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本カタログは学校採用、
企業採用向けの新刊書籍のみを
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　
〒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2020年5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。
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国公立大学
［北海道］小樽商科大学／北海道大学／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／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／福知山公立大学／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／エプソン情
報科学専門学校／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／関西学研
医療福祉学院　［中国・四国］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／和歌山工業高等専門学校　［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］北九州工業高等専
門学校／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

※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。

2020年度採用校一覧

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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ISBN［ 978-4-8156-0319-9 ］
商品コード［ 9181 ］

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。 Pythonで実装した豊富
なプログラム例を通じて、アルゴリズムとデータ構
造の基礎を身につけるためのテキストです。 

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・本体 2,400円+税

ISBN［ 978-4-8156-0282-6 ］
商品コード［ 9250 ］

初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Linuxの基礎知識が身につきま
す。Ubuntu、Debian、CentOS、Fedora対応。

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・本体 2,100円+税

ISBN［ 978-4-8156-0558-2 ］
商品コード［ 9257 ］

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。

はじめての
ディープラーニング2
我妻幸長 著
344ページ・本体 2,800円+税

ISBN［ 978-4-8156-0539-1 ］

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。

確かな力が身につく
C#「超」入門 第2版
北村愛実 著
416ページ・本体 2,580円+税

ISBN［ 978-4-8156-0407-3 ］
商品コード［ 9129 ］

Swift 5の新機能に加えて、SwiftUIの根幹に関わるプ
ロパティラッパ、関数ビルダについても徹底解説し
ています。iPhone、iPad、macOS開発者、必読の一冊
です。

詳解 Swift 第5版
荻原剛志 著
580ページ・本体 3,300円+税

ISBN［ 978-4-8156-0406-6 ］
商品コード［ 9164 ］

SwiftUIはXcode 11から利用可能になった、iOS、
macOSアプリケーションのUI作成のための新しいフ
レームワーク。SwiftUIの基本から、アプリケーション
開発の実際まで、サンプルを用いながらわかりやす
く解説します。

SwiftUI 徹底入門
金田浩明 著
394ページ・本体 2,980円+税

ISBN［ 978-4-8156-0512-4 ］

Android OSを搭載したスマートフォンの使い方を解
説しています。電源の入れ方、電話のかけ方／受け
方、日本語の入力方法といった基本から、1つひとつ
の操作を、大きな文字と画面の手順解説で丁寧に紹
介しています。

いちばんやさしい
スマートフォン超入門
Android対応
原田和也 著
288ページ・本体 1,280円+税

ISBN［ 978-4-8156-0462-2 ］

誰一人、絶対に挫折しないを徹底的に追求し、とに
かく丁寧な解説で、経験ゼロからでも必ず読み進め
られます。多くの人が作ってみたいアプリが多数作
ることができます。最新バージョンにも対応。

絶対に挫折しない 
iPhoneアプリ開発
「超」入門 第8版
【Xcode 11 ＆ iOS13】 完全対応
高橋京介 著
432ページ・本体 2,750円+税

プログラミング

iPhone／Android開発

SummerBook Selection 2020
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ISBN［ 978-4-8156-0284-0 ］
商品コード［ 9269 ］

Excelの機能を理解するだけでなく、「自分の場合はど
うしたら仕事に役立てられるか」を考えられる構成
で、知識を実際に使って役立てるところまで見越し
た、Excelを使うすべてのビジネスパーソンのための
学習書です。

業務改善コンサルタントの
現場経験を一冊に凝縮した 
Excel実践の授業
永井雅明 著
392ページ・本体 1,580円+税

スマホ初心者で、LINEをとりあえず使ってみたい人へ、「LINEを起動・終
了するには？」「無料通話できるって本当？」など、LINEの安心・安全な使
い方をたくさん紹介しています。
 ISBN［ 978-4-8156-0385-4 ］ 商品コード［ 9138 ］ 

LINE やりたいことが全部わかる本
田中拓也 著
224ページ・本体 980円+税

アフィリエイトに興味はあるけど難しそう……そんな悩みを解決します。
ブログの始め方から収益化まで、人気ブロガーがやさしく解説。初心者は
もちろん、なかなか収益が伸びずに悩んでいる方も必見です。
 ISBN［ 978-4-8156-0167-6 ］ 商品コード［ 9136 ］ 

今日からはじめて、月10万円稼ぐ アフィリエイトブログ入門講座
鈴木太郎、染谷昌利 著
224ページ・本体 1,580円+税

ISBN［ 978-4-8156-0112-6 ］
商品コード［ 9103 ］

サイト改善に役立つデータをより詳細に取り出す
ための方法など、Google マーケティング プラット
フォーム セールスパートナーとして、企業へのアナ
リティクスの導入、分析などを行ってきた実績から
得たノウハウを集約しています。

徹底活用
Google アナリティクス
NRIネットコム株式会社　神崎健太ほか 著
512ページ・本体 2,980円+税

ISBN［ 978-4-8156-0285-7 ］
商品コード［ 9054 ］

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・本体 2,680円+税

ISBN［ 978-4-8156-0483-7 ］
商品コード［ 9223 ］

Excel 2019をこれから学ぶ人にとって、基本から便
利な使い方まで、この一冊で確実に身につきます。
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 2019
やさしい教科書 
［Office 2019/Office 365対応］
門脇香奈子 著
336ページ・本体 1,180円+税

