技術評論社の学校・法人向けサイト

https://gihyo.jp/sales/biz

例題で学び、
演習問題で確認

2段階ステップだから身に付く！

インフラ

たくさんの
初心者をサポート
してきた経験豊富な著者
が贈るパソコンテキスト
シリーズ●

●

プログラミング

シリーズ●

●

ベテラン講師が
つくりました

ＷＥＢ制作

例題＋演習問題で
しっかり学ぶ

クリエイティブ

PowerPoint 2021

情報リテラシー

Excel 2021
リ
チ
ッ
バ
Word
2021
!
!
得
習

IT

系資格

情報処理・理工書
図書カタログ

Office

2022年 下期版
テキスト選定用

統計／データ解析

数
学
工

！
1400万部！

パソコン入門書の
定番シリーズ

企業研修

豊富な操作画面で
初心者にも安心！

その他資格

シリーズ●

●

シリーズ累計

学

今すぐつかえる
かんたん

NEW …新刊

office

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

例題＋演習問題でしっかり学ぶシリーズ

例題50＋演習問題100でしっかり学ぶ

Word/Excel/
PowerPoint NEW

系資格

IT

Windows11/
標準テキスト Office2021対応版

情報リテラシー

定平 誠◉著 B5判 352頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-12809-8
最新のWindows 11およびWord/Excel/Power Point 2021の

基本的な操作方法から文書やデータの編集からデザイン能力に至る

まで、初心者でも効率的に短時間でわかるように、平易かつコンパク
トに１冊にまとめられています。

２０１９以前の対応版はこちら

Office

Office2021もしっかり学ぼう！

例題50+演習問題100でしっかり学ぶ

Word/Excel/
PowerPoint 標準テキスト
Windows10/Office2019対応版

定平 誠◉著 B5判 352頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10523-5

2019版は採用校様向けに動画教材を
無償提供

例題35+演習問題65でしっかり学ぶ

Word/Excel/PowerPoint 標準テキスト
Windows8/Office2016対応版
定平 誠◉著

クリエイティブ

例題30+演習問題70でしっかり学ぶ

Windows8/Office2013対応版
定平 誠◉著

B5判 336頁
ISBN978-4-7741-5980-5

本体1980円（税別）

例題＋演習問題でしっかり学ぶ シリーズの

例題＋演習問題でしっかり学ぶ シリーズの

ＷＥＢ制作

特長❸

この1冊でメディアリテラシー・Windows11、
Word、Excel、PowerPoint2021が学べます。

演習問題で実力判定
実践的な力を育てます

プログラミング

Part1でメディア
リテラシーを学び
Part2でWindows11
Part3でWord
Part4でExcel
Part5で
PowerPointを
習得します。

インフラ

例題＋演習問題でしっかり学ぶ シリーズの

例題をもとに着実に手順を
確認できます

6年ぶりの改訂！例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

数
学

レッスンは、 最初のページで
例題の最終形を示し、
手順を追ってゴールまで
導いてくれます。

統計／データ解析

特長❷

工

！
！

Excel、Word版も好評販売中

学

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

Word標準テキスト

NEW

その他資格

Windows11/Office2021対応版

齊藤 正生◉著 B5判 256頁 本体1980円（税別）ISBN978-4-297-12655-1
「Word標準テキスト」のOffice2021対応版です。文字の入力方法から文書
作成に使うさまざまな機能について、それぞれのlessonで「例題」の文書がま
ず示され、その文書の作り方を順に解説しています。

企業研修

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

Excel標準テキスト

ExcelVBA標準テキスト
Excel2019/2021対応版

近田 順一朗◉著 B5判 320頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-12657-5

NEW

Windows11/Office2021対応版

NEW

マクロ記録の機能やVBAの基 例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ
本構文・基本機能を、問題を解
きながら、確認するとともに、マクロ開発の手順や手
法を身につけます。図を多く用いた丁寧な手順解説 Excel2013/2016対応版
で、豊富な例題、演習問題を解きながら学習します。
近田 順一朗◉著 B5判 320頁
例題＆演習問題を解きながら、習熟度の確認・弱点
本体1980円
（税別）
チェックができます。ExcelVBAを基礎からしっかり身
ISBN978-4-7741-8144-8
につけたい人に最適な教科書です。

ExcelVBA標準テキスト

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

Word
標準テキスト

Word
標準テキスト

齊藤 正生◉著 B5判 256頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10518-1

本体1980円（税別）

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

Windows10/Office2019対応版

稲葉 久男◉著 B5判 304頁 本体1980円（税別）ISBN978-4-297-12653-7

2

B5判 336頁
ISBN978-4-7741-8123-3

本体1980円（税別）

Word/Excel/PowerPoint 標準テキスト

例題で基礎を学び、演習問題で理解した内容を確認するという2段階のステップ
で初めての方でも無理なく、しかも確実に基本をしっかり身に付けることができ
ます。教科書としてはもちろん、独学のテキストとしても最適な入門書です。

特長❶

利用申請はこちら！
！

Windows10/Office2016対応版
齊藤 正生◉著

B5判 256頁
ISBN978-4-7741-8145-5

Excel
標準テキスト

Excel
標準テキスト

稲葉 久男◉著 B5判 304頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10520-4

本体1980円（税別）

Windows10/Office2019対応版

Windows10/Office2016対応版
稲葉 久男◉著

B5判 304頁
ISBN978-4-7741-8143-1

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

office

世界一わかりやすいシリーズ

世界一
わかりやすい

Excel NEW
テキスト

2021/2019/2016/365対応版

2021/2019/2016/365対応版

土岐 順子◉著 B5判 272頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-12675-9

佐藤 薫◉著 B5判 264頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-12671-1

2022年
9月発売予定

パソコン入門

世界一わかりやすい

Wordテキスト

Word 2019/2016/2013対応版

テキスト

土岐 順子、佐藤 薫◉著
B5判 264頁 本体1780円（税別）
ISBN978-4-297-12964-4

Windows 10 Office 2019/2016 対応版
川上 恭子、岩垣 悠◉著
B5判 160頁 本体1280円（税別） 川上 恭子、岩垣 悠◉著 B5判 160頁
本体1280円（税別） ISBN978-4-297-11041-3
ISBN978-4-297-12677-3

NEW

佐藤 薫◉著 B5判 256頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-10273-9

世界一わかりやすい

パソコン入門テキスト

クリエイティブ

Windows 11 + Office 2021/2019/
Microsoft 365 対応版

IT

B5判 264頁
ISBN978-4-297-10275-3

本体1780円（税別）

テキスト

2021/2019/2016/365対応版

NEW

Excelテキスト

Excel 2019/2016/2013対応版
土岐 順子◉著

世界一わかりやすい

PowerPoint

Now
Printing

世界一わかりやすい

情報リテラシー

世界一わかりやすい

2019、2016、2013対応版はこちら

系資格

Word NEW
テキスト

ベテラン講師が執筆！

インストラクター・
講師としてたくさんの初心者をサポートしてきた、
経験豊富な著者が贈るテキストです。

Office

世界一
わかりやすい

このシリーズの

1 オールカラーで見やすい！

3 ベテラン講師のポイント解説！

5 スキルチェックシートつき！

2 学習はサンプルファイルで！

4 練習問題で理解度チェック！

6 節ごとに学習時間の目安を設定

ＷＥＢ制作

特色

プログラミング

6

1

3
2

インフラ
統計／データ解析

5
office

Word・Excel・PowerPoint

300社・5,000人の指導実績に裏打ちされたExcel入門の決定版！

Excelの教科書

37

累計

9万部突破！

スペースキーで見た目を
整えるのはやめなさい
8割の社会人が見落とす資料作成のキホン

作業そのものをゼロにしてしまう“究極の効率化”を実現するExcel VBA
のポイントと、毎日の業務を瞬時に終わらせるしくみの作り方をかつてないア

プローチで解説した定番書がリニューアル。大量の書類作成の自動化、イ
ミディエイトウィンドウによる効率的なデバッグなどの話題を追加し、画面をす
べてOffice 365＋Windows 10に刷新しました。

累計17万部突破！
！

よい資料を作るためのレイアウトのルール
増補改訂3版

伝わるデザインの基本
企業研修

四禮 静子◉著 A5判 224頁 本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11274-5
社会人として恥ずかしくない資料を作るために必要な「美しさ」「スピード」「共有性」。こ
の3つを高めて効率よく仕事を進めるWord／Excelの実践テクニックを、2000人以上の
受講生に指導してきたベテラン著者がお教えします！

360頁

その他資格

累計

A5判

学

吉田 拳◉著 A5判 384頁
本体1540円（税別） ISBN978-4-297-11143-4

た伝説の1冊が全面リニューアル。グラフの
落とし穴と使い方、ネ神Excelやリンク貼り付
けなどの話題を追加し、画面をすべてOffice
365＋Windows 10に刷新しました。

吉田 拳◉著

本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11207-3

工

【増強完全版】かつてない内容でExcel本の歴史を塗り替え

Excel自動化の

万部突破！ 教科書【増強完全版】

学

たった１日で即戦力になる

たった1秒で仕事が片づく

数

一番売れている！Excelのよくわかる実践書

高橋 佑磨、片山 なつ◉著 B5変形判 256頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11985-0
増補改訂3版では、さまざまな見え方の聴衆に対しての配慮を数多く紹介し、さら
なる資料のユニバーサルデザイン化を目指しました。

3

NEW …新刊

office

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

！
1400万部！

今すぐ使えるかんたんシリーズ Word・Excel・PowerPoint

Office

シリーズ累計

シリーズ パソコン入門書の定番シリーズに2021版が登場！
系資格

IT

情報リテラシー

「今すぐ使えるかんたん」シリーズは、パソコンや
オフィスソフトなどの使い方を、わかりやすく丁寧に
解説した入門書籍です。操作画面をできるだけ大
きく、数多く掲載するとともに、操作に必要な手順
を省略せずに解説しています。だから、パソコン操
作が初めての人も安心です！

今すぐ使えるかんたん シリーズの

◦画面の手順解説だけを読めば、操作できるようになる！
◦もっと詳しく知りたい人は、両端の
「側注」
を読んで納得！
◦これだけは覚えておきたい機能を厳選して紹介！

今すぐ使えるかんたん

クリエイティブ

Excel2021

［Office 2021/Microsoft 365 両対応］
技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1180円（税別） ISBN978-4-297-12496-0

NEW
336頁

ＷＥＢ制作

Excelの使い方を、大きな画面を使ってわかりやすく
解説します。基本的な操作から順に紹介しているの
で、はじめてExcelに触れる方も安心して読み進める
ことができます。

今すぐ使えるかんたん

プログラミング

Word2021

［Office 2021/Microsoft 365 両対応］
技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1180円（税別） ISBN978-4-297-12512-7

NEW
352頁

Wordの使い方を、大きな画面を使ってわかりやすく
解説します。基本的な操作から順に紹介しているの
で、はじめての方も安心して読み進めることができます。

インフラ

今すぐ使えるかんたん

PowerPoint2021

［Office 2021/Microsoft 365 両対応］
統計／データ解析

NEW

技術評論社編集部＋稲村暢子◉著 B5変形判
320頁 本体1180円（税別） ISBN978-4-297-12605-6

初めてPowerPointを使う人にもわかりやすいように、
スライドの作り方やプレゼンの実行方法を丁寧に解説。
また、アニメーション効果の設定方法やスライドの印
刷、スライドマスター機能の利用などもしっかり紹介。

数

今すぐ使えるかんたん

学

Word ＆ Excel2021

［Office 2021/Microsoft 365 両対応］

NEW

技術評論社編集部、AYURA◉著 B5変形判
544頁 本体1960円（税別） ISBN978-4-297-12801-2

工
学
その他資格
企業研修
4

特長

時間をかけずにWordとExcelを学びたいビジネスマン、特に新社
会人を対象としたWord 2021とExcel 2021の合本です。Word
で文書を作って印刷したり、Excelで表を作ったり、基本的な関数
を使って計算したりする操作が、これ1冊で出来るようになります。

2022年10月、2021版発売予定！
！
今すぐ使えるかんたん

Word＆Excel＆PowerPoint

［Office 2019対応版］

技術評論社編集部＋AYURA＋稲村 暢子◉著 B5変形判
288頁 本体1480円（税別） ISBN978-4-297-10267-8

Word/Excel/PowerPoint 2019の重要操作が1
冊でわかる解説書。パソコンを使うなら必須ともいえ
るWord/Excel/PowerPoint。それらの操作を1冊
でマスターして悩まず操作できるようになります。

今すぐ使える
かんたん

Excel2019

技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-10083-4

今すぐ使える
かんたん

Excel2016

技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1200円（税別） ISBN978-4-7741-7695-6

今すぐ使える
かんたん

320頁

PowerPoint2019

技術評論社編集部＋稲村 暢子◉著 B5変形判
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-10097-1

今すぐ使える
かんたん

320頁

Word2016

技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1200円（税別） ISBN978-4-7741-7694-9

今すぐ使える
かんたん

320頁

Word2019

技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-10087-2

今すぐ使える
かんたん

320頁

320頁

PowerPoint2016

技術評論社編集部＋稲村 暢子◉著 B5変形判 320頁
本体1200円（税別） ISBN978-4-7741-7696-3

今すぐ使える
かんたん

Word & Excel2019

技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10095-7

今すぐ使える
かんたん

Word & Excel2016

技術評論社編集部＋AYURA◉著 B5変形判
本体1980円（税別） ISBN978-4-7741-7709-0

今すぐ使える
かんたん

512頁

Word&Excel&PowerPoint

［Office 2016対応版］

技術評論社編集部＋AYURA＋稲村 暢子◉著
本体1480円（税別） ISBN978-4-7741-8180-6

今すぐ使える
かんたん

512頁

B5変形判

288頁

Word&Excel&PowerPoint2013

技術評論社編集部＋AYURA＋稲村 暢子◉著
本体1480円（税別） ISBN978-4-7741-5889-1

B5変形判

288頁

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

office

今すぐ使えるかんたん

今すぐ使えるかんたん

Excelピボット
テーブル

Excel関数

2022年
［Office 2021/2019/2016/Microsoft 365対応版］
9月発売予定
320頁

NEW

使用頻度の高い関数を厳選し、仕事に役に立

つ、実用的なサンプルを用いてくわしく解説していきます。

本体1780円
（税別）

データの準備の方法から、ピボットテーブルを使ったさま

Excelの記録マクロから、VBAを使った本格プログラミ

ざまな集計の方法、集計したデータをグラフ化するピボッ

トグラフまでをやさしく解説。2022年10月改訂予定

ング、ユーザーフォームの作成まで、マクロの仕組みや
VBAの文法、利用法をやさしく解説します。

今すぐ使えるかんたん

今すぐ使えるかんたん

Outlook2021

Windows 11

完全ガイドブック 困った解決＆便利技

［Office 2021/Microsoft 365 両対応］

［2022-2023年最新版］

NEW

リブロワークス◉著 B5変形判 368頁
本体1480円（税別）ISBN978-4-297-12850-0

機 能 解 説だけでなくネットを使いこなすための「セキュリ
ティ」等関連した知識や考え方についても説明。安心安全に
Windowsパソコンを使用するための1冊。

NEW

リブロワークス◉著
B5変形判 320頁
本体1480円（税別）ISBN978-4-297-12613-1

カバー、本文デザインを大幅にリニューアル。読者の使
い勝手を優先した目次に全面的に刷新しました。

今すぐ使えるかんたん

Office for Mac

Office for Mac

NEW

困った解決＆便利技

改訂3版

今すぐ使えるかんたん

Mac

完全ガイドブック

［改訂2版］

AYURA◉著 B5変形判 400頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-10710-9

技術評論社編集部◉著 B5変形判 400頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-297-11845-7

Excel、Word、PowerPoint、Outlookな ど、 定 番
のOfficeアプリの基本的な操作・便利な使い方を解説し
ます。新たに、テレワークの普及で需要が高まっている
OneDriveの利用法も解説しています。

Mac版Microsoft Officeの最新バージョンに含まれる
Excel、Word、PowerPoint、Outlookの 基 本 的 な
操作・便利な使い方のほか、OneNoteやOneDriveの
活用方法を解説します

2020年の最新OS 「Big Sur」に対応したMacの機能
引き解説書です。リファレンス形式でMacの機能をほぼ
すべて網羅して扱うことで、ユーザがMacの操作中に生
じた変更点や不明な点をすぐに調べることがます。

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！シリーズ
今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

パソコン超入門

Windows 11 対応版
井上 香緒里◉著 B5変形判 256頁
本体1000円（税別）ISBN978-4-297-12895-1

2022年
7月発売予定

NEW

エクセル超入門

［Office 2021／Microsoft 365 両対応］
井上 香緒里◉著 B5変形判 224頁
本体1000円（税別）ISBN978-4-297-12897-5

Excelの基本操作を学びたい人のために、手取り足取り、
操作を省略せず丁寧に解説します。サンプルファイルを
操作することで、Excelの基本をしっかり習得できます。

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

エクセル関数
超入門［改訂2版］ NEW

門脇 香奈子◉著 B5変形判 216頁

本体1600円（税別）ISBN978-4-297-12249-2

Excelの超初心者の方を対象に、数式の入力方法からかん
たんな関数の入力、コピーの方法や、便利な関数の活用、

エラーメッセージへの対応方法までをわかりやすく解説します。

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

デジカメ写真活用術

Windows 10対応版［改訂2版］

ワードの操作に自信がない人向けに、ワードの操作だけ
ではなく、マウスの操作やキーボードによる文字入力の
基本から丁寧に解説します。2022年末改訂予定

Windows 10で新しくなったブラウザーとメールの使い方を、最新の画面で
やさしく丁寧に解説。パソコン操作が苦手な方でも、大きな画面で、1つ1つ
の操作を解説するので、この本の通りに操作をすればぜったいにデキます！

パソコンへの取り込み方法から、写真の整理／編集／
印刷の方法、CDやDVD、USBメモリーへの保存方
法までを解説しています。

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

タブレット超入門

Facebook
超入門［改訂2版］

リンクアップ◉著 B5変形判 288頁
本体1280円（税別）ISBN978-4-297-12237-9

森嶋 良子◉著 B5変形判 256頁
本体1280円（税別）ISBN978-4-297-12144-0

リンクアップ◉著 B5変形判 160頁
本体1380円（税別）ISBN978-4-297-11627-9

Androidスマートフォン初心者向けに、Androidスマート
フォンの基本的な使い方や、LINEの使い方を大きな画面
と文字でわかりやすく解説しています。Android 11対応。

