
る話し方」のすべて！ 本書があれば、伝わらない、わかってもらえない、
信用されない、などの日頃のイライラから解放されます。
 ISBN［ 978-4-7973-6979-3 ］ 商品コード［ 6537 ］

出口 汪の論理的に話す技術
出口 汪 著
248ページ・本体 666円+税

累計600万部突破のカリスマ予備校講師・出口 汪が贈る「人から認めら
れる文章の書き方」の秘訣！ 本書を読めば、よく分からない、いま一つピ
ンとこない、というあなたの文章への評価がガラッと変わります。
 ISBN［ 978-4-7973-7207-6 ］ 商品コード［ 6672 ］

出口 汪の論理的に書く技術
出口 汪 著
224ページ・本体 666円+税

そもそもよいプレゼンとはなにか？ といった基礎のキソから、発表に臨
む際の心構え、事前準備から、発表シナリオのつくり方、パワーポイント
の効果的な使い方、聞き手を飽きさせない技術まで解説していきます。
 ISBN［ 978-4-7973-9425-2 ］ 商品コード［ 8521 ］ 

論理的にプレゼンする技術 改訂版
平林 純 著 
192ページ・本体 1,000円+税

聞くことに無頓着な人はたくさんいます。人の話をきちんと聞ける人は、
それだけで間違いなく頭一つ抜けているということです。本書では、相
手の話を自然と引き出す「聞き上手」になる方法を紹介します。
 ISBN［ 978-4-7973-8637-0 ］ 商品コード［ 8322 ］ 

誰とでも会話が弾み好印象を与える 聞く技術
山本昭生 著／福田 健 監修
192ページ・本体 1,000円+税

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。
 ISBN［ 978-4-7973-9523-5 ］ 商品コード［ 8482 ］  

１分で話せ
伊藤羊一 著 
240ページ・本体 1,400円+税

ISBN［ 978-4-7973-9457-3 ］   
商品コード［ 8496 ］ 

今世界で最も注目される日本人研究者・落合陽一氏
と、圧倒的な行動力で時代の最先端を走り続ける堀
江貴文氏が、お金、職業、仕事、会社、学校など、今
考えられる新たな社会の姿を余すところなく語りま
す。

10年後の仕事図鑑
堀江貴文、落合陽一 著 
240ページ・本体 1,400円+税

ISBN［ 978-4-7973-8342-3 ］   
商品コード［ 8005 ］ 

1000校以上のアメリカの大学で20年以上使い続け
られている、もっとも定評のある教科書を初翻訳。
伝え方の基本エッセンスがつまった教科書として、
自分の伝え方を根本的なところから劇的に変えるノ
ウハウを紹介します。

アメリカの大学生が学んでいる
「伝え方」の教科書

スティーブン E. ルーカス 著／狩野みき 監修
308ページ・本体 1,500円+税

採用実績校：昭和女子大学、大阪電気通信大学
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東大教養学部で東大生が殺到する授業があります。それが「ブランドデ
ザインスタジオ」。ビジネスで使える「最新の実学（＝デザイン思考）」を、
学生向けにわかりやすく咀嚼した、最強の思考法です。
 ISBN［ 978-4-7973-9264-7 ］ 商品コード［ 8300 ］

東大教養学部「考える力」の教室
宮澤正憲 著
256ページ・本体 1,400円+税

ライトな見た目とは裏腹に収録情報は骨太。伝統ある定番の学科から新進
気鋭の学科まで、多様化する専攻分野の実態と卒業後の進路を、学費・取
得資格&検定、進路&就職先といったお役立ち情報とともに楽しく解説し
ていきます。 ISBN［ 978-4-7973-9270-8 ］ 商品コード［ 8288 ］

大学の学科図鑑
石渡嶺司 著
192ページ・本体 1,000円+税

メールやLINEで、いつも同じ言葉が続いてしまうと、つい「大変」「すご
い」などと使っていて、言葉が足らないと感じている――。そんなビジネ
スパーソンに向けて、より実践的に、品よくみられる「語彙力」と使い方
を紹介します。 ISBN［ 978-4-7973-9344-6 ］ 商品コード［ 8272 ］