ISBN［ 978-4-8156-0484-4 ］
商品コード［ 9251 ］

ビジネス＆日常使いに必須の 「Word」 最新版2019
バージョン完全対応しています。「誰でも」「すぐに」
「役に立つ」Wordの操作・活用方法をやさしく解説し
ます。

Word 2019
やさしい教科書 
［Office 2019/Office 365対応］
国本温子 著
352ページ・本体 1,180円+税

ISBN［ 978-4-8156-0505-6 ］
商品コード［ 9252 ］

マイクロソフト社のワープロソフト「Word」や、表計
算ソフト「Excel」をこれから学ぶ人にとって最良の
一冊です。この一冊で2つのアプリケーションの使い
方がしっかりと学べます。

Word & Excel 2019
やさしい教科書 
［Office 2019/Office 365対応］
国本温子、門脇香奈子 著
544ページ・本体 1,960円+税

ISBN［ 978-4-8156-0390-8 ］
商品コード［ 9222 ］

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きます。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。

Excelマクロ＆VBA
やさしい教科書 
［2019/2016/2013/Office 365対応］
古川順平 著
336ページ・本体 1,780円+税

Excel／Word

インターネット

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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ISBN［ 978-4-8156-0386-1 ］
商品コード［ 9163 ］

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。

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・本体 1,800円+税

ISBN［ 978-4-8156-0405-9 ］
商品コード［ 9290 ］

日本人女性唯一のTableau ZEN MASTERである筆者
が長年にわたって培ってきたデータ視覚化のノウハ
ウ、ベストプラクティス、アンチパターン等を整理分
類してエッセンスを抽出し、具体的な事例をあげな
がら丁寧に解説します。

データ視覚化の
デザイン
永田ゆかり 著
200ページ・本体 2,000円+税

ISBN［ 978-4-8156-0326-7 ］
商品コード［ 9289 ］

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。

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・本体 1,780円+税

ISBN［ 978-4-7973-9927-1 ］
商品コード［ 9162 ］

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。

配色デザイン
良質見本帳
たじまちはる 著
176ページ・本体 2,300円+税

ISBN［ 978-4-7973-9985-1 ］
商品コード［ 9116 ］

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
ダウンロードの特典付き。

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・本体 2,200円+税

ISBN［ 978-4-8156-0325-0 ］
商品コード［ 9182 ］

見栄えのよいポーズや定番のポーズなど、使える
ポーズを集めて分類し事典形式でまとめました。
キャラクターを描くときにも、キャラクターデザイ
ンのアイデア出しにも使える一冊です。480以上の
ポーズからアイデアも探せます。

デジタルイラストの
「ポーズ」見つかる事典
サイドランチ 著
176ページ・本体 1,980円+税

ISBN［ 978-4-8156-0496-7 ］
商品コード［ 9190 ］
「試験に合格すること」のみを目的に企画・構成され
ています。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。

【令和２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
496ページ・本体 1,580円+税

グラフィック

資格試験

ISBN［ 978-4-8156-0292-5 ］
商品コード［ 9165 ］

キャラクターイラストを描きはじめた人や、まだ塗
りが上手くできなくて悩んでいる人に向けて、デジ
タルイラストの基本的な塗り方である「アニメ塗り」
「ブラシ塗り」「グリザイユ塗り」などを、プロの絵師
が丁寧に解説します。

とことん解説！ 
キャラクターの「塗り」
入門教室
乃樹坂くしお 著
208ページ・本体 1,880円+税

SummerBook Selection 2020
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ISBN［ 978-4-8156-0417-2 ］
商品コード［ 9184 ］

教育YouTube「ヨビノリたくみ先生」が教える相対性
理論入門。アインシュタインが提唱した相対性理論
を「中学レベルの数学」を使って、たった60分で面白
く、かつわかりやすく解説する「画期的」な相対性理
論入門書です。

難しい数式はまったくわかりませんが、 
相対性理論を
教えてください！
ヨビノリたくみ 著
184ページ・本体 1,400円+税

科学的根拠に準拠した、筋トレの目的・方法をしっかり紹介し、「筋トレを
始める・続ける」を後押しすることで、「なぜ続かないのか？」「始められな
いのか？」という最初に乗り越えにくいハードルを乗り越える点を強化し
て解説します。 ISBN［ 978-4-8156-0454-7 ］ 商品コード［ 9187 ］ 

10万人が注目！ 科学的に正しい人生を変える筋トレ
谷口智一 著
232ページ・本体 1,400円+税

医師として感受性の高い人々の診療経験を積んできた著者が、困難を克服
するために開発した特別な戦略を伝授。バランスがとれ活力がみなぎる幸せ
なエンパスとなるために、心構えや方法論をわかりやすく解説します。
 ISBN［ 978-4-8156-0428-8 ］ 商品コード［ 9161 ］ 

LAの人気精神科医が教える共感力が高すぎて疲れてしまうがなくなる本
ジュディス・オルロフ 著／桜田直美 訳
400ページ・本体 1,500円+税

算数の計算や図形の公式を掘り下げると、そのウラ側に数学の本当の
「面白さ」が隠れています。月間150万PVを誇る数学の超人気サイトの運
営者が、学校では教えてもらえなかった、算数の公式の本当の意味を解
説します。 ISBN［ 978-4-8156-0457-8 ］ 商品コード［ 9249 ］ 