Android10対応版［改訂2版］

中高年を対象としたAndroidタブレットの入門書です。
前版からの改訂にあたり、利用者が増えているAmazon
サービスについて解説する章を追加しています。

企業研修

スマートフォン超入門

Android対応版［改訂3版］

NEW

井上 香緒里◉著 B5変形判 160頁

その他資格

本体1480円（税別）ISBN978-4-7741-9911-5

学

門脇 香奈子◉著 B5変形判 224頁
本体1280円（税別）ISBN978-4-297-11237-0

NEW

工

インターネット＆メール
Windows 10対応版
超入門［改訂2版］

ワード2019

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

学

今すぐ使えるかんたん
ぜったいデキます！

門脇 香奈子◉著 B5変形判 224頁
本体1000円（税別）ISBN978-4-297-10979-0

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます！

数

20年近くにわたって読者に支持されてきたオリジナル「デ
キます! 画面解説」 方式で、どんな方でもパソコン操作
が「ぜったいデキ」るようになります。

Now
Printing

統計／データ解析

NEW

インフラ

AYURA◉著 B5変形判
432頁 本体2400円（税別） ISBN978-4-297-12791-6

2022年
7月発売予定

プログラミング

完全ガイドブック

［Office 2021/
Microsoft 365 両対応］

ＷＥＢ制作

今すぐ使えるかんたんシリーズ Mac
今すぐ使えるかんたん

Now
Printing

クリエイティブ

オンサイト＋技術評論社編集部◉著
B5変形判 320頁
本体1000円（税別）ISBN978-4-297-12518-9

2021年秋にリリースされたWindows 11の基本がマスターで
きる本です。Windows 11で強化されたスマホとの連携や標
準機能に組み込まれたMicrosoft Teamsについても解説。

office

IT

今すぐ使えるかんたんシリーズ Windows

Windows 11

office

門脇 香奈子◉著 B5変形判 352頁
ISBN978-4-297-12970-5

本体2280円
（税別）

今すぐ使えるかんたん

NEW

Excelマクロ
2021/2019/2016/
&VBA［Office
Microsoft 365対応版］

情報リテラシー

office

きたみ あきこ◉著 B5変形判 320頁
ISBN978-4-7741-8101-1

2022年
9月発売予定

NEW

系資格

日花 弘子◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-12948-4

本体1580円
（税別）

Now
Printing

今すぐ使えるかんたん

Office

Now
Printing

今すぐ使えるかんたんシリーズ Excel関数・VBA

Facebookの始め方はもちろん、写真を投稿したり、昔
の友達とつながって連絡を取り合ったりと、Facebook
のさまざまな楽しみ方が満載です。

5

NEW …新刊

office

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

留学生のためのかんたん入門シリーズ

Office

書籍と連動した動画教材の
！
無償提供をスタート！

日本語が苦手な読者におくる、大きめで見やすい総ルビ入門書が
ついに登場！ 日本の習慣やマナーなどを題材に、パソコンを操作
しながら実習形式で学べます。各版の1、2章には、IMEやキーボー
ド、パソコン操作の解説、ローマ字対応表をオールカラーで収録。
現役教員のノウハウが詰まった一冊です。

留学生のための

系資格

IT

目次
1章 パソコンや入力操作の基本編

かんたん

情報リテラシー

Word/Excel/
PowerPoint
入門

2章 フォルダーやファイル操作の基本編
3章 Word編（6回）

クリエイティブ

動画教材は

コチラ！
！

楳村 麻里子、松下 孝太郎、津木 裕子、平井 智子、山本 光、両澤 敦子◉著
B5判 304頁 本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11047-5

ＷＥＢ制作

留学生のための

かんたん

プログラミング

Excel入門
楳村 麻里子、松下 孝太郎、津木 裕子
平井 智子、山本 光、両澤 敦子◉著
B5判 256頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-10270-8

インフラ

特長❶

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6

Wordの基本
入力操作の基本
書式設定
表の作成
グラフィック要素1
グラフィック要素2

...他 全5章

留学生のための

かんたん

Word入門
楳村 麻里子、松下 孝太郎、津木 裕子
平井 智子、山本 光、両澤 敦子◉著
B5判 240頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-10269-2

留学生のためのシリーズ の

留学生のためのシリーズ の

特長❸

総ルビだからわかりやすい

統計／データ解析

数

すべての漢字にはふ
りがな（ルビ） が
ついているので、
日本 語に慣 れて
いない人にもやさ
しいつくりになって
います。

実例で作りながら
学べる

サンプルの文書や表を使って、作り
ながら進めていくので、迷うことなく
学ぶことができます。

学

留学生のためのシリーズ の

特長❷

留学生のためのシリーズ の

特長❹

練習問題で力がつく
！

工

学生のためのかんたんシリーズ

学

学生のための

その他資格

かんたん

豊富なサンプルファイルをダウンロードできる

『留学生のためのかんたんWord/
Excel/PowerPoint入門』と完全連動！
日本人学生・外国人留学生との
合同授業におススメ！
！

企業研修

Word/Excel/
PowerPoint
入門

松下 孝太郎、山本 光、楳村 麻里子、津木 裕子、平井 智子、両澤 敦子◉著
B5判 304頁 本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11323-0

6

…スライド用図版ダウンロード

本書は、既刊で好評の『留学生のためのかんたんWord /Excel/
PowerPoint入門』との授業での連携を考え、内容構成や練習
問題を共通化しています。近年増加している留学生と日本人と
の合同授業を想定し、完全対応できるつくりとなっています。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

office

PowerPoint

動画作成

「最強」資料の
デザイン教科書 NEW
480頁

資料作成における2つの難関である「デザイン感覚」と「PowerPoint

スキル」を同時に身につけるための教科書です。外資系IT企業で長

office

澤崎 敏文◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-11940-9

本体1980円
（税別）

168頁

PowerPointは、プレゼンに欠かせない標準ソフトですが、動画作成

ツールとしても大きな可能性を持ちます。オリジナル教材や授業・解

説動画を「手軽」に「安価」に作成するためのテクニックが満載です。

松上 純一郎◉著 A5判 528頁
ISBN978-4-297-10308-8

本体2380円
（税別）

今すぐ使えるかんたん

［改訂新版］

Excel関数

Excel VBAをはじめるまえに

毎回キャンセル待ちが出るほどの人気講座を持つ著者の

コンサルタントとしての経験やスクールで得られた「現場
目線での知見」がふんだんに盛り込まれた1冊です。

日花 弘子◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-12948-4

本体1580円
（税別）

320頁

NEW

使用頻度の高い関数を厳選し、仕事に役に立
つ、実用的なサンプルを用いてくわしく解説していきます。

NEW

Excelの日常業務を自動化したいなら難しい知識
を覚える必要はなく、
『マクロ記録』が使えれば十分とい
うコンセプトでまとめた入門書。

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

ExcelVBA標準テキスト

NEW

Excel2019/2021対応版

近田 順一朗◉著 B5判 320頁 本体1980円（税別） ISBN978-4-297-12657-5

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

ExcelVBA標準テキスト
Excel2013/2016対応版

近田 順一朗◉著 B5判 320頁
本体1980円
（税別） ISBN978-4-7741-8144-8

Excelマクロ
2021/2019/2016/
&VBA［Office
Microsoft 365対応版］
NEW

門脇 香奈子◉著 B5変形判 352頁
ISBN978-4-297-12970-5

本体1780円
（税別）

Excelの記録マクロから、VBAを使った本格プログラミ
ング、ユーザーフォームの作成まで、マクロの仕組みや
VBAの文法、利用法をやさしく解説します。

新装改訂版

Excel VBA
本格入門
大村 あつし◉著 B5変形判 576頁
ISBN978-4-297-11101-4

プログラミング

マクロ記録の機能やVBAの基本構文・基本機能
を、問題を解きながら、確認するとともに、マクロ
開発の手順や手法を身につけます。図を多く用い
た丁寧な手順解説で、豊富な例題、演習問題を解きながら学習します。
例題＆演習問題を解きながら、習熟度の確認・弱点チェックができます。
ExcelVBAを基礎からしっかり身につけたい人に最適な教科書です。

2022年
9月発売予定

今すぐ使えるかんたん

ＷＥＢ制作

Excel VBA No.1

大村 あつし◉著 B5変形判 176頁
ISBN978-4-297-12818-0

本体1600円
（税別）

Now
Printing

クリエイティブ

絶対知っておきたい
「マクロ」の本

2022年
［Office 2021/2019/2016/Microsoft 365対応版］
9月発売予定

本体2980円
（税別）

Excel VBAを本気で自分のものにしたい方，入門書を終えて
から一気のレベルアップを狙う方，
ユーザーフォームやコントロー
ルなど実務でExcel VBAを思いのままに操りたい方，そんな
Excel VBAユーザーの皆さまにとっての最高の教科書です。

Access

井上 香緒里◉著 B5変形判 448頁
ISBN978-4-297-10650-8

連携実践ガイド

仕事の現場で即使える［増補改訂版］ NEW
今村 ゆうこ◉著 B5変形判 376頁
ISBN978-4-297-12187-7

Accessではじめる

データベース超入門

［改訂2版］

統計／データ解析

［Office 365/2019/2016/2010対応］

Excel & Access

インフラ

Access
今すぐ使えるかんたん

西村 めぐみ◉著 B5判 256頁
ISBN978-4-7741-8990-1

本体1980円
（税別）

本体2680円
（税別）

本体2040円
（税別）

Officeの最新バージョン「Office 2019」に加え、前バー
ジョンの「Office 2016」、さらにサブスクリプションモデル
の「Office 365」の3バージョンのAccessに対応しています。

大幅加筆した増補改訂版。ExcelのデータをAccessに
移行して、Acceessでデータ管理を行い、そのデータを
Excelに書き出してデータ活用を行います。

実際にAccessを操作しながら、データの追加・削除・並
び替えなどのテーブル操作といったデータベースの基礎
が理解できるようになります。

シニア

パソコン入門

ウィンドウズ10対応版

［改訂3版］

大きな字でわかりやすい

キーボード入力

［改訂3版］

ひらがな・記号の入力から、文節の変換、入力にま
つわるトラブルシューティングまで、基本だけを厳
選して紹介します。各章末には練習問題をご用意。

大きな字でわかりやすい

大きな字でわかりやすい

NEW

大きな画面とていねいな解説で、便利なGoogleサー
ビスの使い方をわかりやすく解説します。アカウン
トの取得から、基本の検索、便利なマップ、Gmail
やカレンダーなどを紹介。

大きな字でわかりやすい

ワード＆エクセル

ワード2019入門

エクセル2019入門

AYURA◉著 A4変形判 224頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11888-4

AYURA◉著 A4変形判 160頁
本体1080円（税別）ISBN978-4-297-11139-7

AYURA◉著 A4変形判 160頁
本体1080円（税別）ISBN978-4-297-11141-0

他の本と比べて文字が大きく読みやすいのはもちろん、
操作の手順がわかりやすく並べられているので、途中で
迷うことがありません。ワードを使うために必要な機能を
厳選した、最初の1冊にオススメの入門書です。

企業研修

［Word 2019/Excel 2019 対応版］

パソコンの操作に不慣れな中高年ユーザーを中心に、
Word 2019とExcel 2019の基 本的な使い方を丁寧
に分かりやすく解説する入門書です。誰でも迷わずに
WordとExcelの操作を学習することができます。

その他資格

たくさんの機能や操作方法を詰め込みすぎていませんか
ら、自分のペースでゆっくり、楽しみながら最後まで読み
進めることができます。Windows 10を使うために必要
な機能を厳選した、最初の1冊にオススメの入門書です。

AYURA◉著 A4変形判 160頁
本体1400円（税別） ISBN978-4-297-12854-8

学

技術評論社編集部◉著 A4変形判 144頁
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-12697-1

Google
グーグル入門

工

NEW

AYURA◉著 A4変形判 192頁
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-11882-2

大きな字でわかりやすい

学

大きな字でわかりやすい

数

office

IT

Excel関数・VBA

Now
Printing

office

大原則

情報リテラシー

年資料作成に携わった著者のノウハウを480ページに凝縮しました。

プロフェッショナルの

オンライン教材・授業動画・解説動画・
プロモ動画を手軽に作って配信

系資格

福元 雅之◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-12357-4

本体2700円
（税別）

PowerPoint資料作成

PowerPointでかんたん！

Office

PowerPoint

高齢者・超初心者向けのパソコン入門書です。「計算を
必要としない住所録」「かんたんな集計表」の2種類の
表を作成しながら、Excelの基本操作を1つずつ身に付け
られます。2022年10月改訂予定
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NEW …新刊

IT系資格

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

資格書定番シリーズ紹介

Office

合格教本 シリーズ

受講者管理機能付属の eラーニング

系資格

IT

情報リテラシー
クリエイティブ
ＷＥＢ制作
プログラミング
インフラ
統計／データ解析

数
学
工
学
その他資格
企業研修
8

合格教本シリーズ 教科書採用校限定で
受講者数
利用料

0円

無制限 月額 0 円
受講者
管理機能

オリジナル
模擬試験

「DEKIDAS」はPC・スマホに対応したIPA試験対策用
のeラーニングです。IPA試験対策書「合格教本シリー
ズ」と過去問アプリ「DEKIDAS-WEB」
、管理サービス
「DEKIDAS-CLOUD」で受講者を合格へと導きます。

過去問アプリ
合格教本シリーズの購入特典として、スマホ・
インターネット対応の過去問題対策学習WEB
アプリ「DEKIDAS-WEB」がついてきます。
❶「1問1答モード」
、❷「問題選択モード」
、
❸「模擬試験モード」と3つのモードが用意
されており、過去問題や予想問題に様々な形
式で取り組むことができます。

特長❶

スマホ完全対応

解答中に通信が途切れても
再ログインすれば途中から始められます。

受講者管理
サービス
「DEKIDAS-WEB」を 一 括 管 理 で
きる、学校・法人向け管理サービス
「DEKIDAS-CLOUD」 を 教 科 書 採
用校様限定で提供いたします。模擬
試験やオンライン授業時の進捗管理
にお役立てください。
ご希望の場合は、右記QRコードの
利用申請サイトよりお申し込みくだ
さい。

特長❷

スキマ時間に
いつでも過去問に挑戦

一問一答モードで思いたった
らいつでも過去問に取り組めます。

特長❸

問題選択モードが
超便利

年度別、ジャンル別出題機能
に加え、キーワードによる出題機能を追加。苦
手なキーワードの問題がすぐに試せます。

特長❹

基 本 情報とセキュマ
ネは午後問題も収録しています。

特長❺

多彩な分析

                              レーダーチャートにより
苦手ジャンルがすぐ分かります。

DEKIDAS-CLOUD提供機能
❶ CSVでの受講者一括登録
❷ 受講者向け一斉メール送信
❸ 登録受講者の進捗確認
（ランク別・個人別に正解率確認可能）
❹ 共通模擬試験の実施
（年度およびジャンルから出題選択可能）

午後問題対応

利用申請は
こちら！
！

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

IPA資格試験対策の授業で活用

IT

系資格

授業で

Office

DEKIDAS-CLOUD 活用事例

①過去問題を抽出し、生徒に事前に出題。授業内で正解率の低い問題を中心に解説。
（反転授業）
②授業当日に過去問を出題。生徒はその場で解答し、正解率の低い問題を中心に解説。
（通常授業）

情報リテラシー

教員

生徒

クリエイティブ

テスト設定・出題

ＷＥＢ制作

解答

情報教室や
自宅から
解答

プログラミング

オリジナルの模擬試験を作成し、
出題します。年度やジャンルの
指定や問題数を設定し、自動で
作成することもできます。

通学・通勤中の空き時間を使って学習

統計／データ解析

授業外で

インフラ

オンライン授業でも！

①「1問1答モード」でランダムに出題される過去問題を、自宅や通学・通勤中のすき間時間に解答。
②苦手なジャンルに絞って出題される「問題選択モード」で苦手分野を克服。

生徒

数

教員

学
工

問題選択・解答

学

学習状況や

個人のスマホ
やPCから
解答

その他資格

学習結果を確認

受講者の解答数や正解率を専用の
企業研修

ビューワーで確認します。
データのエクスポートも可能です。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

IT系資格

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

ITパスポート

Office

120

シリーズ累計

！情報処理技術者試験本 No.1
万部！

令和04年

ITパスポートの

新 よくわかる教科書

iパス No.1

令和04年度

イメージ＆クレバー方式でよくわかる

IT

原山 麻美子◉著
B5判 216頁 本体1280円（税別）
ISBN978-4-297-12379-6

系資格

栢木先生の
ITパスポート教室

令和04年度

情報リテラシー

栢木先生の
ITパスポート教室準拠

栢木 厚◉著 A5判 456頁
本体1580円（税別）ISBN978-4-297-12395-6

書き込み式ドリル

受験生の皆さんから絶大な支持をいただいている、ITパスポート受

験者のためのやさしいオールインワンタイプの参考書＆問題集です。

説明し、「〇〇とくれば××」方式で重要ポイントを再確認。さらに関
連の本試験問題をすぐ解くことで、知識が定着し応用力もつきます。
令和04年版ではシラバス5.0/6.0に完全対応。試験攻略のための
アドバイスや、背景を理解するための参考なども随所に掲載しました。
また、全問題に正解率を掲載し、実力養成を後押しします。

「栢木先生のITパスポート教室」に完全準
拠したサブノート＆ドリルです。「ITパスポート
教室」を読みながら重要ポイントを書き込み
記憶の定着を図ります。ITパスポートのエッ
センスをぎゅっと凝縮したドリルです。

本書サポートページにて、「シラバス
Ver.6.0対応資料」PDF版を配布！
「短時間の勉強で、合格できる知識を身につけたい」

そんな方のために、よく出るテーマに的を絞り、ゼロから
解説した参考書です。受験者に10年以上支持され続け

る著者が最新の出題傾向を徹底分析し、「○○が頻出
です」「△△の手順で解けます」「実際の試験では□□

と出題されます」など、垂涎モノの情報を惜しみなく詰
め込みました。

特長

クリエイティブ

技術評論社編集部◉著 A5判 160頁
本体1180円（税別） ISBN978-4-297-12389-5

最新の傾向を分析し、出題頻度の高い分野を中心に、イラストや豊
富な図解・例え話を駆使して理解しやすく・記憶に残りやすいように

❶ 出題頻度の高いテーマに的を絞り、ゼ
ロから徹底解説
❷ 別冊
「模試問題小冊子」
で試験前の総
仕上げもバッチリ！

iパス No.2

ＷＥＢ制作

キタミ式イラストIT塾

ITパスポート

キタミ式 特長

シリーズの

令和04年度

プログラミング

イラストを使って
わかりやすい解説

きたみ りゅうじ◉著 A5判 504頁
本体1900円（税別） ISBN978-4-297-12449-6

きたみりゅうじ氏によるイラストベースの解説で、ITパスポート試験にとってまず大切
となる「解説書を一冊完読して、用語や計算に慣れる力」 が身につきます。またIT
関連の書籍で定評のある金子則彦氏による過去問を抜粋した練習問題と解説も収録。