大人の語彙力ノート
齋藤 孝 著
240ページ・本体 1,300円+税

ビジネス／実用

SBビジュアル新書

本書は、無味乾燥に思える経済について「感じる」ことができるようにするため
のものです。経済を動かす原動力は、わたしたち一人ひとりの行動にあります。
経済を感じて、皆がもっと前向きに行動すれば、必ず経済はよくなるでしょう。
 ISBN［ 978-4-7973-9039-1 ］ 商品コード［ 8162 ］

感じる経済学
加谷珪一 著 
224ページ・本体 1,300円+税

YouTubeに世界史の授業動画を公開し、たちまち受験生や社会人、教育関
係者から「神授業！」として話題沸騰の現役・公立高校教師が書いた“新
感覚”の世界史の教科書です。推理小説を読むように一気に読めます。
 ISBN［ 978-4-7973-9712-3 ］ 商品コード［ 8643 ］

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・本体 1,500円+税

「菜根譚」の教えである、誰もが陥る「逆境」にどう立ち向かっていくか？ 
富や名声ではない幸福論とは？ そして人づきあいの極意、人間力の高め
方など普遍的なメッセージを超訳でわかりやすく紹介します。
 ISBN［ 978-4-7973-9743-7 ］ 商品コード［ 8677 ］

1分間菜根譚
洪 自誠、齋藤 孝 著 
186ページ・本体 1,000円+税

全国各地で繰り広げられた無数の争いの中には、群雄の興亡に直結した
合戦、時代の流れを決定づけた重要な合戦が存在します。後世に大きな
影響を与えた名合戦を厳選し、勢力図と合戦図を豊富に盛り込みながら
解説します。 ISBN［ 978-4-7973-9458-0 ］ 商品コード［ 8626 ］

合戦地図で読み解く戦国時代
榎本 秋 著 
192ページ・本体 1,000円+税

世界の動きを知るうえで重要な国や、日本と関わりが深い国を題材にし
ながら、政治に関する一般教養と知的雑学をまとめました。現在の政治
制度が確立されるに至った歴史的な話も織り交ぜながら、政治に関する
教養が学べます。 ISBN［ 978-4-7973-9405-4 ］ 商品コード［ 8625 ］

学校では教えてくれない世界の政治
串田誠一 監修／コンデックス情報研究所 編 
192ページ・本体 1,000円+税

「時間」「情報収集」「片付け」「集中と発想」「チーム」の5つの章に分けて、
仕事のスピードを高めながら、質を上げるための100のテクニックを解説
します。Slack、Eight、Alexaなどを使った小ワザも紹介。
 ISBN［ 978-4-7973-9672-0 ］ 商品コード［ 8646 ］

仕事のスピードを上げながら質を高める　最強のライフハック100
小山龍介 著 
160ページ・本体 1,300円+税

現場で次々とふりかかる問題に頭を抱えているビジネスパーソンに向け
て、ソフトバンク、ヤフーなどで1600人以上に指導している問題解決の
スペシャリストが、あらゆる問題をたちどころに解決できる全技術を公開
します。 ISBN［ 978-4-7973-9741-3 ］ 商品コード［ 8652 ］

世界一速い問題解決
寺下 薫 著 
240ページ・本体 1,500円+税

世界のビジネスエリートの間で広まっている美術鑑賞法「ヴィジュアル・
シンキング・ストラテジー（VTS）」の企業研修を行なっている岡崎大輔氏
を著者に迎え、人生に役立つ美術鑑賞法を解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-9714-7 ］ 商品コード［ 8675 ］

なぜ、世界のエリートはどんなに忙しくても美術館に行くのか？
岡崎大輔 著 
200ページ・本体 1,400円+税

「江戸」の社会が古くさくて封建的だなんて、それは、現代人の思い込み
です。もしかしたら、現代より、ずっと自由で、安全で、先進的だったかも
しれません。本書は、旧来の江戸のイメージをくつがえす常識を集めまし
た。 ISBN［ 978-4-7973-9802-1 ］