学校では絶対に教えてもらえない超ディープな算数の教科書
難波博之 著
240ページ・本体 1,500円+税

①さすって ②伸ばすだけ。Twitterで12万人が「いいね！」した、すごい
「伸び」の仕方があります。会社でも電車でも学校でも、いつでもどこで
も絶好調になれる即効ストレッチを図鑑形式でまとめました。
 ISBN［ 978-4-8156-0280-2 ］ 商品コード［ 9101 ］ 

10秒で絶好調になる 最強のストレッチ図鑑
柴 雅仁 著
160ページ・本体 1,350円+税

一般読者を対象に、面白くてシンプルな実例を使って、ベイズ統計の基礎
と活用法を解説する入門書です。本書をマスターすることで、不確実な事
柄を数学でモデル化して、限られた情報の中でもよりよい選択を行えるよ
うになります。 ISBN［ 978-4-8156-0474-5 ］

楽しみながら学ぶベイズ統計
ウィル・カート 著／水谷 淳 訳
320ページ・本体 2,400円+税

新国民病・推定患者数580万人の「脊柱管狭窄症」や「坐骨神経痛」「椎
間板ヘルニア」「腰椎すべり症」 にも朗報です。つら～い腰痛、足のシビ
レがスーーーッと消えます。布団の上でできるストレッチをマンガで紹介
しています。 ISBN［ 978-4-8156-0438-7 ］ 商品コード［ 9135 ］ 

寝ながら1分！ 脊柱管狭窄症を自分で治す本
白井天道 著
128ページ・本体 1,300円+税

どうすれば痛みの根本を解消できるのか？ それは、関節を元に戻すことな
のです。理学療法士の著者が、自宅などどこでも1人で、数分でできる痛み
解消法を、惜しみなく紹介しています。これで痛みから「さよなら」できる
はずです。 ISBN［ 978-4-8156-0540-7 ］ 商品コード［ 9291 ］ 

痛みの9割がたちまち消える 10秒関節リセット
羽原和則 著
224ページ・本体 1,300円+税

糖質制限がなかなか続かないのは、紹介されたレシピをただ食べ続けること
が難しいからです。そこで、糖質制限を継続させるために、モチベーションの
維持を狙うべく、糖質を摂ってしまう精神的な原因にまで掘り下げて解説しま
した。 ISBN［ 978-4-8156-0511-7 ］ 商品コード［ 9255 ］ 

糖質制限を続ける技術
モリー・カーメル 著／森 由美 訳
288ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0399-1 ］
商品コード［ 9139 ］

数学に興味はあるけれど、苦手な女の子「ノナちゃ
ん」が登場します。ノナちゃんは、説明を聞き逃した
り、突拍子もない質問を発したり、「全部わからない」
と嘆いたりします。そんなノナちゃんに、いつもの仲
間が数学を教えていきます。

数学ガールの秘密ノート
学ぶための対話
結城 浩 著
304ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0602-2 ］

抽象的で理解しにくい複素数の世界を、多数の図版
を使ってやさしく解き明かします。数学に関心を持
ち始めた中学生、複素数に苦手意識を持っている高
校生・大学生はもちろん、より進んだ学びを求める
方も楽しく読むことがでます。

数学ガールの秘密ノート
複素数の広がり
結城 浩 著
288ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0267-3 ］
商品コード［ 9261 ］

睡眠先進国アメリカでは、多くの成功者たちが睡眠
を一日の優先事項に挙げています。本書では、一流
研究機関の科学的エビデンスをもとに、睡眠のプロ
である著者が実際に試した中で特に効果の高い快眠
法をメソッドとして紹介しています。

最強の睡眠
西川ユカコ 著
264ページ・本体 1,500円+税

理工

健康・医療

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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「数学記号」のおかげで、身近な問題を解決したり、より深く物事を考え
たりできます。そんな記号を取り上げ、1つの形に決まっていく面白さ、実
際に何に使われているのかなど、さまざまな観点から考察します。
 ISBN［ 978-4-8156-0125-6 ］ 商品コード［ 9130 ］ 

数と記号のふしぎ
本丸 諒 著
192ページ・本体 1,000円+税

「音読」の有効性を科学的な視点から明らかにしていくとともに、外国語
を流暢かつ正確に話せるようになるための音読トレーニングとして、どの
ような点に留意すべきか、そのノウハウについても詳しく解説していき
ます。 ISBN［ 978-4-8156-0074-7 ］ 商品コード［ 9248 ］ 

音読で外国語が話せるようになる科学
門田修平 著
192ページ・本体 1,000円+税

土地の奪い合いの変遷を見ていけば世界史の大きな流れが理解できま
す。戦略シミュレーションゲームのような勢力MAPイラストを眺めている
だけで簡単に流れがつかめる、まったく新しい歴史読本です。
 ISBN［ 978-4-8156-0253-6 ］ 商品コード［ 9106 ］ 

勢力マップで学ぶ世界史
祝田秀全 著
192ページ・本体 1,000円+税

もはや日本の国民食といっても過言ではない、カレー。本書は、各地の
食文化や宗教、社会制度を、「カレー」という食べ物を通じて読み解こう
と試みました。褐色のスープが織りなす、美味なる世界に飛び込んでみ
ませんか？ ISBN［ 978-4-8156-0140-9 ］ 商品コード［ 9168 ］ 