インフラ

令和04年

ITパスポート

合格教本

演習
Web
アプリ

統計／データ解析

岡嶋 裕史◉著 A5判 472頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-12421-2

iパス No.3

ラジオの人気
番組
「子ども科学
電話相談」
でおなじみ、
岡嶋先生
の IT パスポ
ート講義！

「小難しい解説じゃあ、頭に入らない…」そんな方々に13年間支持され続けた「教
科書だけど、おもしろい」試験対策本です。馴染みがない用語も、身近な例やキャ
ラクターとの対話を交えて解説。まるで岡嶋先生の講義を受ける感覚で、楽しく
スルスル学べます。シラバス5.0/6.0完全対応。

令和04-05年度

数

ITパスポート

学

試験によくでる問題集

工

岩代 正晴、新妻 拓巳◉著 A5判 296頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-12413-7

NEW

学

長年受験指導してきたベテラン著者陣が、最新シラ
バスと近年の出題傾向を徹底分析し、頻出問題を厳
選。試験にでやすい良問「だけ」をとりそろえました。

その他資格

IT系資格

令和04年【上半期】

ITパスポート
パーフェクトラーニング
過去問題集
NEW

五十嵐 聡◉著 B5判 368頁
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-12826-5

令和04年～令和元年の計4回分の最新公開問題と，最
新のシラバス6.0に合わせて作成した模擬問題を2回分，
計6回分の問題を紙面に収録。

要点確認これだけ！

改訂5版

ITパスポート

ITパスポート

最速合格術

ポケット〇×問題集

近藤 孝之◉著 新書判 192頁
ISBN978-4-297-11079-6

1000点満点を獲得した勉強法の秘密
西 俊明◉著

A5判 344頁
ISBN978-4-297-11856-3

本体1280円（税別）

本体1480円（税別）

解きやすい一問一答形式の問題集です。厳選した過
去問題を基に作成したオリジナルの問題（基礎問題
＆挑戦問題）＋過去問題を400問以上収録。

最新シラバスVer.5.0で追加された馴染みのない用語も、たこ
焼き屋企業を例にわかりやすく解説。第1回試験を1000満点で
合格（受験者39131人中2名）した著者が伝授する勉強法が満載。

情報セキュリティマネジメント

情報セキュリティ
マネジメント合格教本
令和04年

岡嶋 裕史◉著 A5判 480頁

企業研修
10

…スライド用図版ダウンロード

本体1880円（税別）ISBN978-4-297-12411-3

演習
Web
アプリ

試験範囲を網羅した詳細な解説と豊富なイラストで、最
新のセキュリティの技術と考え方をバランスよく学べま
す。午前問題対策はもちろん、午後問題対策の項を設け、
長文問題にも対応。

要点早わかり

令和04年

情報セキュリティマネジメント

情報セキュリティ
マネジメント

パーフェクトラーニング過去問題集

ポケット攻略本

庄司 勝哉、近藤有馬、他◉著 B5判
360頁 本体1480円（税別） ISBN978-4-297-12419-9
直近の試験問題×3と模擬問題×2の計5回分の試験
を本紙に収録。さらに、5回分の過去問題＋予想問題
3回分の問題をPDFで提供。合計13回分。

岡嶋 裕史◉著

B6判

256頁

本体1380円（税別）ISBN978-4-7741-9321-2

最小限の学習時間・手間で効率良く合格するためのコン
パクトな試験対策まとめ集です。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

IT系資格

基本情報技術者

基本情報 No.1

令和04年度 イメージ＆クレバー方式でよくわかる

栢木先生の基本情報技術者教室
A5判

528頁 本体1680円（税別） ISBN978-4-297-12393-2

最新の傾向を分析し頻出分野を中心にイラストや豊富な図解・例え話を駆使して理解しやすく・

記憶に残りやすいように構成しました。「〇〇とくれば××」 方式で重要ポイントを身につけます。

キタミ式イラストIT塾

キタミ式シリ
ーズ
イ
ラストによる
解説で
基礎力アッ
プ！

令和04年度

きたみ りゅうじ◉著 A5判 736頁 本体2100円（税別） ISBN978-4-297-12451-9
きたみりゅうじ氏のイラストによる解説が好評の試験対策テキストです。まず大切となる
「仕組みや内容を理解しながら、試験の用語や問題、計算に慣れる力」が身につきます。
IT関連の書籍で定評のある金子則彦氏による過去問を抜粋した練習問題と解説も収録。
100時間履修シート提供

令和04年

基本情報技術者

合格教本

基本情報 No.3
演習
Web
アプリ

基本情報技術者試験

午前試験免除制度
対応書籍

申請シートダウンロード

最新のシラバスVer.7.1に対応し、試験範囲を体系的
に効率よく学習できます。図解を豊富に使ったわかりや
すい解説と、理解度を確認できる出題分析や章末問題
は、はじめて学習する方にも最適です。

基本情報技術者の

新よくわかる教科書
短期間での合格力養成を目指す

❶ 出題頻度の高い“出るところ”を中心に、
集中的にムダなく学習
❷ 小さな章で構成してるからスキマ時間で読める
❸ 頻出用語マスターアプリ付き

【午前】
ポケット○×
問題集

過去問題から厳選された200問を1問ずつ丁寧にイラスト
ベースで解説します。本書特典として、PC、スマホで見
ることができる、過去3回分の一問一答形式のWebへ
のアクセスキーも付属。

令和04年【下期】

基本情報技術者
パーフェクトラーニング
過去問題集
山本 三雄◉著 B5判 624頁
ISBN978-4-297-12872-2

本体1450円（税別）

令和04-05年度

基本情報技術者
試験によくでる問題集

【午後】

イエローテールコンピュータ◉著 A5判 416頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-12375-8

角谷 一成、イエローテールコンピュータ◉著 A5判 432頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-12377-2

近年の出題傾向を徹底的に分析し頻出問題をテーマ別に掲
載しました。苦手な分野を問題を解くことで身につけます。直
近5年間の頻出度合いがひと目でわかる実績マークを掲載。

近年の出題傾向を徹底的に分析し頻出問題をテーマ別に掲
載しました。苦手な分野を問題を解くことで身につけます。試
験の時間配分を考慮した速読＆解答テクニックも掲載しました。

［改訂2版］

要点・用語早わかり

基本情報技術者

ポケット攻略本

どこにでも持ち歩けるサイズが好評。問題と解答をセット
で確認しやすい見開き形式の問題集です。付属の赤シー
トで回答部分を穴埋め問題として活用できます。

効率よく「合格点」に達するための、問題主導型・情
報濃縮タイプのコンパクトな攻略参考書の改訂版です。

Python
矢沢 久雄◉著 A5判 416頁
ISBN978-4-297-12279-9

本体2400円（税別）

はじめてプログラミングを学ぶ方を想定し、「そもそもプ
ログラムとは何か」という根本的な説明からはじめて、
Pythonによるプログラミングの知識を少しずつ丁寧に説
明していきます。

改訂3版

改訂3版

はじめの一歩 完全攻略

C言語の切り札

らくらく突破

基本情報技術者

宮坂 俊成◉著 A5判 416頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-7741-8748-8

プログラミングを支える強力な基礎＝アルゴリズムをマス
ターするために、本のはじめから終わりまで、徹底的に丁
寧に説明します。

C言語の基本を解説する「文法編」と過去問を解説し
た「問題編」 の2部構成となっており、はじめてC言語
を学習する人にもおすすめです。

基本情報技術者

C言語

高田 美樹◉著 A5判 416頁
ISBN978-4-297-10529-7

本体2580円（税別）

企業研修

矢沢 久雄◉著 B5変形判 288頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-297-10394-1

その他資格

新・標準プログラマーズライブラリ

学

福嶋 宏訓◉著 B6判 320頁
本体1380円（税別） ISBN978-4-297-10602-7

基本情報技術者

らくらく突破

工

近藤 孝之◉著 新書判 224頁 付録：赤シート
本体1380円（税別） ISBN978-4-297-11077-2

アルゴリズム

NEW

合計22回分の演習ができる超定番の対策問
題集。過去問3回分と、傾向分析をもとに問題を厳選し
て作成した「令和4年度下期対策問題」を紙面に収録。

学

基本情報技術者

【午前】

きたみ りゅうじ◉著 A5判 232頁
本体2200円（税別）ISBN978-4-297-12455-7

数

要点確認これだけ！

基本情報技術者
試験によくでる問題集

基本情報技術者「午前」

過去問題集ジャンル別解説
厳選200問

統計／データ解析

特長

イエローテールコンピュータ◉著 B5判 224頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11700-9

令和04-05年度

キタミ式イラストIT塾

インフラ

令和03-04年

がら重要ポイントを書き込み記憶の定着を図ります。

プログラミング

角谷 一成、イエローテールコンピュータ◉著 A5判 576頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-12405-2

「栢木先生の基本情報技術者教室」に完全準拠したサ

ブノート＆ドリルです。「基本情報技術者教室」を読みな

ＷＥＢ制作

午前試験免除対応版

IT

クリエイティブ

基本情報
技術者

基本情報 No.2

技術評論社編集部◉著 A5判 184頁
本体1280円（税別）ISBN978-4-297-12387-1

情報リテラシー

令和04年版はシラバス7.1に完全対応。紙面を大幅にリニューアルしページ数も増やしました。

書き込み式ドリル

系資格

栢木 厚◉著

栢木先生の
基本情報技術者教室準拠
令和04年度

Office

！
120万部！

シリーズ累計

自分で打ち込んで実行できるサンプルプログラムとともに
文法を体得できる第1部、合格に欠かせないアルゴリズ
ムの知識を徹底学習できる第2部の構成で、試験合格
に必要な力が1冊で身につきます。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

IT系資格
Office

改訂4版

系資格

288頁

表計算の基礎知識からよくでる関数までじっくり丁寧に解説。例

らくらく突破

基本情報技術者

Java

らくらく突破
八鍬 幸信◉著

CASLⅡ

菊田 英明、原 修身◉著 A5判 456頁
本体2880円（税別） ISBN978-4-7741-9905-4

本体2580円（税別）

最新の傾向を踏まえ、内容を強化しました。Javaの基本

アセンブリ言語の基礎やCASLⅡの文法はしっかりと押さえつつ、実際の

から高度な機能まで合格に必要な力が1冊で身につきます。

A5判 456頁
ISBN978-4-297-10251-7

問題を使った演習を追加。基本演習と発展演習の2つでより合格率アップ！

情報リテラシー

応用情報技術者・高度情報技術者
演習
Web
アプリ

令和04年
【春期】
【秋期】

クリエイティブ

応用情報技術者

合格教本

応用情報 No.1

大滝 みや子、岡嶋 裕史◉著 A5判 776頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12467-0
応用情報技術者試験だけでなく旧試験や高度試験を詳しく
分析した「いちばん詳しく、わかりやすい教科書です。

ＷＥＢ制作

令和04-05年度

応用情報技術者
試験によくでる問題集

令和04年【秋期】

応用情報技術者

NEW

パーフェクトラーニング

過去問題集

加藤 昭、高見澤 秀幸、他◉著 B5判 472頁
ISBN978-4-297-12874-6

令和04-05年度

応用情報技術者
試験によくでる問題集

プログラミング

最新の試験問題はもちろん、前身であるⅠ種、ソフトウェア
開発技術者や高度試験出題問題など広範な問題を徹底
的に分析して頻出傾向問題を厳選しました。

広範な問題を徹底的に分析して頻出傾向問題を厳選しま
した。また午前問題からも頻出する知識を整理し、午後問
題を解くための基礎を固めます。

インフラ
統計／データ解析

近藤 孝之◉著 新書判 240頁 付録：赤シート
ISBN978-4-297-11678-1

令和04年
【春期】
【秋期】

情報処理安全確保支援士
演習
合格教本 Web
アプリ

左ページが問題、右ページが解答の見開き構成で試験
によくでる重要キーワードを、一問一答の○×形式ですば
やく手軽に学べます。

注目が高まるセキュリティ分野の高度な知識を、中央大学
の岡嶋裕史先生が解説。新傾向の内容を積極的に取り
込み、午後問題での扱われ方を含め、総合的に解説します。

数
学

アプリ

工

岡嶋 裕史◉著 A5判 640頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12313-0

学

特にネットワークの専門知識が必要となる午前II以降の対策に
焦点を当てた試験対策テキストです。手厚い解説と演習ソフト
「DEKIDAS」による過去問演習で、難関試験の合格を目指します。

改訂4版

【改訂新版】要点早わかり

ネットワークスペシャリスト
ポケット攻略本

要点・用語早わかり

応用情報技術者

ポケット攻略本
大滝 みや子◉著

岡嶋 裕史◉著 A5判 800頁
本体2880円（税別） ISBN978-4-297-12447-2

ネットワークスペシャリスト
演習
合格教本 Web

きたみ りゅうじ◉著 A5判 872頁
ISBN978-4-297-12453-3

本体1480円（税別）

本体1480円（税別）

令和04年度

応用情報 No.2

広大な試験範囲を徹底分析。頻出分野をオリジナルイラストでわかりや
すく解説することで、合格への基礎力を身に着けます。過去問の解説は
金子則彦氏、監修は放送大学元大学長の岡部洋一先生が担当します。

大滝 みや子◉著 A5判 656頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12586-8

【午前】
ポケット○×
問題集

令和04年度

最新の過去4回分の本試験問題・解説を収録し、さら
に平成22年度春期～令和元年度秋期の問題・解説の
ダウンロード特典も付録。

大滝 みや子◉著 A5判 448頁
本体2400円（税別） ISBN978-4-297-12469-4

応用情報技術者

応用情報技術者

本体3280円（税別）

【午後】

要点確認これだけ！

キタミ式イラストIT塾

本体1880円（税別）

【午前】

その他資格

IT系資格

改訂3版

基本情報技術者

表計算

イエローテールコンピュータ 原山 麻美子◉著 A5判
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-10289-0

IT系資格

…スライド用図版ダウンロード

改訂3版

基本情報技術者

題や練習問題を解くことで効率よく合格する力が身につきます。

企業研修
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…サンプルファイルダウンロード

基本情報技術者

らくらく突破
IT

…DVD付属

B6判 400頁
ISBN978-4-297-12005-4

仕事の合間時間などの短い学習時間で、効率良く合格
するためのコンパクトな試験対策テキストです。

令和04年
【春期】

情報処理安全確保支援士

パーフェクトラーニング
過去問題集
エディフィストラーニング株式会社◉著 B5判 416頁
ISBN978-4-297-12526-4

本体3200円（税別）

紙面で4回分、それ以前に掲載した21回分をダウンロー
ドサービスとして用意、計25回分の問題にトライできます。

ネスペR3

本物のネットワークスペシャリスト
になるための最も詳しい
過去問解説

岡嶋 裕史◉著 B6判 336頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-12007-8

左門 至峰・平田 賀一◉著 A5判 360頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12465-6

最小限の学習時間・手間で、効率良く合格するための
コンパクトな試験対策まとめ集です。試験を攻略するた
めに著者の持てるノウハウをすべて注ぎ込んだ1冊です。

ネットワークスペシャリスト試験の 「午後Ⅰ・午後Ⅱ」に的
を絞って徹底的に分析し、取り組み方を解説します。

その他
Pythonエンジニア育成推進協会監修

Python 3 スキルアップ教科書
辻 真吾、小林 秀幸、鈴木 庸氏、他◉著
A5判 448頁 本体2780円（税別） ISBN978-4-297-10756-7
データサイエンスエンジニアに必須なPythonプログラミングの知識を一冊にまとめています。
「Python 3エンジニア認定基礎試験」を実施している「Pythonエンジニア育成推進協会」
が監修。

Pythonエンジニア育成推進協会監修

Python
実践レシピ

鈴木 たかのり、筒井 隆次、寺田 学、ほか◉著
B5変形判 512頁 本体2700円（税別） ISBN978-4-297-12576-9
Pythonでプログラムを作成するときに役立つ機能とライブラ
リを網羅した、実践的なレシピ集です。本書を使いこなして、
Pythonプログラマーとして大きなステップアップが図りましょう。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

IT系資格

その他
最短突破

最短突破

Microsoft Azure
Fundamentals（AZ-900）
合格教本

株式会社AVILEN高橋光太郎、他◉著 A5判 432頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12926-2
日本ディープラーニング協会主催のG検定の試験対策問題集です。AI・機械

阿部 直樹、国井 傑、神谷 正◉著 A5判 320頁
本体3200円（税別） ISBN978-4-297-12952-1
各節ごとに関連する問題を出題し学習と演習を無理なく

神谷 正、国井 傑◉著 A5判 288頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-12321-5
マイクロソフト認 定トレーナー(MCT)である著 者 が、

検定の教育実績を誇る、㈱AVILENの執筆陣がわかりやすく解説しています。

しています。

解説。巻末に模擬問題を収録しています。

第2版

学習に関連するビジネスの人材育成から技術開発の支援を行い、E資格やG

行なえます。また総仕上げとして、模擬問題を1回分収録

データサイエンティスト検定 NEW

（リテラシーレベル）公式リファレンスブック 第2版

サポートページ
から模擬問題集
を PDF 形式で
ご提供！
！

バージョン10.0

合格教本

528頁

本体3780円（税別）

2018年に入り試験内容の改訂が行われました。その改
訂に対応し、合格への道標になるように、試験対策のポ
イントや練習問題・模擬問題をまとめています。

わかりやすい解説で、資格取得に必要な確かな力を身につけること
ができます。付属DVDには、仮想環境で動作するLinuxのイメー
ジを収録しているので、実際に手を動かしながら学ぶことが可能です。

五十嵐 聡◉著 A5判 224頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-12054-2

理士認定試験」の合格を目指す

会が実施する「情報セキュリティ初
級認定試験」「情報セキュリティ管

人のための公式テキストです。最

日商PC検定
ズバリ合格BOOK

をわかりやすく解説。合格のため

IPネットワークの基礎やGNS3の使い方を説明し、さらに
スイッチングやVPN等の環境をGNS3上で構築＆検証し
ます。

に必要となる基礎力をしっかり身に
つけることができます。

演習
Web
アプリ

の基本からビジネス文書

ズバリ合格BOOK

演習
Web
アプリ

作成のノウハウまでを学ぶ

ことができます。知識科目
では、実際の過去問を基

にした問題を収録していま
す。

[Excel 2013/2016/2019 対応]

B5判

八田 仁、細田 美奈◉著
288頁 本体2580円（税別） ISBN978-4-297-12018-4

30レッスンで絶対合格！
Microsoft Office Specialist

Excel2016 テキスト＋問題集

Word2016 テキスト＋問題集

本郷PC塾◉著 A4変形判 208頁
本体2000円（税別）ISBN978-4-7741-9351-9

本体2000円（税別）ISBN978-4-7741-9352-6

本郷PC塾◉著 A4変形判 200頁

フルカラー化！30のLesson単位でテンポよく学習でき、解説の例題→章末問題→模擬テスト
プログラムという流れで、効果的なスキルアップを実現します。

特訓200問

JSTQB認定テスト技術者資格
Foundation Level対応
正木 威寛◉著 A5判 256頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-11397-1
グローバルで通用するソフトウェアテストの知識について学
びたい人のための学習書です。演習と解説を通して学べ
るように構成されています。