図解 誰かに話したくなる 江戸の《新》常識
安藤優一郎 著 
192ページ・本体 1,000円+税

本書は、歴史や文化、宗教、ご公務の実態といったさまざまな観点から、
天皇・皇室に関する基礎的な知識が理解できる一冊になっています。神
話（古事記・日本書紀）好きも、日本史好きも、社会問題追求派も納得で
きます。 ISBN［ 978-4-7973-9762-8 ］

【ビジュアル版】私たちが知らなかった 天皇と皇室
高森明勅 著 
192ページ・本体 1,000円+税

なぜ、ディズニーランドには夢と希望が満ちあふれているのか？ その秘
密を知っているのが、ディズニーの“夢をかなえる神様”でした。ディズ
ニーという聖地に引き寄せられる人々の夢が生み出す希望を描いた感動
物語です。 ISBN［ 978-4-7973-9412-2 ］ 商品コード［ 8674 ］

ディズニー 夢をかなえる神様が教えてくれたこと
鎌田 洋 著 
232ページ・本体 1,100円+税

42の思考実験を7グループに分けて、解説していきます。1日6項目ずつ
読むだけで、基本的な思考実験の内容がインプットされるだけでなく、
哲学者やその理論まで学べます。そして、7日間で頭が鋭くなります。
 ISBN［ 978-4-7973-9410-8 ］ 商品コード［ 8419 ］  

突然頭が鋭くなる42の思考実験
小川仁志 著 
240ページ・本体 1,300円+税

精神科医の樺沢紫苑氏が、脳のパフォーマンスを上げたり、記憶をつか
さどる「ワーキングメモリ」を増やすトレーニングを行ったりすることで、
エビデンス的根拠の元、仕事の「ミス・ムダ」を防ぐ超実践的な方法を紹
介します。 ISBN［ 978-4-7973-9373-6 ］ 商品コード［ 8309 ］  

絶対にミスをしない人の脳の習慣
樺沢紫苑 著 
264ページ・本体 1,400円+税
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まずは経営戦略の意味をトコトン理解して、さらに経営戦略の活用法まで
各企業の実例を用いてやさしく解説しています。小難しい話は極力わかり
やすく、わかりやすい話を深掘りして、深掘りした話を面白く勉強できる
一冊です。 ISBN［ 978-4-7973-8960-9 ］ 商品コード［ 8187 ］

実はおもしろい経営戦略の話
野田 稔 著
208ページ・本体 800円+税

SB新書

「教養バカ」な人は、素人相手に、専門用語を連発するし、話も長い、わか
りづらい。そんな、頭でっかちの知識人に、わかりやすさに定評のあるサ
イエンスライターが一石を投じます。大切なのは、知識ではなく、わかり
やすさです。 ISBN［ 978-4-7973-8896-1 ］ 商品コード［ 8065 ］

教養バカ
竹内 薫 著 ／嵯峨野功一 編／辛酸なめこ イラスト
192ページ・本体 800円+税

たくさんの本を読み、膨大な知識を蓄えても、それは雑学でしかありませ
ん。困難な問題や厳しい現実に直面したときに、その原因が何であるかを
見極め、実際に行動を起こして対処できる、本物の「知性の磨き方」を手
に入れましょう。 ISBN［ 978-4-7973-8878-7 ］ 商品コード［ 8043 ］

知性の磨き方
齋藤 孝 著 
208ページ・本体 800円+税

世界の富裕層上位62人が保有する資産は、人口の半分にあたる下位36
億人の資産とほぼ同じ!? 富める者がますます富み、貧しき者がますます
貧しくなる「本当の理由」を、克明な現地取材とともに、池上彰が徹底解
説します。 ISBN［ 978-4-7973-8952-4 ］ 商品コード［ 8095 ］

世界から格差がなくならない本当の理由
池上 彰＋「池上 彰緊急スペシャル！」制作チーム 著 
216ページ・本体 800円+税

従来の発達障害の概念を覆す「自閉症スペクトラム」の考え方が注目さ
れています。10人に１人が抱える「生きづらさ」の原因を解明し、療育、
支援のあり方まで、多角的に解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-7267-0 ］ 商品コード［ 6802 ］