カレーの世界史
井上岳久 著
192ページ・本体 1,000円+税

私たちは日々、物理学、化学、生物学といった「科学」の恩恵を受けてい
ます。そこで、200のテーマを厳選して解説。1テーマ1ページ完結で、お
のおの1分足らずで読めるでしょう。広大な科学の世界を俯瞰してみま
せんか？ ISBN［ 978-4-8156-0001-3 ］ 商品コード［ 9158 ］ 

1分間サイエンス
ヘイゼル・ミュアー 著／伊藤伸子、内山英一ほか 訳
208ページ・本体 1,000円+税

27のテーマについて、おのおの1問目はちょっと考えて「解き方」を見れ
ばよく、2問目からテンポよく「チャレンジ」できる形で出題していきま
す。直感的に理解できるよう、図解もふんだんに用意した「楽しむドリ
ル本」です。 ISBN［ 978-4-7973-9859-5 ］ 商品コード［ 9247 ］ 

快感数学ドリル
間地秀三 著
192ページ・本体 1,000円+税

普段は危険を感じなくても、災害は身近に潜んでいます。災害を避けら
れなくても、備えがあれば多少なりとも被害を減らせます。そこで、一般
の方でも実践できる「サバイバルの技術」を豊富な写真とイラストで解
説します。 ISBN［ 978-4-7973-9852-6 ］ 商品コード［ 9142 ］ 

大切な人を守るサバイバルの技術
かのよしのり 著
192ページ・本体 1,000円+税

なぜ、私たちの社会では犯罪が起きてしまうのでしょうか？ そして、な
ぜ犯罪はなくならないのでしょうか？ 本書は、豊富なビジュアルと共
に、犯罪心理学の基礎をわかりやすく解説した入門書です。
 ISBN［ 978-4-8156-0444-8 ］ 商品コード［ 9292 ］ 

悪いヤツらは何を考えているのか
桐生正幸 著
192ページ・本体 1,000円+税

ISBN［ 978-4-8156-0541-4 ］
商品コード［ 9288 ］

日本から見たら「アリエナイ！」と思えるような習慣
の国があります。そこで「アリエナイ」を入り口にし
て、「世界のほかの国の人はどういう暮らしをしてい
るのか？」「なぜそういう習慣を持っているのか？」な
どを紹介していきます。

ニッポンじゃ
アリエナイ世界の国
斗鬼正一 監修
192ページ・本体 1,100円+税

ISBN［ 978-4-8156-0412-7 ］
商品コード［ 9143 ］

カメの甲羅、ゾウの鼻、コウモリの手……図鑑や動
物園の解説で見たことはあるけど、いまいちピンと
こない動物の体。そんな、おなじみの動物たちの体
のしくみを「人間の体を変形させる」ことで知る「体
感型動物図鑑」です。

カメの甲羅は
あばら骨
川崎悟司 著
192ページ・本体 1,000円+税

ISBN［ 978-4-7973-9406-1 ］
商品コード［ 9100 ］

日本で探すと楽しい石の数々を、豊富な写真や見分
け方とともに紹介します。鉱物が、どのようにして生
まれ、どのように人とかかわってきたかにも触れられ
る一冊です。

身近な
美鉱物のふしぎ
柴山元彦 著
192ページ・本体 1,000円+税

ISBN［ 978-4-7973-9708-6 ］
商品コード［ 9157 ］

我が国は雨が多く、国土の約75％を山地が占めてい
るため、大雨が降れば洪水、雨が降らなければ渇水
という極端な状況になりがちです。これを防ぐのが
ダムの大きな役割の1つです。本書では知られざるダ
ムの秘密を解説します。

ダムの科学
［改訂版］
一般社団法人 ダム工学会 近畿・中部ワーキンググループ 著
192ページ・本体 1,100円+税

サイエンス・アイ新書

SBビジュアル新書
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日本の新聞・テレビが口が裂けても言えない「真実の戦後史」とは。日本
在住半世紀、最古参の英国人記者が目の当たりにしてきた日本と世界の
「戦後」を集約した集大成です。
 ISBN［ 978-4-8156-0515-5 ］ 商品コード［ 9170 ］ 

英国人記者が見抜いた戦後史の正体
ヘンリー・S・ストークス 著／藤田裕行 訳
200ページ・本体 830円+税

日本の製造業はかつての勢いがなく、どちらかというと下り坂。その代わり
として著者が推すのが、宇宙産業です。今後の日本の新しい産業を見据え
た「宇宙開発」について語ります。
 ISBN［ 978-4-8156-0413-4 ］ 商品コード［ 9263 ］ 

ゼロからはじめる力
堀江貴文 著
224ページ・本体 860円+税

現代の家族の形は「多様化」しています。両親の離婚、LGBT、虐待など、
なかなか他人に話せないけれど、意外と当事者の多い問題についてかつ
ての子どもだった当事者に取材をし、具体的な事例を紹介する一冊です。
 ISBN［ 978-4-8156-0424-0 ］ 商品コード［ 9169 ］ 

ルポ 定形外家族 わたしの家は「ふつう」じゃない
大塚玲子 著
200ページ・本体 830円+税

インターネットの普及によって、購買行動は激変しました。個人の営業力頼
みの商売はもはや時代遅れとなりビジネスモデル自体に構造の転換が迫
られています。テクノロジーの進化によって、時代遅れの営業はもういらな
い。  ISBN［ 978-4-8156-0460-8 ］ 商品コード［ 9194 ］ 