［改訂2版］Ruby公式資格教科書

Ruby技術者認定
試験合格教本

（Silver/Gold対応）
牧 俊男、他◉著 前田 修吾、他◉監修
A5判 536頁 本体3600円（税別）ISBN978-4-7741-9194-2

企業研修

定番資格「MOS（Microsoft Office Specialist）
」の2016に対応したテキストが待望の

ソフトウェアテスト

その他資格

30レッスンで絶対合格！
Microsoft Office Specialist

［改訂3版］演習で学ぶ

学

データ活用3級

実技科目では試験の傾向

に即した例題を元に操作

工

日商PC検定

CCENT/CCNA/CCNPに
役立つラボの構築と実践

関部 然◉著 B5変形判 496頁
本体3880円（税別） ISBN978-4-297-10442-9

試験に出やすい重要な技術や用語

八田 仁、細田 美奈◉著
224頁 本体2580円（税別） ISBN978-4-297-12020-7

いちばんやさしい

GNS3による

ネットワーク演習ガイド

新の出題範囲・出題傾向に対応し、

[Word 2013/2016/2019 対応]

B5判

UMLモデリング技能認定試験に合格するために必要な
知識、概念をぎっしりと詰め込んだ、UMTP公認の試験
問題集です。

学

文書作成3級

竹政 昭利◉編 A5判 448頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-7741-3245-7

数

いちばんやさしい

UMLモデリング
技能認定試験

統計／データ解析

本書は、全日本情報学習振興協

五十嵐 聡◉著 A5判 304頁 本体2780円（税別）
ISBN978-4-297-12056-6

［改訂版］

インフラ

最短突破

情報セキュリティ
管理士 認定試験 公式テキスト

IoTサービスの導入の際に必要となる知識や、IoT機器の仕組
みなど、幅広い分野について理解できるようになります。2018年
10月より開始されたIoT検定の教科書＆問題集としても使えます。

プログラミング

河原木 忠司◉著 A5判
ISBN978-4-297-11527-2

IoT検定ユーザー教育推進ワーキンググループ◉著 A5判 276頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11179-3

＜入門レベル（L1）＞問題集 －UML2.0対応

本体2480円（税別）

最短突破

IoTのしくみと技術が

これ1冊でしっかりわかる教科書

ＷＥＢ制作

LinuCレベル1

情報セキュリティ
初級 認定試験 公式テキスト

図解即戦力

クリエイティブ

AWS認定

ソリューションアーキテクト
アソシエイト 合格教本
村主 壮悟◉著 A5判 276頁
ISBN978-4-297-10382-8

購入者特典

最短突破

最短突破

Azure Fundamentalsの試験範囲に沿ってわかりやすく

IoT検定パワーユーザー対応版

菅 由紀子、佐伯 諭、高橋範光、田中貴博、大川遥平◉著 A5判 328頁
本体2500円（税別） ISBN978-4-297-12832-6
第2回試験からスキルチェックリストはver.3からver.4へ。この大幅なバージョ
ンアップへ本書は完全対応し、さらに充実した一冊となりました。第一線で
活躍する強力な執筆陣が、データサイエンスの必須スキルを、具体的な利
用シーンにまで踏み込んで解説。検定合格のために必要な知識はもちろん、
データサイエンスティストとしての確かな基礎が身につきます。

IT

情報リテラシー

最短突破

2022年
9月発売予定

系資格

Microsoft Azure
セキュリティ テクノロジ［AZ-500］
合格教本
NEW

Now
Printing

Office

NEW

最短突破

ディープラーニングG検定
2022年 （ジェネラリスト）
問題集
9月発売予定
Now
Printing

Ruby技術者認定試験Silver/Goldに対応した公式テキ
スト。試験バージョン2.1に対応。試験対策としてはもちろ
ん、Rubyを使いこなす上で必須の基礎知識もしっかり身
につきます。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

情報リテラシー

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

情報リテラシー

Office

確認テスト
利用申請は
こちら！

「数理・データサイエンス・AI教育
プログラム認定制度」対応!!

AIリテラシー

はじめての

系資格

IT

情報リテラシー

目次

政府は「AI戦略2019」の中で、リテラシー教育
として文理を問わず、全ての大学・高専生約50
万人を対象に、初級レベルの数理・データサイエ
ンス・AIを課程にて習得する方針を打ち出しまし

クリエイティブ

た。これを踏まえ、
各大学・高専で参照可能な「モ
デルカリキュラム」の検討と策定が進められてい

ＷＥＢ制作

岡嶋裕史、吉田雅裕◉著

ます。本書はこのモデルカリキュラムのうち、基礎

本体1680円（税別）

制度に準拠し、半期15回の講義で進められるよ

ISBN978-4-297-12038-2

う工夫されています。

B5判

的な範囲に対応した教科書です。文科省の認定

240頁

Windows11対応の
追加資料をご用意！

プログラミング

改訂第4版

基礎からわかる

情報リテラシー
奥村 晴彦／森本 尚之◉著

インフラ

B5変形判 192頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-11710-8

統計／データ解析

数

特定のソフトの使い方を解説した「マ
ニュアル本」は、巷（ちまた）に溢
れています。しかし、それらは明日
には役に立たなくなるかもしれません。
もうちょっと基本的なレベルで勉強し
ておけば、何年たっても、どんな環
境でも、役に立つはずです。そう考え
て、本書を作りました。改訂第4版
では、データサイエンスと遠隔コミュ
ニケーション・コラボレーション関連の
話題を中心に強化しました。

本書の目次
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章

まず初めに
文字入力
ネットの利用
お絵かきとファイル操作
文書作成
表計算
プレゼンテーション
Webによる情報発信
情報の調べ方・まとめ方
コンピューターとネットワーク...他

学

［演習］

アカデミックスキルとしての

工

ICT活用

学

木野 富士男◉著 高橋 尚子◉監修
B5判 208頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-11053-6

その他資格
企業研修
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…スライド用図版ダウンロード

学修環境の変化にともなって大学
生 の 必 須スキルとなったWord・
Excel・PowerPointの基本操作、
インターネットの活用法などをまとめ
ました。演習を中心とした構成で半
期（15回）の授業に最適な作りとなっ
ており、大学1年次の基礎科目で用
いる教科書としておすすめです。

本書の目次
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章

コンピューターの基礎と
インターネットの活用
文書作成の基本
表計算
プレゼンテーション
文書作成の応用操作
表計算の応用操作

■第 1
■第 2
■第 3
■第 4
■第 5
■第 6
■第 7
■第 8
■第 9
■ 第 10
■ 第 11
■ 第 12
■ 第 13
■ 第 14

講
講
講
講
講
講
講
講
講
講
講
講
講
講

AIリテラシーとは
社会でどのような変化が起きているか
社会でどのようなデータが活用されているか
データ・AIを何に使えるか
データ・AIの技術
データを読み、説明し、扱う
データ・AIを扱うときに注意すること
データ・AIにまつわるセキュリティ
統計と数学のきほん
アルゴリズムとは何か
データの構造とプログラミング
データを上手に扱うには
時系列データと文章データの分析
データ活用実践（教師あり学習と教師なし学習）

図形と数の並びで学ぶ

プログラミング基礎
NEW
竹中要一、熊野ヘネ◉著

B5判 256頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-12659-9

授業用スライドはこちら！
文系の学生がつまずきやすいポイ
ントをやさしく解説するプログラミン
グの教科書です。算数でプログラ
ムの基礎知識を学びながら、実際
のプログラムでどのように使われ
ているか試します。「Scratch」と
「Python」 の両 方で実際のプロ
グラミングを体験できるように構成し
ています。

本書の目次
第 1 章 図形の並び
第 2 章 数の並び
第 3 章 数列とプログラミング
第 4 章 プログラミングを学ぶ理由
第 5 章 いろんな並びとプログラミング
第 6 章 数学的な書き方

改訂新版 よくわかる

情報リテラシー

岡本 敏雄◉監修 小泉 力一、渡辺 博芳、他◉著
B5判 256頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-9142-3

多くの採用実績がある『よくわかる情
報リテラシー』の改訂新版です。今回
の改訂により、
サービスやアプリケーショ
ンが最新のものになりました。岡本敏雄
（電気通信大学）名誉教授を中心に
11人の情報教育分野で活躍する先生
方が各章を執筆します。本書では、情
報の基本はもちろん、しくみ、使われ方、
ツイッターやブログ、クラウドなど最新
のサービスにも触れています。入門書
として最適です。

本書の目次
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章

コンピュータの基礎
社会に必要な情報セキュリティ
インターネットの仕組みとWebシステム
情報の伝達
レポートの作成と編集
情報のデータ化と分析・マイニング
モデリングとシミュレーション
プレゼンテーションの方法
セキュリティと法令順守
ICT活用の問題解決

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

情報リテラシー

情報リテラシー

はじめての

キャリア情報

信一郎◉監修
諭、渋井 二三男、鳥井 佑亮、
理恵、浜野 由美、武居 由美、
聖美◉共著

B5判 160頁 本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-11956-0

本書の目次
ライフプラン表
会社の常識、会社が求める人材とは
情報リテラシー
就職活動の進め方
企業選びのフレームワーク
面接から採用への準備
データを踏まえた業界研究とビジネス施策
求められる外国人の人材とは
魅力のある人とは

B5判 168頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-297-10491-7

本書は、近年の学生の導入に必要
な「情報」
「メディア」
「コミュニケー
ション」 のリテラシーの教科書です。
大学や専門学校に入学後の最初の
土台作りに最適なテキストです。タ
イケン学園副理事長、柴岡信一郎
氏を筆頭に、渋井二三男氏（日本
ウェルネススポーツ大学）ら多数の
先生方で執筆。社会人となる学生
に向けて、コミュケーションの大切
さや、コンピュータ、メディアにつ
いてやさしく解説しています。

改訂新版

メディアとインターネットを理解するための基礎知識

高橋 慈子、原田 隆史、佐藤 翔、他◉著

本書の目次

※2022年9月改訂予定

改訂7版

パソコンの基本的なしくみ、パソコンを構成するパーツの種類
と機能、OSやソフトウェアの役割、インターネットの知識など
パソコンとその周辺の技術をわかりやすく解説。コンピューター
やITについて勉強するための最初の一冊におすすめです。

丹羽 信夫◉著

B5変形判

本体1880円
（税別）ISBN978-4-297-11227-1

256頁

情報処理学専攻の学生やＩＴ業界に携わる方向けの一冊。ゼ
ロレベルから一気にプログラミングの原理まで！ディジタル回路、
機械命令……と、まず物理・ハードウェア面からの理解を促します。

本書はパソコン、周辺機器、OS、ソフトウェアなどのしくみについて解説
する本です。セキュリティに対して不安を感じる人が多いことから、ウイル
ス、不正アクセス、情報漏洩などの対策についても詳しく解説しています。

絵と図でわかる

絵と図でわかる

データサイエンス

AIと社会

上藤 一郎◉著 B5変形判 192頁
本体2000円（税別） ISBN978-4-297-12127-3

江間 有沙◉著 B5変形判 192頁
本体2000円（税別） ISBN978-4-297-12130-3

本書はデータサイエンスについて知りたいと思う一般の人
たちに向けた案内書です。難しい数式を使わずに、デー
タサイエンスに用いられるさまざまな概念や用語を、イラス
トと図解で直感的に理解できるよう解説します。

AIに関する技術の基本的な話から、AI技術がもたらす社
会への影響、技術そのものに内在する問題や限界とその
打開策まで、実際の応用例や課題と結び付けながら、マ
ンガとイラストでわかりやすく解説します。

難しい数式なしに
考え方の基礎が学べる

未来をひらく
技術とのかかわり方

企業研修

丹羽 信夫◉著 AB判 160頁
本体1480円
（税別） ISBN978-4-297-10293-7

パソコンのしくみが
よくわかる本［改訂2版］

その他資格

かんたん
パソコン入門

理解するほどおもしろい！

学

特典

掲載の図版はすべてPowerPointデータでダウンロード、
ロイヤリティフリーで利用可能！ 研修教材や提案書など、
学んだ知識をビジネスに活用する際にご使用ください。

馬場 敬信◉著 A5判 256頁
本体1980円
（税別） ISBN4-7741-2422-2

第 1 章 メディアを理解するための基礎知識
第 2 章 インターネットを理解するための
基礎知識
第 3 章 情報モラルを理解する
第 4 章 コミュニケーションと
メディアを理解する
第 5 章 情報セキュリティを理解する
第 6 章 著作権を理解する

工

斎藤 昌義◉著 A5判 352頁
本体1880円（税別）ISBN978-4-297-11145-8

本書の目次

学

［新装改訂3版］

コンピュータのしくみを
理解するための10章

演習サイトで例題80にチャレンジ！
！

数

最新ITトレンド

インターネット上のメディアとのか
かわり方（メディアリテラシー）へ
の知識不足は、罰金や懲役に処
されることもあり、知らなかったか
らと言って済まされる問題ではあ
りません。本書は、情報社会に
対応するための教科書として、イ
ンターネット上のメディアとのかか
わり方についてわかりやすく解説
します。

統計／データ解析

情報倫理とは
情報通信社会とインターネット、進化と変遷
ネット時代のコミュニケーション
メディアの変遷
メディア・リテラシー
情報技術とセキュリティ
インターネットと犯罪
個人情報とプライバシー
知的所有権とコンテンツ
企業と情報倫理
…他全15章

インフラ

定平 誠◉著
B5判 176頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-11325-4

A5判 208頁 本体1380円（税別）
ISBN978-4-297-11081-9

【図解】
コレ1枚でわかる

プログラミング

メディアリテラシー
標準テキスト

ネット時代のソーシャル・リテラシー

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章

第 1 章 キャリア形成とコミュニケーション
第 2 章 社会に必要な情報セキュリティ
第 3 章 ビジネスマンの心得・
心構えとしてのビジネスコミュニケーション
第 4 章 文学と漫画から学ぶ
コミュニケーション力
第 5 章 映像とコミュニケーション
第 6 章 若者文化とコミュニケーション
第 7 章 国際的コミュニケーション能力の重要性

例題80でしっかり学ぶ

情報倫理

情 報 化 時 代の社 会 的な
ルールや情報技術に関す
る倫理を理解し、実践す
る方法を考えるのが「情
報倫理」です。コンピュー
ターの社会的影響、コミュ
ニケーション、プライバシー
問題、知的所有権、企業
倫理などについて学んで
いきます。

本書の目次

ＷＥＢ制作

巻頭
1章
2章
3章
4章
5章
6章
7章
8章

IT

クリエイティブ

社会人になるために学生が
知っておくべき基礎知識を
まとめた教科書です。就職
活動、ライフプラン、デー
タによる業界研究、ビジネ
ス文書の作成、表計算や
グラフの作成などを取り上
げ、学生が知っておくべき
基礎を一通り学べる構成と
なっています。

柴岡 信一郎◉監修・編集・著
渋井 二三男、山下 聖美、伊藤 景、他◉著

情報リテラシー

柴岡
岩田
土屋
山下

リテラシー

系資格

リテラシー

Office

情報 メディア
コミュニケーション

社会人になるための

15

NEW …新刊

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

シリーズ累計35万部突破の
超人気シリーズ!!

クリエイティブ 世界一わかりやすいシリーズ
Office
系資格

IT

世界一わかりやすい

Illustrator&Photoshop

情報リテラシー

操作とデザインの教科書 改訂3版

クリエイティブ

CC2021/2020
2019対応

新版の2021に対応した改訂版です。

IllustratorとPhotoshopの違いから始まり、基本をきちんとマスターできるよう
に、必須となる操作を厳選し、機能概要と簡単なサンプル作成を短いセンテン
スで解説していきます。最後にIllustratorとPhotoshopでのデータ連係に関す

ピクセルハウス◉著 B5判 344頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-11890-7

ＷＥＢ制作

CC/
CS6対応版
はこちら

るレッスンを設け、応用の幅を広げます。

世界一わかりやすい

Illustrator&Photoshop

世界一わかりやすい

Illustrator&Photoshop

CC/
CS6/CS5
対応版はこちら

操作とデザインの教科書

操作とデザインの教科書

ピクセルハウス◉著 B5判 344頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-9551-3

ピクセルハウス◉著 B5判 336頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-7255-2

特長❶

15のレッスンをSTEPごとに学ぶから理解が深まる！
！

学
学

Ctrl → Cmd

Alt → option

Enter → return

035

解説。ここを押さえておくことで、ミスを防ぐことができます。

また、レッスンの途中でも「COLUMN（コラム）」として、知っておくと
便利な機能や情報を掲載。

2-1

Lesson 02 図 形 や 線 を 描く

2 - 1 四 角 形 、楕 円 、多 角 形 を 描 く

四角形、楕円、多角形を描く

Ctrl → Cmd

Alt → option

長方形ツール

CC

CS 6

でドラッグすると、長方形を描くこと

ができます。Shift キーを押しながらドラッグすると、

があります。ほかの方法を知っているだけでも、作業が楽になる場面がでてきます。四角形

縦横比が同じになり、正方形を描くことができます。

COLUMN

イントが塗りつぶされて表示されるので、Delete

Alt キーを押すと、中心から長方形を描くことができ
ます。同時にShift キーを押すことにより、正方形
にすることもできます。

キーを押して削除します❷。線幅ポイントがなくな
ると通常の線のオブジェクトに戻ります。

STEP

02

STEP

01

新規ドキュメントを作成する
❶クリック

CC

CS 6

1

❷ Delete キーを押す

線幅プロファイルを使う

Illustratorを起動して、新規ドキュメントを作成し
CC

CS 6

てみましょう。Illustratorの作業の第一歩です。

ツールパネルで長方形ツール をクリックして選択
し❶、アートボード上でマウスをドラッグします❷。ド
ラッグの距離に応じた大きさの長方形ができます。

制作するアートワークの目的に応じたプロファイル

に強弱をつけたり、手描き風にしたりするときなど
に便利です。

CHECK!1
1

Before

After

Lesson06

L 6-2S02.ai

［ファイル］メニューから
［新規］を選択します❶。

レッスンファイルを開き、選択ツール で、オブジェ
クトを選択します❶。線パネルの［プロファイル］の

2

線幅プロファイルが適用され、可変幅の線になって

2

いるのですが、線幅が細くてよくわかりません。線パ

❹選択

❶クリック

❷クリック

3

❸クリック

線パネルで、
［軸に沿って反転］をクリックします❶。
可変幅の形状が逆になります。
❶クリック

❷クリック

❸クリック

3

ツールパネルの［ 初期設定の塗り
C HEC K !