自閉症スペクトラム
本田秀夫 著
248ページ・本体 730円+税

核誕生の歴史から、核兵器が外交カードになってしまったこと、その技
術をビジネスにしようとしている国などを明らかにしながら、世界から核
兵器がなくならない深い事情をわかりやすく解説します。
 ISBN［ 978-4-7973-9734-5 ］ 商品コード［ 8603 ］

世界から核兵器がなくならない本当の理由
池上 彰、「池上彰緊急スペシャル！」制作チーム 著 
176ページ・本体 800円+税

日本在住40年、日本人より日本という国を熟知する著者が、現代社会で
陰ながら活躍する日本人が、世界を舞台に打ち立てた功績を入口として
「なぜ日本と日本人が世界で一番人気なのか」の理由について解き明かし
ます。 ISBN［ 978-4-7973-9711-6 ］ 商品コード［ 8628 ］

日本人だけが知らない本当は世界でいちばん人気の国・日本
ケント・ギルバート 著 
224ページ・本体 800円+税

東大法学部を首席卒業後、財務省を経て弁護士に。そして、ハーバード
大学ロースクールを卒業。そんな著者をつくりあげたオリジナル勉強法
を大公開します。
 ISBN［ 978-4-7973-9850-2 ］

東大首席NY州弁護士が教える＜完全独学＞勉強法
山口真由 著 
200ページ・本体 800円+税

本書では、バカ上司を代表とした問題上司の傾向を探り、 そんな問題上
司とどのように付き合えばいいのかを簡潔かつ具体的に紹介します。 い
わば、「上司の取扱説明書」です。 
 ISBN［ 978-4-7973-9756-7 ］ 商品コード［ 8657 ］

バカ上司の取扱説明書
古川裕倫 著 
224ページ・本体 800円+税

果たして、人工知能にどうすれば「哲学的」で倫理的な思考を与えられる
のか？ テクノロジーからITまで幅広い分野に造詣の深い哲学教授が「人
工知能に哲学を教えたらどうなる？」という設定で、AIのミライについて
語ります。 ISBN［ 978-4-7973-9261-6 ］ 商品コード［ 8656 ］

人工知能に哲学を教えたら
岡本裕一朗 著 
256ページ・本体 820円+税

「薬を減らしたいとき、なんといえばいいか？」「袖の下は渡したほうがい
いのか？」といった悩みから「製薬会社からの賄賂は本当にあるのか？」
「玉の輿に乗るならねらい目は？」のような下世話な話題まで書き尽した
話題の書です。 ISBN［ 978-4-7973-9687-4 ］ 商品コード［ 8627 ］

医者の本音
中山祐次郎 著 
256ページ・本体 820円+税

植物の他者と競わない賢さ、他者と比べない潔さ、むやみに求めない無
欲さ、その一方で逆境をものともせずしたたかに生きる強さ。これらにつ
いて、長年にわたり第一線で植物を研究している大人気植物学者が語り
ます。 ISBN［ 978-4-7973-8473-4 ］ 商品コード［ 8597 ］

植物のかしこい生き方
田中 修 著 
168ページ・本体 800円+税

いまさら「知らない」とは、恥ずかしくて言えない「宗教のきほん」を、
池上彰氏がやさしく解説。曖昧な知識で自信のない方も「そうだったの
か?」と新たな発見が生まれる一冊。これで世界三大宗教を完全理解で
きます。 ISBN［ 978-4-7973-9450-4 ］ 商品コード［ 8306 ］  

知っているようで実は知らない世界の宗教
池上彰＋「池上彰のニュースそうだったのか!!」スタッフ 著 
176ページ・本体 800円+税

2017年に入り、北朝鮮はミサイル実験を繰り返し「日本に対しての攻撃
もあり得る」と挑発的発言を続けています。もし攻撃してきたら日本は
どうなるのか？ 今だからこそ知るべき、〝自衛隊〟について池上彰が徹底
解説します。 ISBN［ 978-4-7973-9527-3 ］ 商品コード［ 8424 ］  