営業はいらない
三戸政和 著
216ページ・本体 830円+税

変化の激しい現代社会。挑戦を続け、自分自身が燃焼し尽した感を持て
るような「納得できる人生」を生きるにはどうすべきか？ 橋下徹が決し
て後悔しない生き方のすすめを語ります。
 ISBN［ 978-4-8156-0409-7 ］ 商品コード［ 9193 ］ 

異端のすすめ 強みを武器にする生き方
橋下 徹 著
224ページ・本体 830円+税

健康社会学の立場から、組織の中における現代人の「ジジイ化」「オジサ
ン化」現象を分析し、鋭いメスをいれ好評を博した著者が、「定年」を境
に居場所を失い孤独にならないための対処法を言及します。
 ISBN［ 978-4-8156-0077-8 ］ 商品コード［ 9226 ］ 

定年後からの孤独入門
河合 薫 著
192ページ・本体 830円+税

国家間の距離が縮まっていくからこそ、日本人がいかに、日本人としての
アイデンティティを形成していくかが、今後重要になってきます。日本の
文化に根差したアイデンティティとは何かを、比較文化論的な視点から
論じます。  ISBN［ 978-4-8156-0504-9 ］ 商品コード［ 9195 ］ 

新しい日本人論
加瀬英明、石 平、ケント・ギルバート 著
256ページ・本体 850円+税

幕末・明治を揺るがした事件を年代順にたどり、官軍によって歪められた
嘘を一つひとつ丁寧に検証します。明治近代という非日本的な時代を清算
することにより、江戸以前より脈々と続く、日本の歴史の真実を解き明か
します。 ISBN［ 978-4-8156-0482-0 ］ 商品コード［ 9228 ］ 

知ってはいけない明治維新の真実
原田伊織 著
288ページ・本体 870円+税

人手不足、過酷なノルマ、長時間労働、さらにハラスメントの多発。辞めた
くても辞められない退職志願者が増加しています。「退職代行」の事例を紹
介しながら企業と労働者の関係性について弁護士の視点から展開する一
冊です。 ISBN［ 978-4-8156-0313-7 ］ 商品コード［ 9085 ］ 

退職代行
小澤亜季子 著
184ページ・本体 830円+税

明智光秀の生涯を描き、本能寺の変に至った経緯とその後の明智氏周
辺について概説する一冊です。近年あきらかとなった事実を踏まえ、「冷
徹な謀反人」というイメージを覆すようなエピソードをもりこみ、明智像
を描きます。 ISBN［ 978-4-8156-0281-9 ］ 商品コード［ 9109 ］ 

本能寺前夜
山名美和子 著
224ページ・本体 830円+税

定年ブームにあやかって、次々と出版される定年本の数々。そんななか、
世にはびこる「定年不安」に疑問を投げかけ「好きなように生きる」生き
方を説いたSB新書「定年バカ」。本シリーズの続編がついに登場します。
 ISBN［ 978-4-8156-0156-0 ］ 商品コード［ 9108 ］ 

続 定年バカ
勢古浩爾 著
232ページ・本体 850円+税

働く単身女性の3人に1人が貧困状態といわれ、家族、地域、制度の三つの
縁をなくした女性たちが最貧困女子に落ちていきます。彼女たちが孤立に
陥ったときどんな現実が待っているのか、ルポタージュします。
 ISBN［ 978-4-8156-0123-2 ］ 商品コード［ 9107 ］ 

日本の貧困女子
中村淳彦 著
272ページ・本体 870円+税

「日本人の給料ってなんでこんなに安いの？」「老後2000万円不足？ でも
年金だって払い損になるんでしょ？」「空家大増加、やっぱり家は買っちゃ
ダメなの？」など、気になる問題をコストとリターンの観点から経済学的
に分析します。 ISBN［ 978-4-8156-0441-7 ］ 商品コード［ 9146 ］ 

日本人の給料はなぜこんなに安いのか
坂口孝則 著
192ページ・本体 830円+税

30年以上民事・刑事・家事・少年という多種多様な事件を担当してきた
元・裁判官が、実際に体験した法廷でのさまざまな"ドラマ"を交えなが
ら、普段はドライにふるまう裁判官の「本音」を明かしていきます。
 ISBN［ 978-4-8156-0317-5 ］ 商品コード［ 9145 ］ 

裁判官失格
高橋隆一 著
192ページ・本体 830円+税

ISBN［ 978-4-8156-0439-4 ］
商品コード［ 9227 ］

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・本体 850円+税

ISBN［ 978-4-8156-0260-4 ］
商品コード［ 9144 ］
「発達障害」と診断される可能性のある子どもたち12
のストーリーを例に、その子の気持ちを想像し、困っ
ていることを探り、「仮の理解」を行う過程を解説し
ます。わが子の「不可解」な行動に、悩める親や支援
者を応援する一冊です。

「発達障害」だけで
子どもを見ないで
その子の「不可解」を
理解する
田中康雄 著
240ページ・本体 850円+税

SB新書

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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氷河期世代は雇用政策において翻弄されただけでなく、自己責任のもと
に、あらゆる社会政策から放置されて今に至っています。まさに政府に犠
牲にされた『棄民世代』。社会福祉の現場から来るべき危機に警鐘を鳴ら
します。 ISBN［ 978-4-8156-0410-3 ］ 商品コード［ 9262 ］ 