線幅プロファイルに登録
と線］をクリックします❶。

自分で作成した線幅の形状を、線幅プロファイルとし

❺クリック

［塗り］と［線］を確認する

あるプロファイルの をクリックし❷、リストの下部の
❶クリック
［プロファイルに追加］をクリックします❸。

034

❶ Shift+ドラッグ

3

別の場所で、長方形ツール を選択した状態で、
Alt キーを押しながらマウスをドラッグします❶。中
央から長方形を描画できます。

Macでは、キーは次のようになります。

移動距離）が表示され、おおよその図形のサイズを決
定できます。ここまでの説明では、この数値表示が見え

❶ Alt+ドラッグ

るようにしていますが、この後の説明では省略して表示
します。

4

同じように、角丸長方形ツール
ル

、楕円形ツール

、多角形ツー

もドラッグして描いてみましょう。これらのツールは、ツール

パネルの長方形ツール を長く押すと選択できます。Shift
キーやAlt キーも使ってみてください。

角丸長方形ツール でドラッグして描画
中に↑キーまたは↓キーを押すと、角丸
の大きさを変更できます。
また、多角形ツール でドラッグして描
画中に↑キーまたは↓キーを押すと、辺

定されます。これから描く図形は、この［塗り］と
［線］の
設定に従って作成されます。［塗り］と
［線］にあらかじめ
色を設定しておくことによって最初から目的の色で図形を

Alt → option

CO LUM N

描画中に角丸の大きさや、
多角形の角数を変更する

❶長押し

ます。ツールパネルの［初期設定の塗りと線］をクリック

❸クリック

Ctrl → Cmd

CO LUM N

Illustratorは初期状態ではスマートガイドが有効になっ

わかりやすいように、バウン
［塗り］が「ホワイト」に、
［線］が「ブラック」に設
ディングボックスは非表示すると、

作成することができます。

スマートガイドと
数値表示

ており、この状態では、図形描画などを行った際に、カー
ソルの右下の位置に、現在の図形のサイズ（マウスの

パネルには［塗り］と
［線］の現在の状態が表示されてい

［可変線幅プロファイル］ダイアログボックスが表示さ

Enter → return

CH E CK !

線幅を変更したオブジェ
ツールパネル下部や、プロパティパネル、コントロール
クトを選択❶

て登録できます。オブジェクトを選択し❶、線パネルに

縦横比が同じになり、正方形となります。

❶選択

をクリックします❸。CC 2015 . 3 以前は、
［新規ドキュメント］ダイアログボックスの
［プロファイル］で「プリント」を選択し
❶設定
❹、
［OK］をクリックします❺。

別の場所で、長方形ツール を選択した状態で、
Shift キーを押しながらマウスでドラッグします❶。

❷ドラッグ

ネルで［線幅］を「30 pt」に設定します❶。
をクリックし❷、
「線幅プロファイル 2」を選択しま
す❸。 CC2017 以降は、
［新規ドキュメント］ダイアログボックスで、
［印刷］をクリックし❶、サイズに「A4」を選択して❷、
［作成］
❶選択

2

❶クリック

選択した線に対
して、
登録済みの線幅プロファイ
を選択
して
ください。

ルを適用すると簡単に可変幅の線にできます。線

登録した線幅プロファイルは、ほかのオブジェクトに

Macでは、キーは次のようになります。

ドラッグして図形を描く

02

6 - 2 線 幅 ツ ー ルを使う

基本図形の描き方を練習しましょう。四角形の描き方だけでも、
目的に応じてさまざまな方法
線幅ポイントの削除
オブジェクトの描き方をマスターすれば、楕円や多角形にも応用でき
の上に線幅ツール を移動し、
ます。
線幅ポイントをクリックして選択します❶。線幅ポ

れるので、名称を入力して登録してください。

146

STEP

15

16

Macでは、キーは次のようになります。

の数を変更できます。

❸ドラッグして描画

❷選択

Enter → return

とくに重要な項目については「CHECK!」マークを付けて、わかりやすく

適用できます。

184

Alt → option

注意すべき点や
使えるテクニック満載！

15

になります。

また、多角形ツール でドラッグして描
画中に↑キーまたは↓キーを押すと、辺

色を設定しておくことによって最初から目的の色で図形を
作成することができます。
Ctrl → Cmd

14

たつのサイズのオブジェクトが、同じ正方形のサイズ

択し、
［オブジェクト］
メニュー→
［エンベロープ］
→
［最

の大きさを変更できます。

定されます。これから描く図形は、この［塗り］と
［線］の

Macでは、キーは次のようになります。

13

→［最前面のオブジェクトで作成］
を選択します。ふ

❸「A」のオブジェクトと、前面に重ねた正方形を選

角丸長方形ツール でドラッグして描画
中に↑キーまたは↓キーを押すと、角丸

設定に従って作成されます。［塗り］と
［線］にあらかじめ

034

12

❹同様に星形のオブジェクトと、前面に重ねた正方
形を選択し、
［オブジェクト］
メニュー→
［エンベロープ］

面に移動します。

COLU M N

描画中に角丸の大きさや、
多角形の角数を変更する

❶長押し

パネルには［塗り］と
［線］の現在の状態が表示されてい
すると、
［塗り］が「ホワイト」に、
［線］が「ブラック」に設

11

❷ふたつの正方形を、それぞれのオブジェクトの前

前面のオブジェクトで作成］
を選択します。

、多角形ツー

ツールパネル下部や、プロパティパネル、コントロール

10

❶選択ツール で右側の正方形を選択し、コピー
してふたつにします。

CHECK !

、楕円形ツール

もドラッグして描いてみましょう。これらのツールは、ツール

ます。ツールパネルの［初期設定の塗りと線］をクリック

❶クリック

09

A

After

［塗り］と［線］を確認する

ツールパネルの［ 初期設定の塗り
と線］をクリックします❶。

同じように、角丸長方形ツール
ル

パネルの長方形ツール を長く押すと選択できます。Shift
キーやAlt キーも使ってみてください。

08

企業研修

Before

3

❺クリック

07

みましょう。

るようにしていますが、この後の説明では省略して表示
します。

4

06

Q

つのオブジェクト（「A」と「星形」）を、右側の正方形にぴったり収まるように変形して

移動距離）が表示され、おおよその図形のサイズを決
定できます。ここまでの説明では、この数値表示が見え

❶ Alt+ドラッグ

❸クリック

Lesson

Lesson07 L7EX2.ai

［エンベロープ］の［最前面のオブジェクトで作成］を使い、大きさの異なる左側のふた

COLU M N

Illustratorは初期状態ではスマートガイドが有効になっ
ており、この状態では、図形描画などを行った際に、カー
ソルの右下の位置に、現在の図形のサイズ（マウスの

❹選択

❶クリック

❷クリック
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❹アピアランスパネルで下側の［線］
を選択し、
［線］
を「ブラック」、
［線幅］
を「9 pt」に設定します。

央から長方形を描画できます。

をクリックします❸。CC 2015 . 3 以前は、
［新規ドキュメント］ダイアログボックスの［プロファイル］で「プリント」を選択し
❹、
［OK］をクリックします❺。

スマートガイドと
数値表示

02

❷アピアランスパネルで［線］を選択し、
［効果］メ
ニュー→［パスの変形］→［ジグザグ］
を選択し、設

CC2017 以降は、
［新規ドキュメント］ダイアログボックスで、
［印刷］をクリックし❶、サイズに「A4」を選択して❷、
［作成］

別の場所で、長方形ツール を選択した状態で、
Alt キーを押しながらマウスをドラッグします❶。中

❷選択

❸ドラッグして描画

の数を変更できます。

❷クリック

Enter → return 147

Lesson

❸アピアランスパネルで［線］
を選択した状態で、
［選
択した項目を複製］
をクリックしてコピーを作成します。

す。

3

図 形や線を描く

定は変更せずに［OK］
をクリックします。

❶ Shift+ドラッグ

❶選択

線と文字の設定

その他資格

❶ 選 択ツール
で円を選 択し、
［ 線 ］を「C= 0
M= 0 Y= 100 K= 0」、
［線幅］
を「3 pt」に設定しま

仕
上
げ
の
練
習
問題で
テクニックが
身につく！

工

A

After

2

［ファイル］メニューから
［新規］を選択します❶。

15

数
Before

別の場所で、長方形ツール を選択した状態で、
Shift キーを押しながらマウスでドラッグします❶。
縦横比が同じになり、正方形となります。

❶クリック
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統計／データ解析

Lesson 07 L 7EX 1 .ai

二重のジグザグ線を作成しましょう。

2

02

インフラ

各レッスンの終わりには、習得したテクニックを実践で使えるようにする

円のオブジェクトに、
「ジグザグ」効果を適用し、アピアランスパネルで［線］を増やして

ラッグの距離に応じた大きさの長方形ができます。

❷ドラッグ

1

特長❸

ための練習問題が用意されています。仕上げの問題をクリアすることで、

Q

1

世界一わかりやすいシリーズの

練習問題でより実践的な
技術が習得でさきる！
！

練習問題

縦横比が同じになり、正方形を描くことができます。
Alt キーを押すと、中心から長方形を描くことができ
ます。同時にShift キーを押すことにより、正方形

ツールパネルで長方形ツール をクリックして選択
し❶、アートボード上でマウスをドラッグします❷。ド

Lesson15 IllustratorとPhotoshopの連係

世界一わかりやすいシリーズの

Lesson07

四 角 形 、楕 円 、多 角 形 を 描 く

CS 6

でドラッグすると、長方形を描くこと

CS 6

制作するアートワークの目的に応じたプロファイル

Lesson14 フィルターとレイヤースタイル

Lesson07 覚えておきたい機能

覚 え て おきた い 機 能

CC

Illustratorを起動して、新規ドキュメントを作成し

Lesson13 画像の修正

Lesson06 線と文字の設定

Lesson 07

新規ドキュメントを作成する

Lesson12 文字，パス，シェイプ

Lesson05 オブジェクトの編集と合成

覚えた技術をより確実なものにできます。

01

てみましょう。Illustratorの作業の第一歩です。

Lesson11 レイヤーマスクを使う

Lesson04 色と透明度の設定

CC

長方形ツール

ができます。Shift キーを押しながらドラッグすると、

を選択してください。

Lesson10 色の設定とペイントの操作

Lesson03 オブジェクトの選択と基本的な変形

ドラッグして図形を描く

02

にすることもできます。

STEP

Lesson09 選択範囲の作成

Lesson02 図形や線を描く

STEP

四角形、楕円、多角形を描く

基本図形の描き方を練習しましょう。四角形の描き方だけでも、
目的に応じてさまざまな方法
があります。ほかの方法を知っているだけでも、作業が楽になる場面がでてきます。四角形
の描き方をマスターすれば、楕円や多角形にも応用できます。

Lesson08 レイヤーの操作と色調補正

Lesson01 Illustrator & Photoshopの基本

特長❷

2-1

図 形 や 線 を 描く

Lesson

⬇ Lesson15

2-1

Lesson02

図形や線を描く

プログラミング

世界一わかりやすいシリーズの

035

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

クリエイティブ 世界一わかりやすいシリーズ

Photoshop
操作とデザインの教科書

［改訂3版］CC2020対応

Illustrator

操作とデザインの教科書
ピクセルハウス◉著 B5判
本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-11129-8

288頁

Photoshop逆引き事典
世界一わかりやすい

CS6/
CC2017
対応版は
こちら

Illustrator操作とデザインの教科書

便利な
使い方を
知って
作業効率
を上げよう！

世界一わかりやすい

ピクセルハウス◉著 B5判 288頁 本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-8629-0

Illustrator逆引き事典
保坂 庸介◉著

B5判

Illustrator &
Photoshop & XD

操作とサイト制作の教科書

CC対応

CC対応

ピクセルハウス◉著 B5判 336頁 本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-9888-0

世界一わかりやすい

Dreamweaver

IT

Webデザインの教科書

CC対応

352頁 本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-9890-3

世界一わかりやすい

Adobe XD

UIデザインとプロトタイプ制作
の教科書

黒野 明子、庄崎 大祐、角田 綾佳、森 和恵◉著
B5判 272頁 本体2480円（税別） ISBN978-4-297-10032-2

北村 崇◉著 B5判 240頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-9838-5

Webデザインにはかかせない「Adobe Dreamweaver」 の
基本をマスターできるように、機能や使い方を簡潔なセンテン
スで解説していきます。最初に学びたい人にピッタリの一冊です。

モダンなWebデザイン制作現場の知見を取り入れ、XDを含めた複
数ツールの長所を組み合わせて使い分けていく、いままさにWebデ
ザインをしている人のためのAiとPsとXDの活用術のテキストです。

XDの基本から機能を丁寧に解説し、サンプルサイト制
作を通じてXDによる実践的なプロトタイプ作成・共有・
連携の流れを学べます。

コーディングとサイト制作の教科書［改訂2版］
㈱マジカルリミックス 赤間公太郎、狩野咲、鈴木清敬◉著
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12547-9

NEW

B5判

352頁

webサイト制作者を目指す人が必ず習得しなければならない言語「HTMLとCSS」の記述と、

サイト制作の基礎知識から公開・管理方法までを15レッスンで解説。ダウンロードした実習ファイ
ルに記述することで、細かくステップ分けした各単元の内容を手を動かしながら学びます。

操作とモデリングの教科書

入江 泰輔◉著 B5判 368頁
本体3980円（税別）ISBN978-4-297-10774-1

の教科書

3dsMaxの基本を学ぶため、モデリングや映像・アニメー
ション制作の操作をLesson1～15に分けて解説し、コラ
ムでは、現場のプロが教える豆知識を紹介します。2019
年4月リリースの“2020”に対応。

世界一わかりやすい

NEW

実際に企業に納品された「企業案内動画」や「ショップ
宣伝動画」を題材に、企画書やナレーション原稿などリ
アルな情報で実践的な学習体験ができる仕掛けとなって
います。

動画編集の教科書

阿部 信行◉著 B5判 312頁
ISBN978-4-297-11633-0

本体3280円（税別）

法人・個人を問わず、「Premiere Pro」の操作を一通
りマスターしたい初学者に向けた教科書です。最新版の
2020に対応。

操作とデザインの教科書

2021/2020/2019対応版 改訂2版
ベクトルハウス◉著 B5判 352頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12078-8

DTP作業では必須といえる「InDesign」の基本操作
をマスターできる1冊。本書は最新の「2021」に対応し
た改訂版です。対応は2021/2020/2019となっています。

世界一わかりやすい

WordPress

導入とサイト制作の教科書

［改訂2版］

深沢 幸治郎、古賀 海人、安藤 篤史、岡本 秀高◉著 B5判 280頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-297-11647-7

企業研修

小島 真也◉著 B5判 192頁
本体2600円（税別） ISBN978-4-297-12743-5

Premiere Pro

InDesign

その他資格

動画制作

IKIF+ 奥村 優子、他◉著 B5判 328頁
本体3980円（税別） ISBN978-4-297-10715-4

世界一わかりやすい

学

世界一わかりやすい

操作と3DCG制作の教科書

基本的なHTMLタグおよびCSSプロパティを使って初歩
的なWebページを作成できる技能が習得できます。各章
に練習問題が1～2題用意されています。Brackets対応。

工

3DCGクリエイターの標準アプリといえるAutodeskのMaya
の教科書です。千葉県の人気キャラクター「チーバくん」を
題材に実制作を進めます。「ゲームのキャラクターと背景を作
るにはどう進めていくのか」が、この1冊で理解できます。

3ds Max

Webサイトの構造/構成についての知識全般を身につけ、

学

Maya

世界一わかりやすい

Brackets対応版

赤間公太郎、他◉著 B5判 336頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-10302-6

数

世界一わかりやすい チーバくんを
作って学ぶ!!

HTML5＆CSS3

コーディングと
サイト制作の教科書

統計／データ解析

VisualStudioCode対応版

世界一わかりやすい

インフラ

HTML5＆CSS3

言語の基本学習からサイト作成と
管理までを1冊にまとめた入門書！

プログラミング

中川正道、やのうまり絵
（みま）
、トミー智子◉著
B5判 288頁 本体2480円（税別） ISBN978-4-297-10002-5

世界一わかりやすい

ＷＥＢ制作

世界一わかりやすい

世界一わかりやすい

クリエイティブ

［改訂3版］CC2020対応

便利な
使い方を
知って
作業効率
を上げよう！

柘植 ヒロポン、他◉著 B5判 288頁 本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-8630-6

情報リテラシー

世界一わかりやすい

Photoshop操作とデザインの教科書

系資格

柘植 ヒロポン、上原 ゼンジ、吉田 浩章、
角田 綾佳◉著
B5判 288頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-11317-9

世界一わかりやすい

CS6/
CC2017
対応版は
こちら

Office

世界一わかりやすい

入門者でもオリジナルテーマのWordPressサイトを作れるようになるため
の教科書です。世界の主要サイトの38.1%で使われているWordPress
（2020年8月現在）は、ウェブクリエイターにとって必修といえます。

17

NEW …新刊

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

クリエイティブ デザインの学校シリーズ

Office
系資格

IT

シリーズ累計
50万部
デザインの学校

!