知らないではすまされない自衛隊の本当の実力
池上 彰＋「池上彰緊急スペシャル！」制作チーム 著 
216ページ・本体 800円+税

大人の自閉スペクトラムの人が抱える困難とは何か？ どうすれば社会で
周囲から誤解されなく活躍できるのか？ 長年発達障害と向き合ってきた
精神科医の著者が、最新の研究の動向や豊富な職場での事例をまじえて
解説します。 ISBN［ 978-4-7973-8498-7 ］ 商品コード［ 8355 ］  

大人の自閉スペクトラム症
備瀬哲弘 著 
224ページ・本体 800円+税

過熱する患者や家族の心理と変動し続ける発達障害診断。「発達障害」
はどこへ行くのか？ 精神科医・香山リカ氏が、生きづらさの原因を「発
達障害」に求める人たちの心理と時代背景に斬り込んだ意欲作です。
 ISBN［ 978-4-7973-9341-5 ］

「発達障害」と言いたがる人たち
香山リカ 著 
208ページ・本体 800円+税

本書は、人気コミック『宇宙兄弟』の公式HPで連載をもち、監修協力を
務め、NASAジェット推進研究所で技術開発に従事する著者が、やさしく
かみくだきながら「人類の謎」に挑む、壮大な宇宙の旅の物語です。
 ISBN［ 978-4-7973-8850-3 ］ 商品コード［ 8421 ］  

宇宙に命はあるのか
小野雅裕 著 
274ページ・本体 800円+税

「失敗するのは注意散漫だったから」は本当か? 1日1時間労働の人気作
家が明かす発想力のコツとは? これから結果を出したい社会人から大学
生まで、全世代にお勧めしたい常識にとらわれない頭の使い方をまとめ
ました。 ISBN［ 978-4-7973-8949-4 ］ 商品コード［ 8457 ］  

集中力はいらない
森 博嗣 著 
216ページ・本体 800円+税
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3人の高校生が数学の問題に挑戦する物語。題材は「素数」「絶対値」と
いう基本的なものから「フィボナッチ数列」「二項定理」「無限級数」や
「テイラー展開」「母関数」まで多岐にわたり、取り扱う数学的内容は本
格的です。 ISBN［ 978-4-7973-4137-9 ］ 商品コード［ 4227 ］

数学ガール
結城 浩 著 
344ページ・本体 1,800円+税

テーマは、近年、特に注目を集めている統計です。統計の知識ゼロの読者
を対象に、統計の基礎を具体的な事例を通してわかりやすく解説します。
「僕」と3人の数学ガールのトークを楽しく読みながら、統計の概念を理解
できるでしょう。 ISBN［ 978-4-7973-8712-4 ］ 商品コード［ 7974 ］

数学ガールの秘密ノート／やさしい統計
結城 浩 著 
312ページ・本体 1,500円+税

誰にでも理解できるのに、350年以上ものあいだ解けなかった、数学史上
最大の問題が「フェルマーの最終定理」。ワイルズが行った証明の意義を
理解するため、 初等整数論から楕円曲線までを軽やかなステップで駆け
抜けます。 ISBN［ 978-4-7973-4526-1 ］ 商品コード［ 4766 ］

数学ガール／フェルマーの最終定理
結城 浩 著 
368ページ・本体 1,800円+税

高校生グループはシグマを使って和を求める方法を学び、中学生チーム
は階差数列を使って数列を調べる方法を学びます。どの章も、親しみやす
い数学の題材から始まって、思いがけないほど深い数学の魅力に触れる
内容です。 ISBN［ 978-4-7973-7569-5 ］ 商品コード［ 7303 ］

数学ガールの秘密ノート／数列の広場
結城 浩 著 
272ページ・本体 1,400円+税

ゲーデルが20世紀に証明した「不完全性定理」は、数学の世界に大きな
衝撃を与えたのみならず哲学にも大きな影響を与えました。本書では、
不完全性定理の意味を理解するため、集合と論理を基礎からていねいに
学びます。 ISBN［ 978-4-7973-5296-2 ］ 商品コード［ 5411 ］