棄民世代
藤田孝典 著
224ページ・本体 860円+税

「人間は好きなことをやるために生きている」「人間は楽しむために生き
ている」「人生のゴールは死。笑ってゴールできたらそれでいい」。80代と
70代の著者が、死に方さえも楽しもうと、貪欲に語り尽くします。
 ISBN［ 978-4-8156-0477-6 ］ 商品コード［ 9294 ］ 

哀しみがあるから人生は面白い
下重暁子、弘兼憲史 著
240ページ・本体 880円+税

今や新聞は、日本社会に大損害を与え、国益を損ないつづけ、インターネッ
トの発達でその「正体」が暴露されてしまいました。最古参の英国人ジャー
ナリストが初めて明かす、本当のことを言えない日本の新聞の真実とは。
 ISBN［ 978-4-8156-0625-1 ］ 商品コード［ 9295 ］ 

新聞の大罪
ヘンリー・S・ストークス 著／藤田裕行 訳
224ページ・本体 860円+税

著書『作家の収支』で収入を明らかにするなど、忌憚なく本質を突く森博嗣
が「お金の減らし方」と題し、人生とお金の付き合い方を解き明かします。
投資家やFPでは決して語ることのできない、お金への思い込みをひっくり
返す一冊です。 ISBN［ 978-4-8156-0423-3 ］ 商品コード［ 9264 ］ 

お金の減らし方
森 博嗣 著
256ページ・本体 880円+税

「孤独」というものの本質に立ち返り、古今東西の偉人賢人の考えも参
照しつつ、むしろおかしな世の中で自分の状況をしっかりと肯定し、孤
独と上手に向き合うことで、楽しく生きていく術を書き下ろすものです。
 ISBN［ 978-4-8156-0223-9 ］ 商品コード［ 9141 ］ 

【大活字版】「孤独」のすすめ
ひろさちや 著
224ページ・本体 1,500円+税

太平洋戦争時の日本軍と現代日本に共通する組織的特徴（欠陥）を、こ
れまであまり指摘されてこなかった「不決断」「先送り」「棚上げ」という
視点から読み解き、現代日本人の教訓とするものです。
 ISBN［ 978-4-8156-0221-5 ］ 商品コード［ 9105 ］ 

【大活字版】なぜ日本は同じ過ちを繰り返すのか
松本利秋 著
208ページ・本体 1,500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」
はどこへ行こうとしているのでしょうか？ 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［ 978-4-8156-0220-8 ］ 商品コード［ 9104 ］ 

【大活字版】「発達障害」と言いたがる人たち
香山リカ 著
208ページ・本体 1,500円+税

相次ぐ北朝鮮の核実験やミサイル発射実験。核の脅威となる北朝鮮の現
状とは!? 日本にとっても身近な問題となっている“核兵器”問題を、池上
彰が基礎知識からわかりやすく解説します。
 ISBN［ 978-4-8156-0211-6 ］ 商品コード［ 9191 ］ 

【大活字版】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 1,500円+税

自衛隊の基礎知識として、陸・海・空自衛隊の基地配備や装備の特色から、
自衛隊誕生の歴史的経緯などを、貴重な映像を交えながら、池上ならでは
の目線でわかりやすく説明します。
 ISBN［ 978-4-8156-0208-6 ］ 商品コード［ 9166 ］ 

【大活字版】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 1,500円+税

著者は、“おひとりさまの会”会員1000人を見続けてきた、ひとり老後のプ
ロ。これまでの経験から、さまざまな実例をもとに、ひとり老後の明暗を
分けるものは何かを探り「ひとりでも幸せに生きるノウハウや秘訣」を公
開します。 ISBN［ 978-4-8156-0225-3 ］ 商品コード［ 9192 ］ 

【大活字版】老後ひとりぼっち
松原惇子 著
200ページ・本体 1,500円+税

視力を悪化させず、回復させるためには、目だけでなく体全体をケアす
ることが大切です。眼科医、アンチエイジング医の著者が、自分でで
きる視力回復法を紹介します。「近眼」「遠視」「老眼」も9割は自分で治
せます。 ISBN［ 978-4-8156-0222-2 ］ 商品コード［ 9140 ］ 

【大活字版】驚くほど目がよくなる！ たった10秒の「眼トレ」
日比野佐和子 著
176ページ・本体 1,500円+税

数多くの健康系番組出演でおなじみ、日本一の呼吸器患者数を誇るクリ
ニックの名医が教える、寿命を10年延ばす1日5分の「のどトレ」とは。高
齢者に恐ろしい「誤嚥性肺炎」もこれで予防できます。
 ISBN［ 978-4-8156-0224-6 ］ 商品コード［ 9167 ］ 

【大活字版】長生きしたければのどを鍛えなさい
大谷義夫 著
192ページ・本体 1,500円+税

耳の不調を訴える老若男女に、3万人を診てきた名医が、耳だけでなく
全身からアプローチする1回たった10秒の耳トレを教えます。“腸力”を高
めて「聴力」をアップするなど、中医学に基づく効果的なメソッドを伝授
します。 ISBN［ 978-4-8156-0226-0 ］ 商品コード［ 9225 ］ 

【大活字版】驚くほど耳がよくなる！ たった10秒の「耳トレ」
今野清志 著
192ページ・本体 1,500円+税

戦争がなくならない原因に向き合うことから、戦争に対する解決の糸口
を探ります。「戦争が世界のビッグビジネスである」という新たな切り口
から、資本主義社会における「戦争」を客観的にとらえることができる
一冊です。 ISBN［ 978-4-8156-0213-0 ］ 商品コード［ 9224 ］ 