これからはじめる

情報リテラシー

Illustrator&
Photoshopの本

［2021年最新版］

NEW

クリエイティブ

黒野 明子◉著 ロクナナワークショップ◉監修 A4変形判 208頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-12080-1
2021年の最新版に対応してリニューアルしました。「作例
を作りながら学べる」「短期間で基本操作を習得できる」
「大きな文字と画面で読みやすい」といった特徴はその
ままに、作例や内容がグレードアップしています。

ＷＥＢ制作

デザインの学校

これからはじめる

HTML&CSSの本

［Windows 10 & macOS対応版］

デザインの学校

これからはじめる

デザインの学校

NEW

これからはじめる

Illustratorの本

NEW

Photoshopの本

［2022年最新版］

［2022年最新版］

ロクナナワークショップ◉著
A4変形判 160頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-297-12621-6

I＆D 宮川 千春、他◉著 ロクナナワークショップ◉監修
A4変形判 160頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-297-12607-0

「作例を作りながら学べる」「短期間で基本操作を習得

Photoshopの新機能に合わせて内容を改め、作例を一

できる」「大きな文字と画面で読みやすい」といった特徴
はそのままに、最新のバージョンに対応。

旧版はこちら

デザインの学校 これからはじめる

Illustratorの本［CS6対応版］

佐々木 京子◉著 ロクナナワークショップ◉監修 A4変形判 160頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-5367-4

新しました。はじめてPhotoshopを学ぶ初心者の1冊目
におすすめです。

旧版はこちら

デザインの学校 これからはじめる

Photoshopの本［CS6対応版］

I＆D 宮川 千春、他◉著 ロクナナワークショップ◉監修 A4変形判 160頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-5368-1

デザインの学校

デザインの学校

これからはじめる

Webデザインの本

［改訂2版］

これからはじめる

Dreamweaverの本

［CC2019対応版］

プログラミング

千貫 りこ◉著 ロクナナワークショップ◉監修
A4変形判 192頁 本体1980円（税別） ISBN978-4-7741-8968-0

ロクナナワークショップ◉著 A4変形判 320頁
本体3280円（税別） ISBN978-4-297-10014-8

太木 裕子、山本 浩司◉著 A4変形判 160頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10706-2

HTMLとCSSの何から手をつければいいか分からない人
に向けて、基本的な書式からHTMLタグやCSSプロパティ
の意味、さらにモバイル対応まで丁寧に解説します。ま
ずは基礎を押さえて、スムーズなステップアップを！

Webデザインを仕事にする上で知っておきたい基本の
知識を、やさしい文章とイラストでわかりやすくまとめまし
た。制作と教育を一手に請け負うロクナナワークショップ
だからこその、基本的かつ実践的な1冊です。

HTMLとCSSの何から手をつければいいか分からない人
に向けて、基本的な書式からHTMLタグやCSSプロパティ
の意味、さらにモバイル対応まで丁寧に解説します。ま
ずは基礎を押さえて、スムーズなステップアップを！

インフラ

デザインの学校

これからはじめる

Premiere Proの本

［改訂2版］

デザインの学校

デザインの学校

これからはじめる

これからはじめる

After Effectsの本

AutoCADの本

［改訂2版］

AutoCAD/AutoCAD LT2020/2019/2018対応版

統計／データ解析

マウンテンスタジオ 佐藤 太郎・中薗 洸太◉著 ロクナナワークショップ◉監修
A4変形判 192頁 本体2600円（税別） ISBN978-4-297-12417-5

マウンテンスタジオ 佐藤 太郎・中薗 洸太◉著 ロクナナワークショップ◉監修
A4変形判 224頁 本体2700円（税別） ISBN978-4-297-12415-1

本体2480円（税別）

Premiere Proの一番やさしい操作解説書です。これ1
冊でAdobe Premiere Proの必要最低限の操作がマス
ターできます。また、1冊を通して1つの映像作品を作
ることで、映像制作の流れを理解することもできます。

After Effectsの一番やさしい操作解説書です。これ1
冊でAdobe After Effectsの必要最低限の操作がマス
ターできます。また、1冊を通して1つの映像作品を作
ることで、映像制作の流れを理解することもできます。

最新のAutoCAD/AutoCAD LT 2020に対応。基本的な
作図方法から図面の作成まで、大きく見やすい画面で、ひとつ
ひとつ丁寧に解説します。レッスンファイルもダウンロードできる
ので、手を動かしながら確実に操作を身に付けることができます。

稲葉 幸行◉著

A4変形判 192頁
ISBN978-4-297-10652-2

数

クリエイティブ Illustrator・Photoshop

学

Illustrator & Photoshop & InDesign

これ1冊で基本が身につく
デザイン教科書

工

阿部 信行◉著 B5判 368頁
ISBN978-4-297-11480-0

Illustrator＆Photoshop

手描き風アナログ
デザインのつくり方
pasto◉著 B5判 160頁
ISBN978-4-297-10746-8

Illustrator＆Photoshop

和風デザインの
つくり方
pasto◉著 B5判 160頁
ISBN978-4-297-11625-5

学

本体2980円（税別）

本体2480円
（税別）

本体2480円
（税別）

Illustratorで作成したイラストをPhotoshopで写真に貼り付
ける、IllustratorやPhotoshopで作成した部品をInDesign
で誌面に配置するなど、各アプリ間の連携を学べます。

写真をスキャンして質感のあるイラストにする方法、フォントを手書き
風文字にする方法、スケッチ風のWebデザインを作成する方法、な
どなど手描き風デザインやパーツを作成するためのテクニック集です。

デザインに悩むデザイナーに向けたデザインの教科書第2弾です。
ポスターやチラシ、雑誌記事などの紙媒体だけでなく、Webデ
ザインでもよく見かける、和風デザインのつくり方が学べます。

その他資格

グラフィックデザイン

Illustrator&
Photoshop
デジタルハリウッド◉著 B5判 304頁
本体2880円（税別）ISBN978-4-7741-7672-7

企業研修
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これからIllustrator，Photoshopを学ぶ方に1番最初に読んでいただきたい入門書です。
必要な機能に絞りこみ、短期間で基礎が身につきます。

「デジタルハリウッド」で使用されているテキストを書籍化
したシリーズのIllustrator、PhotoshopのAdobe CC
対応版。初心者から読めるレベルになっており、この書籍
を一冊読めば、基礎を習得できます。

イラレのスゴ技

仕事で一生使える

Illustrator

動画と図でわかる
Illustratorの新しいアイディア

トレーステクニック

イラレ職人コロ◉著 B5変形判 208頁
本体2280円（税別）ISBN978-4-297-11938-6

北村 崇、渋谷 瞳◉著 A5判 208頁
本体1980円（税別）ISBN978-4-297-12102-0

ちょっとしたイラストや人気の和柄、テキストを打ち替えら
れる飾り文字など、思わず作りたくなる目からウロコのテ
クニックが満載。豊富な図説と動画で、初心者から上級
者までテンポよく学習できます。教科書には載っていない、
作業の無駄がみるみるなくなる珠玉のテクニック集です。

ベジェ描画の基本の「き」から、応用的なトレース技術ま
で、豊富な作例で練習しながら習得します。Illustrator
の機能を使いこなして、デザインの現場で必要とされるベ
クトルデータを、自由にすばやく制作できます。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

クリエイティブ Illustrator・Photoshop
絵を描く仕事を始めたい！

Illustrator

デザインレシピ集

キャラクター制作の
教科書

奥田 直子◉著 A5判 640頁
本体2480円（税別）ISBN978-4-297-12062-7

廣 まさき◉著 B5判 256頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-7741-6229-4

やオブジェクト、図形、テキストなどの基本操作から、ロゴやタイトル、ア
イコン、ラベル、イラストなどの作成テクニックまで目的別にレシピを整理。

Illustratorを使ってソーシャルゲームやネットゲームのキャ

で使われる定番テクニックからプロ技まで余すところなく集めました。パス

ラクター、イラストを制作するためのノウハウを紹介します。

今すぐ使えるかんたん

Illustrator
CC
Illustratorを初めて使う人にも安心のわかりやすい操作解説書です。
「これだけはしっかり覚えておきたい」機能を丁寧に解説していますか
ら、最初に勉強する1冊目に最適です。Adobe Illustrator CC対応。

IT

もなるかも！ 本書はそんな皆さんのために、Illustratorを
使ったイラスト制作の、いちばんやさしい入門書として制作し
ました。

Photoshop

レタッチ
レシピ集 NEW

まきの ゆみ◉著 B5変形判 288頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-9826-2

本体2680円（税別）

まったくの初心者でも分かる、「今すぐ使えるかんたん」シリーズの
Photoshopのやさしい解説書です。サンプルファイルで作例を用意し、実
践的・効率的に使い方をマスターできます。Photoshop CC/CS6両対応。

Photoshopによるレタッチ・加工の、究極のレシピ集が
登場。制作の現場で使われる定番テクニックからプロ技
まで余すところなく集めました。

クリエイティブ

まきの ゆみ◉著 B5変形判 288頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-9837-8

Photoshop
CC

自由自在にイラストを描けたら、趣味として楽しいし、仕事に

情報リテラシー

今すぐ使えるかんたん

廣 まさき◉著 B5判 256頁
本体1980円（税別）ISBN978-4-7741-8166-0

系資格

Illustratorによるデザイン制作の、究極のレシピ集が登場。制作の現場

Illustratorで
イラストを描こう！

Office

Illustrator

楠田 諭史◉著 A5判 640頁
ISBN978-4-297-12888-3

ショートアニメーション メイキング講座

吉邉 尚希◉著 B5判 280頁
本体2700円（税別） ISBN978-4-297-12549-3

NEW

バージョンアップに伴うアニメーション制作の解説面の補強、新規
素材、FAQ追加ほか、内容をバージョンアップしました。

GIMPの

すべてが身に付く本
320頁

GIMPの機能を網羅的に解説するリファレンスと、各機
能を組み合わせて作品を仕上げるチュートリアルが1冊

に合わさった解説書です。

操作とモデリングの教科書

入江 泰輔◉著 B5判 368頁
本体3980円（税別） ISBN978-4-297-10774-1

CGアニメーションテクニック

飯塚 将弘◉著 B5判 336頁
ISBN978-4-297-10585-3

本体2080円（税別）

Inkscapeの詳細な操作マニュアルです。 付属のCDROMには、Inkscapeの0.92を収録しています。

作って覚える

Mayaモデリングの
一番わかりやすい本

大澤 司◉著 B5判 504頁
本体4980円（税別） ISBN978-4-297-11133-5
実際に作例を作っていきながら、主にMayaのモデリング
の機能について、丁寧に解説していきます。他の入門書
でつまづいた人にも、ぜひおすすめの一冊です。

無料ではじめる

Blender

CGイラストテクニック

大澤 龍一◉著 B5変形判 280頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-8278-0

3DCGの制作の基本を前半に集約。後半からは物理演
算やパーティクル、いろいろなエフェクトなどを紹介します。

1冊を通して1つの物を作り込むのではなく、章ごとにポイ
ントを絞って作品を制作し、便利な機能、知って得する機
能を紹介。

isuZu◉著 B5変形判 192頁
本体1800円（税別） ISBN978-4-297-12834-0

絵を描く基本は、「単純なもの」を描いてから、「少しずつ正確

な形に近づける」こと。人体の場合は、棒人間を描くことでバ
ランスの崩れを防げたり、いろんなポーズを試すことができます。

世界一わかりやすい

3ds Max
操作と3DCG制作の教科書

IKIF+ 奥村 優子、他◉著 B5判 328頁
本体3980円（税別） ISBN978-4-297-10715-4
3dsMaxの基本を学ぶため、モデリングや映像・アニメー
ション制作の操作をLesson1～15に分けて解説し、コラ
ムでは、現場のプロが教える豆知識を紹介します。2019
年4月リリースの“2020”に対応。

新 ブレンダーから
はじめよう！
無料でできる
3Dアニメーション

原田 大輔◉著 B5変形判 272頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-11858-7

企業研修

大澤 龍一◉著 B5変形判 304頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-297-10863-2

キャラの描き方
超入門
NEW

その他資格

Blender

すべてが身に付く本

学

無料ではじめる

Inkscapeの

「棒人間」からはじめる

工

3DCGクリエイターの標準アプリといえるAutodeskのMayaの教科
書です。人気の千葉県のキャラクター「チーバくん」を題材にして実
制作を進めます。「ゲームのキャラクターと背景をつくるにはどういう手
順でMayaで作業を進めていくのか」について、
きっちりと理解できます。

すぐに作れる ずっと使える

ファンタジーイラストでは、キャラクターイラストに適切なエフェクトを
加えるだけで、ストーリー性や重厚感のあるリッチなイラストに仕上
げることができます。本書では、ファンタジーイラストに加えるエフェ
クト表現の描き方を基本からていねいに解説します。

学

Maya

1～6章では線画や本塗りといったお絵描き作業ごとに、
主に使う機能をリファレンス形式で解説。「クリップスタジ
オペイントの使い方」がしっかりわかります。

工画堂スタジオ◉著 B5判 224頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-10983-7

数

世界一わかりやすい

isuZu◉著 B5判 272頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-9779-1

「エフェクト表現」大全

統計／データ解析

土屋 徳子◉著 B5変形判
ISBN978-4-7741-9878-1

本体1980円（税別）

PAINT PROの
教科書

キャラクターイラストのための

インフラ

すぐに作れる ずっと使える

プロが教える！

CLIP STUDIO

プログラミング

吉邉尚希 works by
CLIP STUDIO PAINT
PRO/EX［増補改訂版］

ＷＥＢ制作

クリエイティブ イラスト・アニメーション・3DCG

ご好評いただいている「ブレンダーからはじめよう！」の増補改訂版です。
［対応Ver.］Blender 2.90／2.91［推奨OS］
・Windows 10（64bit
版）
・macOS 10.13（High Sierra）以降
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

クリエイティブ CAD
Office
系資格

IT

デザインの学校 これからはじめる

AutoCADの本
AutoCAD/AutoCAD LT2020 2019/
2018対応版

稲葉 幸行◉著 A4変形判 192頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-10652-2

AutoCAD

［改訂2版］

アヴニールCADシステムズ 日野 眞澄◉著
B5変形判 320頁 本体2800円（税別） ISBN978-4-297-12367-3
2021年5月にリリースされた最新バージョン「2020」にも対応。

基本的な作図方法から図面の作成まで、大きく見やすい画面で、

図形や文字の作成のような基本的な操作から、かんたんな図

動かしながら確実に操作を身に付けることができます。最新版に対応。

ような内容になっています。YouTubeの動画教材もご用意。

丁寧に解説します。レッスンファイルもダウンロードできるので、手を

情報リテラシー

今すぐ使えるかんたん

Jw_cad

［改訂2版］

クリエイティブ

日野 眞澄◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-12486-1

本体2780円（税別）

320頁

図形や文字の作成のような基本的な操作から、かんたん
な図面の作成まで、Jw_cadの基本操作がマスターでき
るような内容になっています。

面の作成方法まで、AutoCADの基本操作がマスターできる

作って覚える

SOLIDWORKSの
一番わかりやすい本
2021/2020/2019対応版

田中 正史◉著 B5判 336頁
本体3280円（税別） ISBN978-4-297-12191-4
最新バージョンSOLIDWORKS 2021対応でリニューア
ル。わかりやすい説明で作例（MOBILE FAN）を作りな
がら、スケッチやフィーチャの作成、アセンブリ、図面化ま
でSOLIDWORKSの操作方法をやさしく解説します。

AutoCAD

パーフェクトガイド

［2022/2021/2020対応版］

芳賀 百合◉著 B5判 432頁
本体3600円（税別）ISBN978-4-297-12355-0
建築・土木・機械分野で幅広く使用されている製図アプリ

ケーション「AutoCAD」の機能リファレンスです。機能ご

とに章を分け、実際の現場でサッと参照しやすいようにしま
す。サンプルファイルはダウンロードにて提供します。

3Dマイホーム
デザイナーで学ぶ

住宅プランニング

和田 浩一、他◉著

B5判

本体2780円（税別）ISBN978-4-297-11051-2

208頁

「3Dマイホームデザイナー」の操作を習得するための入
門書です。この1冊で基礎から応用までを学べます。少
子高齢化社会を見据えたバリアフリー建築設計を念頭に
構成されています。

ＷＥＢ制作

クリエイティブ レイアウト・DTP

プログラミング

はじめるデザイン

よい資料を作るための
レイアウトのルール 増補改訂3版

InDesign

浅野 桜◉著 B5変形判 192頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-297-10504-4

高橋 佑磨、片山 なつ◉著 B5変形判 256頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11985-0

2021/2020/2019対応版 改訂2版

知識、センス、経験なしでも
プロの考え方＆テクニックが身に付く

中小企業や個人で「専門職ではないけどデザインをしなければならない人」
でもわかるよう、知識ゼロからはじめる人でも基礎が身につく構成としました。
新商品の告知ポスター、セールDMといった、多くの企業で求められる成
果物を題材に、作業のテクニックが身に付くようまとめて解説しています。

インフラ

知りたい

伝わるデザインの基本

！
累計17万部突破！

増補改訂3版では、さまざまな見え方の聴衆に対しての配慮を数
多く紹介し、さらなる資料のユニバーサルデザイン化を目指しました。

知りたい

世界一わかりやすい

操作とデザインの教科書

ベクトルハウス◉著 B5判 352頁
ISBN978-4-297-12078-8

本体2680円（税別）

DTP作業では必須といえる「InDesign」の基本操作
をマスターできる1冊。本書は最新の「2021」に対応し
た改訂版です。対応は2021/2020/2019となっています。

知りたい

統計／データ解析

配色デザイン

タイポグラフィデザイン

レイアウト

ARENSKI◉著 A5判 224頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-297-10079-7

ARENSKI◉著 A5判 224頁
本体2080円（税別） ISBN978-4-7741-9522-3

ARENSKI◉著 A5判 224頁
本体2080円（税別） ISBN978-4-7741-9418-9

＜配色デザインのルールとテクニックとアイデアがまるごと1冊に！＞
デザイン要素の基本中の基本、色彩と配色に関するデザ
インやレイアウトのルールと、デザインワークのアイデアを
紹介しています。

＜文字を使ったデザインのルールとテクニックとアイデアがまるごと1冊に！＞
デザイン要素の基本中の基本、文字レイアウトのルール
と文字を素材としたデザインワークのアイデアを解説・紹
介します。

＜レイアウトのルールとテクニックとアイデアがまるごと1冊に！＞
グラフィックデザインのレイアウトに関するルールと、デザ
インワークのちょい技やアイデアをを紹介しています。

デザイン

数

クリエイティブ 動画

学

Premiere Pro ＆
After Effects

いますぐ作れる！ムービー制作の教科書

［改訂3版］
工
学

阿部 信行◉著 B5判 352頁
本体3600円（税別） ISBN978-4-297-11870-9
動画制作に必須の2つのアプリの使い方を1冊で学ぶこと
のできる、2in1解説書籍です。

その他資格
企業研修
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今すぐ使えるかんたん

デザインの学校

これからはじめる

Premiere Proの本

［改訂2版］

マウンテンスタジオ◉著 A4変形判 192頁
本体2600円（税別） ISBN978-4-297-12417-5
Premiere Proの 一 番 やさしい 操 作 解 説 書 です。これ1冊 でAdobe
Premiere Proの必要最低限の操作がマスターできます。また、1冊を通し
て1つの映像作品を作ることで、映像制作の流れを理解することもできます。

Premiere Pro
パーフェクトガイド

［改訂2版］
小原 裕太◉著

B5判

本体3600円（税別） ISBN978-4-297-12185-3

400頁

クリップの管理、カット編集、カラー調整、画面切り替えなどの
演出効果、タイトル、レンダリングなど、Premiere Proで映像
作品を制作するうえで必要な操作・テクニックを紹介します。

After Effects
パーフェクト教本

現場で役立つ
広告＆PRムービー制作大全

電報児 タムラ◉著 B5判 640頁
本体4800円（税別）ISBN978-4-297-10479-5
広告動画などでよく目にする動画演出を取り入れた作例をもとに、
After Effectsの機能やテクニック、他のアプリケーションとの
連携などの学習を進めていきます。紙面のみでイメージしづら
い操作や補足的な内容は、動画コンテンツと連携させて解説。