数学ガール／ゲーデルの不完全性定理
結城 浩 著 
408ページ・本体 1,800円+税

テーマは、数学に悩む多くの人がつまずきがちな微分です。位置と速度
の関係、速度と加速度の関係を見比べながら、世の中の「変化する現象」
を数学的にとらえる方法を身につけていきます。
 ISBN［ 978-4-7973-8231-0］ 商品コード［ 7480 ］

数学ガールの秘密ノート／微分を追いかけて  
結城 浩 著 
248ページ・本体 1,400円+税

テーマは乱択アルゴリズム。乱数や確率を用いることで、未来への確定
的な予測を行ったり、複雑な解析をシンプルにすることができます。ラン
ダムの力が生み出す世界を純粋数学的な側面とプログラム的な側面の
から解説します。 ISBN［ 978-4-7973-6100-1 ］ 商品コード［ 5992 ］

数学ガール／乱択アルゴリズム
結城 浩 著 
480ページ・本体 1,900円+税

ベクトルの基礎から応用まで。抽象的で理解が難しいと言われるベクト
ルの世界を「僕」と3人の数学ガールが、たくさんの図と具体的な問題を
通して、やさしく解き明かす、魅惑の数学トーク第6弾です。
 ISBN［ 978-4-7973-8232-7 ］ 商品コード［ 7651 ］

数学ガールの秘密ノート／ベクトルの真実
結城 浩 著 
304ページ・本体 1,500円+税

若き天才ガロアによって打ち立てられたガロア理論は、現代数学のみな
らず現代科学の分野に影響を与えています。方程式の解の公式から、定
規とコンパスの作図問題、それらを取りまく群と体の解説からガロア理
論を理解します。 ISBN［ 978-4-7973-6754-6 ］ 商品コード［ 6517 ］

数学ガール／ガロア理論
結城 浩 著 
472ページ・本体 1,900円+税

場合の数がテーマです。順列・組み合わせをはじめとする「場合の数」は、
苦手に感じる人が多い分野です。どのようにして場合の数を求めるかとい
う「考え方」に焦点をあて、その特徴を解説し、数学の奥深い世界へと読
者を誘います。 ISBN［ 978-4-7973-8711-7 ］ 商品コード［ 7808 ］

数学ガールの秘密ノート／場合の数
結城 浩 著 
336ページ・本体 1,500円+税

数学ガール

積分は、微分と並んで現在の数学・科学の基礎となっている分野です。微
積分というと数学の苦手意識を刺激するキーワードになりますが、その本質
は決して難しくありません。積分を日常的な例からじっくりと学びます。
 ISBN［ 978-4-7973-9138-1 ］ 商品コード［ 8210 ］

数学ガールの秘密ノート／積分を見つめて
結城 浩 著 
296ページ・本体 1,500円+税

［お問い合わせ先］

ISBN［ 978-4-7973-8478-9 ］   
商品コード［ 8517 ］ 

ポアンカレ予想をテーマに、トポロジー、基本群、非
ユークリッド幾何学、微分方程式、多様体、フーリエ
展開などの数学的題材を解き明かしていきます。大
学受験を迎えた「僕」の苦悩と数学ガールたちとの
交流も軽やかに描かれます。

数学ガール／
ポアンカレ予想
結城 浩 著
416ページ・本体 1,900円+税

NEW

三角形や円などの具体的な図形を通して、三角関数の興味深い性質が明
らかになっていきます。三角関数の知識が増えることはもちろんのこと、
数学への取り組み方や、仲間といっしょに問題に立ち向かう方法論も体
感できます。 ISBN［ 978-4-7973-7568-8 ］ 商品コード［ 7177 ］

数学ガールの秘密ノート／丸い三角関数
結城 浩 著 
336ページ・本体 1,500円+税

学校採用・企業採用向け商品カタログ