【大活字版】なぜ、世界から戦争がなくならないのか？
池上 彰＋「池上彰緊急スペシャル！」制作チーム 著
192ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0401-1 ］
商品コード［ 9293 ］

「箸の上げ下ろし」から「挨拶」まで、いま身につけて
いる所作のすべては、親・先代から代々受け継がれ
てきたもです。ベストセラー作家が、いまもっとも伝
えたい「こころの相続」について語る、日本人必読の
一冊です。

こころの相続
五木寛之 著
192ページ・本体 860円+税

大活字版・SB新書
大活字版はすべて買切商品です
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ISBN［ 978-4-8156-0191-1 ］
商品コード［ 9131 ］

「仕事で使うプレゼン資料にいまいち自信が持てな
い…」「デザインの良い資料を作れたらいいけど、自
分はセンスないんだよね…」そんなノンデザイナー
のビジネスパーソン向けに、プレゼン資料に特化し
たデザイン技法を紹介しています。

「デザイン」の力で人を動かす！
プレゼン資料作成
「超」授業
宮城信一 著
224ページ・本体 1,880円+税

マッキンゼーやグーグルなどの超一流企業を経た著者が、常に相手に
合わせて情報を提供することで、いつでも活躍できる仕事術を紹介しま
す。ネットやリアルの社会でこんなふうにふるまうといい、というノウハ
ウが満載です。 ISBN［ 978-4-8156-0537-7 ］ 

あえて、数字からおりる働き方
尾原和啓 著
224ページ・本体 1,600円+税

いま世界のビジネスエリートたちが殺到する米国デザイン系大学院の1
年間のプログラムのエッセンスを紹介しつつ、変化が激しく問題の見え
づらいVUCA時代に、彼らがなぜ活躍できるのかを解き明かしていきます。
 ISBN［ 978-4-8156-0501-8 ］ 商品コード［ 9286 ］ 

感性思考
佐々木康裕 著
240ページ・本体 1,600円+税

私たちが直面する難題や悩みのほとんどは、すでに世の中に解決法が存在
しています。そこに気付いた2人が世界中から集めた300以上の思考法を整
理して体系化。人生や仕事で悩みを持つ人に、具体的な事例を交えながら
解説します。 ISBN［ 978-4-8156-0442-4 ］ 商品コード［ 9285 ］ 

超一流が実践する思考法を世界中から集めて一冊にまとめてみた。
ガブリエル・ワインバーグ、ローレン・マッキャン 著／小浜 杳 訳
448ページ・本体 1,800円+税

もしインプットすべきものが事前にわかり、かつ、狙った目的のもとイ
ンプットを行うならば、そのインプットは最短最速であるべきです。本
書では限られた時間の中で最短最速で成果を出す「金川流インプット
術」を伝えます。 ISBN［ 978-4-8156-0472-1 ］ 商品コード［ 9189 ］ 

仕事と人生を激変させる インプットの教科書
金川顕教 著
144ページ・本体 1,400円+税

新しいロールモデルがない中で、いかに組織に所属しながら、社内外で自
分の価値を高めていけばいいのか。外資系企業、日本企業、ベンチャーなど
の組織を経験した著者ならではの、今必要な仕事とキャリアの作り方を伝
授します。 ISBN［ 978-4-8156-0068-6 ］ 商品コード［ 9185 ］ 

CREATE WORK
ピョートル・フェリクス・グジバチ 著
240ページ・本体 1,400円+税

言葉を自分の思う通りに使えるようになれば、あなたの言葉は、必ずあ
なたをあるべき場所に連れていってくれます。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
紹介します。 ISBN［ 978-4-8156-0273-4 ］ 商品コード［ 9186 ］ 

言語化力
三浦崇宏 著
288ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-7973-9995-0 ］
商品コード［ 9128 ］

現在の世界はどうなっているのか、これから世界は
どこに向かっていくのか。2030年の世界を見通す
SDGsの枠組みを借りながら、世界の問題点を掘り下
げると同時に、今起こりつつある変化について語り
ます。

2030年の
世界地図帳
落合陽一 著
352ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0291-8 ］
商品コード［ 9132 ］

「一生モノのお金の基礎知識」は、日本以外の海外で
は、学生時代に叩き込まれる「基礎教養」です。アメ
リカの高校生が学んでいる教養として必ず身につけ
るべき、「世界標準のお金との付き合い方の基礎知識
の教科書」を一冊にまとめました。

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／桜田直美 訳
396ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0189-8 ］
商品コード［ 9137 ］

内部にいた著者だからこそ書けるアマゾンのユニー
クな考え方、内部の仕組みなどをエピソードを交え
ながら紹介します。FAQの作り方、6枚分の書類の作
り方など身近ですぐできる方法も紹介され、日々の
業務にも役立つ一冊です。

アマゾンのように
考える
ジョン・ロスマン 著／渡会圭子 訳
352ページ・本体 1,850円+税

ISBN［ 978-4-8156-0243-7 ］
商品コード［ 9159 ］

日本的な大企業から外資系、ベンチャー企業を渡り
歩く中でわかった、どんな文化の会社であっても必
ず評価される共通項は、新人時代に教わった仕事の
基本でした。田端信太郎が、働くきみの率直な疑問
に本音でこたえます。