世界一わかりやすい

Premiere Pro
動画編集の教科書

阿部 信行◉著 B5判 312頁
ISBN978-4-297-11633-0

本体3280円（税別）

法人・個人を問わず、「Premiere Pro」の操作を一通
りマスターしたい初学者に向けた教科書です。最新版の
2020に対応。

デザインの学校

これからはじめる

After Effectsの本

［改訂2版］

マウンテンスタジオ◉著 ロクナナワークショップ◉監修
A4変形判 224頁 本体2700円（税別）
ISBN978-4-297-12415-1
After Effectsの一番やさしい操作解説書です。これ1冊でAdobe After
Effectsの必要最低限の操作がマスターできます。また、1冊を通して1つ
の映像作品を作ることで、映像制作の流れを理解することもできます。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

クリエイティブ 動画

動画制作の
教科書

企業動画担当になったらこれだけは
知りたいマーケティング＆
プロデュースの基本
NEW

トップ・プロが教える
「伝わる動画」の作り方 NEW

NEW

神井 護◉著

A5判

544頁

押切 孝雄◉著 A5判 192頁
ISBN978-4-297-12749-7

本体2600円（税別）

本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12830-2

本体1800円（税別）

実際に企業に納品された「企業案内動画」や「ショップ宣伝動画」を題材に、

映画やTV、YouTubeやプレゼン用動画などで普遍的に活用で

YouTube企業動画の成功パターンを明らかにし、成功

企画書やナレーション原稿などリアルな情報で実践的な学習体験ができる
仕掛けとなっています。YouTubeに書面と連動した動画教材を公開。

きる「動画編集のルール」を、NHKで1万番組以上制作・編集、
新規契約を殺到させ"スポットの神様"と呼ばれた著者が体系化。

HTML＋CSS No.1

のために担当者は何から始めて、どうアクションしていけば

いいのか、そのノウハウを事例とともに紹介していきます。

HTML＋CSS No.3

デザインの学校

HTML5&CSS3

これからはじめる

HTML&CSSの本

森 史憲、藤本 壱◉著 四六判 368頁
ISBN978-4-7741-9610-7

リブロワークス◉著 鹿野 壮◉監修 B5変形判
256頁 本体1800円（税別） ISBN978-4-297-12958-3

本体1680円（税別）

大好評！ HTML5とCSS3のよく使われるタグ、プロパティ
に内容をしぼったリファレンスです。目的別だから、使いやすく、
引きやすい。サンプルもシンプルで、わかりやすくて、しかも
楽しい。ブログやサイトを運用している方にもおススメです。

世界一わかりやすい

キャラクターと一緒に、楽しいイラストやわかりやすい例でサ
クサクHTMLとCSSを学んでいきます。やさしくわかりやす
いのに、現場のプロが監修するから内容は本格派。

世界一わかりやすい

HTML＋CSS No.2

HTML5＆CSS3

HTML5＆CSS3

コーディングと
サイト制作の教科書

コーディングとサイト制作の教科書［改訂2版］
㈱マジカルリミックス 赤間公太郎、狩野咲、鈴木清敬◉著
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12547-9

B5判

352頁

NEW

赤間公太郎、他◉著 B5判 336頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-10302-6
Webサイトの構造/構成についての知識全般を身につけ、
基本的なHTMLタグおよびCSSプロパティを使って初歩
的なWebページを作成できる技能が習得できます。各章
に練習問題が1～2題用意されています。Brackets対応。

HTML＆CSSと
Webデザインが

HTML＋CSS No.4

HTML＆CSSとWebデザインが

1冊できちんと身につく本

1冊できちんと身につく本［改訂新版］
※カバーデザインは変更
する場合がぼざいます。

B5変形判

384頁 本体2600円（税別） ISBN978-4-297-12510-3

架空のカフェのショップ紹介＆ネットショップサイトをチュートリアル形式で作成することで基本的な
HTML要素／CSSの基本構造（セレクタ、プロパティ、値）と合わせ、レイアウトのテクニックや

デザイン（Webデザイン）の基本が身につきます。

HTML5&CSS3
完全大事典

書きながら覚える

ホームページ
HTML&CSS入門

HTML&CSS
入門ワークブック

［改訂2版］

リブロワークス◉著 B5変形判 272頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-10593-8

本体2450円（税別）

豊富なビジュアルと細かな入力＆操作解説で、シンプル
なページを作成しながらHTMLとCSSが学習できる入
門書です。

コーダー、フロントエンジニアを目指す人向けのHTMLとCSSのコー
ディング独習書です。現在の業界水準に合った正しいコードの書き方
を、基礎、応用、実践編の三段階でステップアップしながら学べます。

今すぐ使えるかんたんEX

HTML&CSS
逆引き事典
大藤 幹◉著 A5判 432頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-297-11251-6

HTML5の要素とCSS3のプロパティに関する情報を、
コンパクトなサイズにまとめました。必要な情報を探しや
すいよう索引機能も充実しています。

HTMLとCSSの使い方を目的引き、やりたいこと引きでまとめたリファ
レンス。HTML＆CSSの基本から、テキスト，
リンク、リストやメニュー
など、目的ごとにタグやプロパティの使い方を詳しく解説しています。

320頁

教科書では教えてくれない

HTML&CSS
狩野 祐東◉著 B5変形判 336頁
本体2720円（税別） ISBN978-4-297-12193-8

企業研修

中島 真洋◉著 四六判 512頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-7741-9811-8

さわだ えり彦◉著 B5判
ISBN978-4-7741-9626-8

その他資格

今すぐ使えるかんたんPLUS+

今すぐ使えるかんたん

学

HTMLの主要なタグの使い方を例題を通してわかりやす
く紹介し、HTML＋CSSによるWebサイトの作成法から
公開までを解説する書籍です。節末には実力アップのた
めの演習問題（やってみよう
！）も用意しています。

用する写真や画像も引き続きご利用いただけます。

工

スタジオ イー・スペース◉著 B5判 320頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-7741-8146-2

Bracketsのサポート終了に伴い改訂版を発売しましたが、
教科書採用校様向けに継続販売いたします。誌面で使

学

HTML5＋CSS
標準テキスト

服部 雄樹◉著 B5変形判 288頁
ISBN978-4-7741-9064-8

本体2280円（税別）

数

例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ

統計／データ解析

Brackets対応版

VisualStudioCode対応版
服部 雄樹◉著

インフラ

webサイト制作者を目指す人が必ず習得しなければならない言語「HTMLとCSS」の記述と、
サイト制作の基礎知識から公開・管理方法までを15レッスンで解説。ダウンロードした実習ファイ
ルに記述することで、細かくステップ分けした各単元の内容を手を動かしながら学びます。

Brackets対応版

プログラミング

VisualStudioCode対応版

ＷＥＢ制作

HTMLとCSSの何から手をつければいいか分からない人
に向けて、基本的な書式からHTMLタグやCSSプロパティ
の意味、さらにモバイル対応まで丁寧に解説します。

HTML&CSS
の教室
NEW

2022年
9月発売予定

クリエイティブ

千貫 りこ◉著 ロクナナワークショップ◉監修
A4変形判 192頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-8968-0

やさしくわかる

ポケットリファレンス

［改訂新版］

［Windows 10 & macOS対応版］

Now
Printing

情報リテラシー

WEB制作 HTML+CSS

IT

系資格

小島 真也◉著 B5判 192頁
ISBN978-4-297-12743-5

YouTube

Office

動画の文法

世界一わかりやすい

実力派の講師が執筆。WebページのデザインをHTML
&CSSで作成するために必要なチカラを身につけて、これ
までに学習してきた基礎知識を、Webデザインの現場で
「使える力」にレベルアップします。

21

NEW …新刊

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

WEB制作 WordPress
Office
系資格

IT

［改訂版］

WordPress No.1

世界一わかりやすい

…スライド用図版ダウンロード

WordPress No.2

WordPress

WordPress

デザイン教科書［WordPress 5.x対応版］

深沢 幸治郎、古賀 海人、安藤 篤史、岡本 秀高◉著
B5判 280頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-297-11647-7

導入とサイト制作の教科書［改訂2版］

仕事の現場でサッと使える！

中島 真洋◉著 ロクナナワークショップ◉監修 B5判 384頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-297-11185-4
WordPressを使って本格的なWebサイトを構築するた

入門者でもオリジナルテーマのWordPressサイトを作
れるようになるための教科書です。世界の主要サイトの

テクニックまでわかりやすく解説します。

は、ウェブクリエイターにとって必修といえます。

めに必要な基礎知識、独自テーマ作成手順、サイト運用

38.1%で使われているWordPress（2020年8月現在）

情報リテラシー

たった1日で基本が身に付く！

小さなお店&会社の

WordPress
超入門［改訂2版］NEW

WordPress超入門

［改訂2版］

クリエイティブ

星野 邦敏、吉田 裕介、他◉著
B5変形判 240頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-10555-6
会社やお店のホームページを作りたい方におすすめするの
がこの本です！ オリジナルの高機能なテンプレートを使って、
きれいで見やすいホームページをかんたんに作ることができ
ます。基礎知識からノウハウまでをわかりやすく解説します。

プログラミング

WordPress
ホームページ作成入門

［WordPress 5.x対応版］
桑名 由美◉著 B5変形判 256頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-11430-5

HTMLなどの知識がなくても、簡単にホームページを作

る方法を丁寧に解説します。バージョンアップしてしまって
使い方がわからない！という人にもおすすめ。

WordPress

オリジナルテーマ
制作入門
NEW

佐々木 恵◉著 リブロワークス◉編 B5変形判 192頁
本体1800円（税別） ISBN978-4-297-12695-7

本体2680円（税別）

ローカル環境にWordPressをインストールしてかんたんな
Webサイトを作成し、最後はインターネットに公開するとこ
ろを到達点としています。

サンプルのHTML＆CSSファイルをPHPファイルへ落とし
込み、WordPress5.Xのブロックエディターに対応した
テーマを作成します。

ＷＥＢ制作
プログラミング

スクラッチ
プログラミング
の図鑑 ［Scratch 3.0対応］
松下 孝太郎、山本 光◉著
B5判 192頁 本体2680円（税別）
ISBNISBN978-4-297-10686-7

小学生からのプログラミング教育が本格化しているな
か、はじめての言語として人気なのがスクラッチ。子
供にプログラミングを学ばせたい親や、教材として使
用したい先生に注目されています。本書は「まなびの
ずかん」シリーズとして、スクラッチによるゼロからの
プログラミングをビジュアルふんだんの図鑑形式で解
説。小学生でも始められる基礎的なところから、大人
もうなる本格的なプログラミングまで扱っています。

今すぐ使えるかんたん

10才からはじめるプログラミング

インフラ

Scratch

Scratchでゲームを
つくって楽しく学ぼう

【Scratch 3対応】

統計／データ解析

松下 孝太郎、山本 光◉著
B5変形判 288頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-10547-1
全世界で最も多く利用されているビジュアルプログラミン
グ言語Scratchの操作解説書。 各章で作品（ゲーム）

を楽しく作成しながら、プログラミングを体験できます。
総ルビです。

大角 茂之、大角 美緒◉著
B5判 256頁 本体価格2280円 ISBN978-4-7741-9816-3
10歳程度の子どもを主な対象にしたScratchでゲームを
つくりながらプログラミングの面白さを味わえる入門書です。
最新のScratch 3にいち早く対応しています。

はじめての

【v2対応】改訂新版

数
学

micro:bitで NEW
あそぼう！
たのしい電子工作＆プログラミング

高松 基広◉著 B5判 160頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-12667-4

工

micro:bit（v2・v1）で、身の回りの物で簡単に作れて、
たのしくあそべる作例を32も収録しています。

スプリンギン

初の
公式本

プログラミングを学んでゲームをつくろう

清水 由規、他◉著 B5判 416頁
ISBN978-4-297-12557-8

スクラッチ
プログラミング
事例大全集
松下 孝太郎、山本 光◉著
B5判 320頁 本体2980円（税別） ISBN978-4-297-11502-9

かんたんなサンプルから、教科別サンプル、ゲーム
までさまざまな事例・テーマ別に100以上のサンプ
ルが収録されています。

これからはじめる

プログラミング

作って覚える基礎の基礎

谷尻 豊寿◉監修 谷尻 かおり◉著
A5判 328頁 本体価格2280円 ISBN978-4-7741-8298-8

本書は、プログラムの構造を解説しながら目に見える結果
を示し、読者の理解を促します。例に使うプログラミング
言語は、最もやさしいと言われる「Scratch」を採用して
います。これからプログラミングを学びたいという大人のみ
ならず、中学生・高校生にも十分に理解していただけます。

アルゴリズムが
わかる図鑑

NEW

学

中村 俊介、しくみデザイン◉著 B5判
192頁 本体1800円（税別） ISBN978-4-297-11807-5

松浦 健一郎、司 ゆき◉著
B5判 192頁 本体価格2400円 ISBN978-4-297-12553-0

スプリンギン（Springin’
）は、子供でも簡単にゲーム
やアプリなどのデジタル作品を「あそぶ」「つくる」「と
どける」ことができるプログラミングアプリです。そん
なスプリンギンを初めて使う人を対象にした入門書です。
実際に遊べるアプリで学べる内容になっています。

アルゴリズムの森に住む動物たちの会話やアクショ
ンを眺めていくだけで、無理なくアルゴリズムの基
本が身につく図鑑。Python実習つき。

基礎教育

その他資格

図形と数の並びで学ぶ
プログラミング基礎
竹中要一、熊野ヘネ◉著

企業研修
22

WordPress No.3

Scratch・キッズプログラミング

親子でかんたん

プログラミング

今すぐ使えるかんたん

B5判

256頁 本体2280円（税別） ISBN978-4-297-12659-9

文系の学生がつまずきやすいポイントをやさしく解説するプログラミングの教科書です。
算数でプログラムの基礎知識を学びながら、実際のプログラムでどのように使われてい
るか試します。「Scratch」と「Python」の両方で実際のプログラミングを体験できる
ように構成しています。

「アルゴリズム×数学」
が基礎からしっかり
身につく本

米田 優峻◉著 B5変形判 288頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12521-9
高校～大学数学の範囲のうち、アルゴリズムによる問題
解決に必要となる数学的な知識・テクニックを厳選してわ
かりやすく解説します。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

プログラミング

基礎教育
新・標準プログラマーズライブラリ

アルゴリズム
はじめの一歩 完全攻略

NEW

「テンパズル」「数独」「4×4オセロ」といったさまざまな
パズルのソルバーを実装することで、楽しく効率的にアル
図解でしっかり解説。

本体2580円（税別） ISBN978-4-297-10394-1

谷尻 豊寿◉監修 谷尻 かおり◉著 A5判 304頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-297-10118-3

プログラミングを支える強力な基礎＝アルゴリズムをマス

プログラミング入門書『これからはじめるプログラミング 基礎の基

寧に説明します。最終的には、基本情報技術者試験の
午後問題レベルの問題が十分解けるようになります。

アップデートも行い、より理解しやすくなるよう配慮しました。類書
がまったく存在しない唯一無二の「最初に読むべき入門書」です。

ターするために、本のはじめから終わりまで、徹底的に丁

良いコードを
書く技術
縣 俊貴◉著 A5判 264頁
ISBN978-4-297-12048-1

本体2680円（税別）

2011年に刊行し、大好評を博した初版を、10年ぶりに
改訂しました。改訂版では、コード例をモダン化したほか、
第7章「データ構造」を新たに書き下ろしました。

仙塲 大也◉著 A5判 400頁
ISBN978-4-297-12783-1

本体2980円（税別）

アンチパターン（悪いコード）
と、
その対策としての良いコー
ドの書き方を中心に解説。問題の見分け方、対処方法、
防ぎ方を身につけながら設計技法を学んでいけます。

基礎からの

［改訂第8版］

17万部！

累計

LaTeX2ε
美文書作成入門

奥村 晴彦、黒木 裕介◉著 B5変形判 448頁
本体3280円（税別）ISBN978-4-297-11712-2
第8版では最新のTeX LiveやOS環境に合わせて全体を見直
しました。付録DVD-ROMにはTeX Live 2020を簡単にイ
ンストールできるインストーラーを収録（Windows、Mac）
。

基礎からの

プログラミングリテラシー

IT担当者リテラシー

Web開発リテラシー

増井 敏克◉著 A5判 224頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-10514-3

増井 敏克◉著 A5判 192頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11720-7

増井 敏克◉著
A5判 272頁 本体2300円（税別）
ISBN978-4-297-12907-1

プログラミング

会社内の業務用のパソコンの手配やネットワーク機器の
整備だけでなく、社内のセキュリティ対策や業務システム
の導入、システム制作の担当など、IT担当者が知ってお
きたい基礎知識について解説していきます。

NEW

プログラミング

プログラミング独習者がつまずきやすい知識を図解を多用
し、「サーバとクライアント」など用語を比較しながら学習
することで、いままで曖昧になっていた知識が整理され理
解が進みます。

ＷＥＢ制作

基礎からの

礎』の改訂第３版です。取り上げたプログラミング環境／言語の

クリエイティブ

良いコード／
悪いコードで学ぶ
設計入門
NEW

［増補改訂］

IT

情報リテラシー

ゴリズムの設計力が磨けます。各アルゴリズムの概要は、

矢沢 久雄◉著 B5変形判 288頁

プログラミング
基礎の基礎

系資格

大槻 兼資◉著
A5判 288頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-12679-7

［改訂３版］これからはじめる

Office

パズルで鍛える
アルゴリズム力

Web開 発で使われる基 本 的な用語を整 理しながら、
Webシステムがどのように作られているのかを押さえてい
きます。

ディープラーニング／機械学習／AI
Excelでわかる

ディープラーニング
がわかる数学入門

ディープラーニング
超入門

ディープラーニング
超入門【RNN・DQN編】

涌井 良幸、涌井 貞美◉著 A5判 208頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-9474-5

涌井 良幸、涌井 貞美◉著 A5判 224頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-297-10516-7

本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-8814-0

「ディープラーニングがどうして動作するの？」という疑問

「ディープラーニングがどうして動作するの？」という疑問

ディープラーニングはますますの発展が予想される人工

ディープラーニングG検定

（ジェネラリスト）問題集

NEW

本書は、一般財団法人日本ディープラーニング協会主催のG検定（ジェネラリスト）の試験対
策問題集です。AI・機械学習に関連するビジネスの人材育成から技術開発の支援を行い、E
資格やG検定の教育実績を誇る、株式会社AVILENの執筆陣がわかりやすく解説しています。

AIエンジニアを目指す人のための

現実の問題を解くために、
しくみを理解する

実装しながらアルゴリズムの
流れを学ぶ

機械学習入門

電通国際情報サービス 清水 琢也、他◉著 B5変形判 256頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-297-11209-7

機械学習の理論を知ることで、機械学習を実際に活用し
ていくための基礎をきっちりと固めることを目的とします。

プログラミング言語「Python」と機械学習ライブラリ
「scikitlearn」を用い、AIエンジニアが理解しておきたいレベルの深
さで、各手法のアルゴリズムを丁寧に解説しています。