これからの
会社員の教科書
田端信太郎 著
240ページ・本体 1,400円+税

ISBN［ 978-4-8156-0307-6 ］
商品コード［ 9265 ］

セールスコピーライティングの第一人者・神田昌典
と、独自の手法に商標登録を持っている実力派コ
ピーライター・衣田順一が、「本当に効果がある」「人
の心を動かす」「選びに・選びぬいた」667の単語表現
と2000のフレーズを完全収録しました。

売れるコピーライティング
単語帖
神田昌典、衣田順一 著
256ページ・本体 1,780円+税

ビジネス

学校採用・企業採用向け商品カタログ
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「バイオハック」という、欧米の健康意識の高い人たちの間で一大トレン
ドになっているライフスタイルを紹介しながら、著者の井口氏が、これ
まで実際に実践し、効果があったメソッドをまとめた一冊です。
 ISBN［ 978-4-8156-0318-2 ］ 商品コード［ 9220 ］ 

バイオハック 肉体・精神・頭脳のパフォーマンスを最適化する技術45
井口 晃 著
264ページ・本体 1,500円+税

「地図やビジュアルももっとたくさん見たい！」という声に答えて、大判化
が実現！ わかりやすい＜ニュース解説＞はそのままに、地図・写真・図版
などのビジュアルを駆使して、さらに世界史と激動のニュースを読み解き
ます。 ISBN［ 978-4-8156-0521-6 ］ 商品コード［ 9221 ］ 

図解 ニュースの“なぜ？”は世界史に学べ！
茂木 誠 著
96ページ・本体 1,200円+税

本書は、著者が肺がんステージ4Bから奇跡的な生還を果たすまでの実
録ノンフィクションであるとともに、その壮絶な体験を通じて知った人
生に奇跡を起こす法則、「サレンダー（明け渡し）の法則」について紹介し
ています。 ISBN［ 978-4-8156-0271-0 ］ 商品コード［ 9160 ］ 

僕は、死なない。
刀根 健 著
368ページ・本体 1,500円+税

仕事、人間関係、恋愛・結婚、子育て…人生はこの書き方で100%うまくい
きます。『自己肯定感の教科書』の著者が教える自己肯定感を高める実践
版。精神力や努力論ではない、科学的な方法で自己肯定感を高めていく一
冊です。 ISBN［ 978-4-8156-0403-5 ］ 商品コード［ 9134 ］ 

書くだけで人生が変わる自己肯定感ノート
中島 輝 著
288ページ・本体 1,300円+税

言いたいことを言えなくて悔しい思いをしたことがありませんか？ 相
手から「ナメられている」「軽んじられている」と思ったことはありません
か？ 本書は、「文章で相手のYESを勝ち取る方法」を臆病ネコが教えてく
れます。 ISBN［ 978-4-8156-0530-8 ］ 商品コード［ 9256 ］ 

臆病ネコの文章教室
川上徹也 著
312ページ・本体 1,500円+税

長谷川慶太郎最後の遺言が「中国共産党は崩壊し、国は分裂。中国は民
主化する」。その経緯と理由を遺された秘蔵テープに刻まれた音声から
予言します。
 ISBN［ 978-4-8156-0503-2 ］ 商品コード［ 9254 ］ 

中国は民主化する
長谷川慶太郎 著
192ページ・本体 1,600円+税

ISBN［ 978-4-8156-0518-6 ］
商品コード［ 9287 ］

あなたの集中力を劇的に向上させるために、すでに
科学的に効果があきらかになっている対策をひとつ
の書き込み式のノートとしてまとめました。これに書
き込んでいくだけで、あなたの集中力は激増するは
ずです。

ヤバい集中力ノート
鈴木 祐 著
160ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0087-7 ］
商品コード［ 9218 ］

ほんとうに味わうべき名著の「ハイライト」＆「あらす
じ」を徹底セレクトしました。名シーンを漫画に再現
することで、これまで挫折し続けてきた人も、名著の
持つ「味わいのツボ」を上手につかむことができます。

マンガでわかる
世界の名著
NHK「100分de名著」制作班、斉藤的作（マンガ） 著
288ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0278-9 ］
商品コード［ 9268 ］

グーグル、アップル、アマゾン、ソフトバンク、楽天、
ユニクロなどの企業の戦略と、プラットフォームや
エコシステム、経済圏、サブスクリプションなどの重
要キーワードをビジュアルを多用して、わかりやすく
解説します。

経営戦略4.0図鑑
田中道昭 著
320ページ・本体 1,700円+税

ISBN［ 978-4-8156-0383-0 ］
商品コード［ 9133 ］

開設からわずか3か月でチャンネル登録数70万人を
突破した、話題沸騰中の中田敦彦の「YouTube大学」。
本書では、中田敦彦流の日本史、世界史、宗教、政
治、英語、数学などの独学勉強法を解説します。

勉強が死ぬほど面白くなる
独学の教科書

中田敦彦 著
272ページ・本体 1,500円+税

ISBN［ 978-4-8156-0471-4 ］
商品コード［ 9188 ］

眼球トレーニングなどハードな訓練は一切なく、
「フォトリーディング」のように、地頭力やセンスが
要求される方法ではない、今までに全くなかった速
読法です。第2弾となる本作は、瞬読のスキルを身に
つけることに、さらに特化しています。

1日５分見るだけで、
1週間で勝手に速く読める！
瞬読ドリル
山中恵美子 著
104ページ・本体 1,400円+税
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