Excelを利用するため、難しい前提知識なしで、機械学
習のさまざまな手法を体験することができます。どのよう
な手法でAIが実現しているのか知りたい人に最適です。

知識ゼロからの

機械学習入門

太田 和樹◉著 TechAcademy◉監修
A5判 208頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-297-11267-7

企業研修

中谷 秀洋◉著 A5判 240頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-297-10740-6

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
A5判 248頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-10683-6

その他資格

わけがわかる

機械学習

機械学習 超入門

AIのモデルとアルゴリズムがわかる

第２版

高橋 光太郎、落合 達也、渡邉 雅也◉著
A5判 432頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-12926-2

Excelでわかる

学

機械学習・ディープラーニングについて学ぶための、図解
形式の解説書です。エンジニア1年生、機械学習関連
企業への就職・転職を考えている人が対象。

2022年
9月発売予定

最短突破

工

山口 達輝、他◉著 Automagi ㈱◉監修
A5判 256頁 本体2180円（税別） ISBN978-4-297-10640-9

Now
Printing

学

機械学習・ディープラーニングの
しくみと技術がこれ1冊でしっかり
わかる教科書

知能(AI)を新時代へ導いています。 本書はそのディー
プラーニングに必要な数学の知識をわかりやすく解説し
た入門書です。

数

図解即戦力

に答える超入門書です。数学的に難しいことはExcelに
任せるため、数学に自信のない人でも動作原理を基本か
ら理解できるようになります。

涌井 良幸、涌井 貞美◉著 A5判 240頁

統計／データ解析

に答える超入門書です。数学的に難しいことはExcelに
任せるため、数学に自信のない人でも動作原理を基本か
ら理解できるようになります。

インフラ

Excelでわかる

Pythonによるプログラミングの基本から、データ分析と
機械学習の基本、そしてNumpyを使った機械学習プロ
グラミングのはじめの一歩までを解説する、プログラミング
入門者向けの本です。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

プログラミング
Office
系資格

IT

情報リテラシー
クリエイティブ
ＷＥＢ制作
プログラミング
インフラ
統計／データ解析

数
学
工
学
その他資格
企業研修
24

…DVD付属

…スライド用図版ダウンロード

ディープラーニング／機械学習／AI

RとPythonで学ぶ［実践的］

データサイエンス＆
機械学習 ［増補改訂版］

有賀 友紀、大橋 俊介◉著 B5変形判 512頁
本体3620円（税別） ISBN978-4-297-12022-1
改訂にあたっては、全編を最新のシステム環境に合わせ
てまとめ直しました。 環境設定についてはコラムでも細
やかにフォローし、データサイエンスと機械学習の基礎

が学びやすいように進化しています。

ITエンジニアのための

強化学習理論
入門
中井 悦司◉著 A5判 296頁
ISBN978-4-297-11515-9

本体2580円（税別）

「環境モデル」を理解するためにアルゴリズムを解説。さら
に環境モデルが分からない場合の学習手法 「SARSA」
や「Q-Learning」。 最終的にニューラルネットワークで
行動価値関数を推定する方法（DQN）を解説します。

プログラミング

…サンプルファイルダウンロード

Pythonによるはじめての

機械学習
プログラミング

島田達朗、越水直人、早川敦士、他◉著
A5判 240頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-10525-9
Pythonの便利なツールを用いてデータに実際に触れ、
機械学習の面白さや便利さを体験します。
「勉強になった」

で終わることなく実践的な機械学習の基礎を解説します。

機械学習理論
入門
中井 悦司◉著 A5判 256頁
ISBN978-4-297-12233-1

本体2680円（税別）

機械学習理論を数学的な背景からしっかりと解説をして
いきます。そしてPythonによるサンプルプログラムを実
行することにより、その結果を見ることで機械学習を支

える理論を実感できるようになります。

絵と図でわかる

図解即戦力

AIと社会

AIエンジニアの

実務と知識がこれ1冊で
しっかりわかる教科書
AIエンジニア研究会◉著 A5判 248頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11900-3

AIエンジニアに転職／就職を考えているエンジニア、および学
生を対象に、AIエンジニアの業界知識、業務内容、労働環境、
必要な知識、心構え、キャリアパスなどを解説する書籍です。

未来をひらく
技術とのかかわり方

江間 有沙◉著 B5変形判 192頁
本体2000円（税別） ISBN978-4-297-12130-3
AIに関する技術の基本的な話から、AI技術がもたらす社
会への影響、技術そのものに内在する問題や限界とその
打開策まで、実際の応用例や課題と結び付けながら、マ
ンガとイラストでわかりやすく解説します。

設計・開発手法

かんたん

ゼロからわかる

UML入門

竹政 昭利、他◉著 A5判
ISBN978-4-7741-9039-6

本体2960円（税別）

図解即戦力

UML超入門

［改訂2版］

UMLのしくみと実装が

これ1冊でしっかり
わかる教科書

［改訂2版］
496頁

「広く・正しく・新しく」をコンセプトに、UMLモデリン
グの基本をすべて学習できるようになっています。

なぜ、あなたはJavaで
オブジェクト指向開発が
できないのか
アクロクエストテクノロジー株式会社 小森裕介◉著
A5判 296頁 本体2180円（税別） ISBN4-7741-2222-X
大卒の新人に対してゼロからJava言語を教えてきた実績をフィー
ドバックし、単にプログラミングを「覚える」のではなく、「考え
方を理解」させ、さらに「手を動かしソースを書く」ことを基本
とし、知らず知らずのうちにオブジェクト指向が身につきます。

［改訂新版］

マインドマップから始める

ソフトウェアテスト

河合 昭男◉著 B5判 208頁
ISBN978-4-7741-9005-1

NEW

本体2180円（税別）

㈱フルネス 尾崎 惇史◉著 A5判
224頁 本体2400円（税別） ISBN978-4-297-12866-1

モデルを「読める」「書ける」「体験できる」をテーマに身近な具体
例からオブジェクト指向の考え方を説明し、UMLの基礎をかためます。

システムを設計する際に利用する図とその目的、及び記法を定
めたUMLの全体像をイラストを使ってわかりやすく解説します。

プロジェクトマネジメント
の基本がこれ1冊で
しっかり身につく本

［実践］

オブジェクト指向開発
トレーニングブック
三苫 健太◉著

B5判

336頁

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-3717-9

オブジェクト指向開発をゼロから解説します。 要求・要
件定義の検討から、基本設計・詳細設計、UMLのダ
イヤグラム、JavaのコーディングとJSPサーブレット開発
の現場で必要とされる定番技術を追体験できます。

ソフトウェアテスト
技法練習帳

NEW
㈱TRADECREATE イープロジェクト 前田 和哉◉著
A5判 224頁 本体2200円（税別）ISBN978-4-297-12905-7
プロジェクトの立ち上げ～計画立案～実行～終結までのそ
れぞれのフェーズにおいて何をすべきか、何に注意すべき
かを丁寧に解説します。

［改訂3版］演習で学ぶ

ソフトウェアテスト
特訓200問

知識を経験に変える40問

池田 暁、鈴木 三紀夫◉著 A5判 224頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-10506-8

梅津 正洋、他◉著 B5判 216頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-11061-1

ソフトウェアテストの各フェーズにマインドマップを応用す
るためのノウハウを、実例とともにわかりやすく紹介しま
す。計画から分析～設計～実装といった一連の工程に、
スムースに取り組めるようになります。

実践的なシチュエーションを想定した問題を繰り返し解
いていくことにより、テスト技法の知識定着を目指します。
個々のテストエンジニアのスキルアップや、企業における
新人研修の教材としてもご活用いただけます。

プログラミング

［改訂新版］ITエンジニアのための

JSTQB認定テスト技術者資格
Foundation Level対応
正木 威寛◉著

A5判 256頁
ISBN978-4-297-11397-1

本体2480円（税別）

グローバルで通用するソフトウェアテストの知識について学
びたい人のための学習書です。演習と解説を通して学べ
るように構成されています。

ゲーム開発

ゲームプランナー
・企画書・仕様書の
入門 アイデア
技術から就職まで

ゲームデザイン
プロフェッショナル

吉冨 賢介◉著 A5判 280頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-297-10512-9

塩川 洋介◉著 A5判 352頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-11645-3

瀬古 英司◉著 A5判 192頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-4934-9

ゲームプランナーを本気で目指す人に向けた決定版入門
書！ ゲームプランナーの仕事や発想術、企画術、企画書
や仕様書の押さえておきたいテクニックまで完全網羅。更
に就職活動まで盛り込んだ、本気の一冊です。

2018年のモバイルゲーム売上ランキングで第2位の人
気ゲーム「Fate/Grand Order（FGO）」 のディレク
ターとして開発を引っ張り、FGOプロジェクトを統括する
筆者ならではの説得力のある内容です！

ゲーム開発に関する多数の本の中でも、本書は、現実
に開発が行われる際には必須となるプランニングの、し
かも手法としての基礎（専門学校などの講座に多いテー
マです）を解説する本として貴重なものです。

誰もが成果を生み出せる、『FGO』クリエイターの仕事術

プロになるための

ゲームプランニング
の教科書≪基礎≫

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

プログラミング

ゲーム開発

異世界設定の
つくり方

基礎知識から設定・キャラクター・
プロット・テキストの技法まで
北岡 雄一朗◉著 A5判 368頁
ISBN978-4-297-12203-4

本体2480円（税別）

創作において常に最大の人気ジャンルである「ファンタ

現役のシナリオライター集団として活動しながら教育も

ポイントや破綻なくまとめるためのコツ、およびテーマに基

プロット・シナリオテキストからなるゲームシナリオの基礎
を解説します。

ジー世界≒異世界」を題材に、設定として固めるべきキー
づいた設定の詰め方を順を追って解説しています。

7大ゲームの作り方を
完全マスター！

廣瀬 豪◉著 B5判 448頁
本体3200円（税別） ISBN978-4-297-12609-4

NEW

作って学べる

Unity本格入門

［Unity 2021対応版］

408頁

作って学べる

Unity超入門
208頁

ゲーム開発に挑戦してみたい方のための入門書です。ピ
ンボールゲームやシューティングゲームなど、さまざまな
サンプルゲームの制作を通じて、ゲーム開発の流れを体
験することができます。

プロが教える現場の教科書

624頁

ゲーム開発するにあたり、Unity上でゲームエフェクトを
制作していく過程を解説した書籍です。Shader Graph
を使用してシェーダーを作成し、Shurikenでエフェクト
制作する過程を解説していきます。

動画×解説でかんたん理解！

Unityゲーム

プログラミング超入門
NEW

大角 茂之、大角 美緒◉著 B5変形判
256頁 本体2580円（税別） ISBN978-4-297-12543-1

Unityを使った2Dゲーム作りの基本を学ぶための入門書
です。楽しい3つのゲームを実際に作りながら、Unityの
機能や基本操作、ゲーム作りのコツを身に付けられます。

Direct3D12
ゲームグラフィックス
実践ガイド

3Dゲーム作成の基礎、モバイルVR、ゲームUIの実装、
負荷軽減、ゲームを演出する絵作り、さらにはAIの活用
法を、現場の第一線で活躍するエンジニアがわかりやす
く解説します。サンプルコードはC#を使用。

Direct3D12を用いてグラフィックスプログラミングの理論と実装を丁寧に解説し、
入門書レベルを卒業し脱初心者を目指している読者に有益な情報を提供します。

がこれ1冊でしっかり
わかる教科書

1つのモバイルゲームがどのような工程で開発され運用さ
れていくのかを実際の開発現場を踏まえ図解でわかりやす
く解説します。

ゲームプログラマのための

コーディング技術
大圖 衛玄◉著 A5判 256頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-7413-6
C++のサンプルコードをもとに、ゲームプログラマに向けてす
ぐ実践できるコーディング技術を説いた一書。コードの抽象
化から入り、オブジェクト指向設計の原則とパターンにふれな
がらシンプルでより良いクラス設計とは何かひも解きます。

アプリ開発入門

大嶋 剛直、松島 寛樹、河野 修弘◉著 B5変形判 464頁
本体3480円（税別） ISBN978-4-297-10105-3
身近なスマートフォン、開発環境にVRと親和性の高いUnityを
利用することで、VRアプリの概要から実際に作りながら一通りの
体験ができます。VRアプリの作成を通して、Unityの基本的な
機能を学ぶことができるので、Unity初心者にもおすすめです。

Visual
Studio

パーフェクトガイド

ナルボ◉著 B5変形判 372頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-297-10598-3
新人エンジニアに向けて，豊富な機能が揃ったIDEが
裏で何をやっているかをわかりやすく解説した書籍です。
Visual Studio 2019に対応。

C++で学ぶ

小一時間で NEW
ゲームをつくる
7つの定番ゲームのプログラミングを体験

ゲヱム道館◉著 A5判 416頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12745-9

企業研修

永田 峰弘、大嶋 剛直、他◉著 A5判 240頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12084-9

C++で学ぶ

Unity VR

その他資格

モバイルゲーム開発

プログラム上の処理に留まらず理論の復習や導出を丁寧に解説することで、技
術やシステムの進化に依らない真の実力を身に付けることができるようになります。

作って学べる

学

Pocol◉著 B5判 464頁
本体3980円（税別） ISBN978-4-297-12365-9

Unityの超入門書。作例は「3D障害物レースゲーム」。
3Dキャラクターのクマを動かして、障害物をよけながらア
イテムを拾いつつゴールを目指すアクションゲームです。

工

吉成 祐人、伏木 秀樹、他◉著 B5判 256頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-11927-0

図解即戦力

リブロワークス◉著 B5変形判 200頁
ISBN978-4-297-11746-7

本体1980円（税別）

学

Unity

Unity超入門

数

ステップアップ

秋山 高廣◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-10681-2

最新ゲームテクノロジーの事例を用いて、より高度な「～ら
しさ」を求めるAI制作のため、認知科学や自然科学の分
野まで縦横無尽に思考していきます。ゲーム開発者のみな
らず、人工知能に興味をもつすべての人におすすめです。

たった1日で基本が身に付く！

ゲームエフェクト
マスターガイド
本体4200円（税別）

三宅 陽一郎◉著 A5判 352頁
ISBN978-4-7741-8627-6

本体2480円（税別）

統計／データ解析

鈴木 道生◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-10378-1

本体2380円（税別）

Unity

人工知能の作り方

「おもしろい」ゲームAIは
いかにして動くのか

インフラ

Unityの基礎知識について学びながら、アセットを駆使
して本格的な3Dゲームを開発していく流れになっていま
す。Unity 2021で導入された新機能Boltを使ったビ
ジュアルスクリプティングや、ゲーム開発時にはまりやす
いトラブルシューティングについてもまとめています。

インディーゲームを完成させ、販売し、それを維持して
いくために、開発者たちがどんな苦労をしているのか、
いざ自分で開発しようとしたときに何をすればよいのかを
楽しく解説。

著者が実例をもとにゲームクリエイターとしての思考法と

アイデアの膨らませ方を解説。

プログラミング

賀好 昭仁◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-12433-5

本体2700円（税別）

一條 貴彰◉著 PLAYISM◉監修
A5判 336頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-12441-0

数多くの人気作品を手掛け、指導/講演経験が豊富な

ＷＥＢ制作

特に人気のある7つのジャンルのゲームを取り上げ、そ
れぞれのゲームを開発する際に必須となる「アルゴリズ
ム」を、豊富なイラストや図解を使ってわかりやすく解説。

インディーゲーム・
サバイバル
NEW
ガイド

IT

クリエイティブ

ゲームアルゴリズム
まるごと図鑑

手掛ける著者のノウハウが満載。仕事の全体像と、設定・

𠮷沢  秀雄◉著 A5判 272頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12619-3

情報リテラシー

本体1680円（税別）

「気持ちいい」NEW
から考える
ゲームアイデア講座

系資格

榎本 秋、榎本事務所◉著 A5判 256頁
ISBN978-4-297-12098-6

ゲームシナリオ入門

Office

マンガ・イラスト・ゲームを面白くする

YouTubeで人気の動画シリーズ「小一時間で作って
みた」をもとに、Visual StudioとC＋＋で 最小限の工
数でゲームを完成させる過程を解説します。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

プログラミング
Office
系資格

IT

…DVD付属

…スライド用図版ダウンロード

iOS／Android

たった1日で基本が身に付く！

Swift アプリ開発
超入門
高橋 宏樹◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-10480-1

本体2380円（税別）

224頁

Swiftの基礎を学びながら、iPhoneのアプリを作成して
いきます。Swiftの文法事項については、アプリ作成の

ために必要な最低限の内容に留めています。

情報リテラシー
クリエイティブ
ＷＥＢ制作
プログラミング
インフラ
統計／データ解析

数
学
工
学
その他資格
企業研修
26

…サンプルファイルダウンロード

Android Studio
パーフェクトガイド

［Kotlin /Java対応版］

Swift実践入門

石川 洋資、西山 勇世◉著 A5判 480頁
ISBN978-4-297-11213-4

本体3280円（税別）

Swiftの言語仕様と実践的な利用方法を解説した入門書です。本書

は、読者のみなさんの「なぜ」 や「いつ」を解消することにも主眼

を置いています。今回の改訂で、新バージョンのSwift 5に対応しました。

たった1日で基本が身に付く！

Androidアプリ開発

新 人 エンジ ニ アに 向 けて、 豊 富 な 機 能 が 揃った
Android Studioが裏で何をやっているかをわかりやすく
解説した書籍です。最新のバージョンに対応。

スマホアプリを作りながらAndroid Studioを用いたアプリ開発の基礎の
基礎が学べます。プログラミング、開発の基本を一から学ぶためのやさ
しい入門書シリーズの1冊です。最新のAndroid Studioに対応します。

C・C＋＋

C言語
［改訂2版］
かんたん

改訂第4版

C言語による はじめての

アルゴリズム入門
河西 朝雄◉著 A5判 496頁
本体2880円（税別） ISBN978-4-7741-9373-1

丁寧な解説とわかりやすいイラストで、はじめてプログラ
ミングを学習する人も安心して読み進められます。リファ
レンスとしても活用可能。 章末には練習問題もご用意し
ています。

プログラミングの世界で、数学の定理や公式に相当するものがアルゴリズム
です。本書では、πの計算や文字列の検索、迷路の解法などのプログラ
ムをC言語で作成しながら基本的アルゴリズムを習得していきます。Visual
C++2015などの最新コンパイラに対応した、待望の改訂第4版です。

C言語

プログラミング入門講座
西村 広光◉著 B5判 336頁
ISBN978-4-7741-6708-4

奥村 晴彦◉著 A5判 448頁
ISBN978-4-7741-9690-9

プログラミングの経験がない人でも安心して読める、や
さしいC言語の入門書です。各章で提示されるサンプル
プログラムを実際に動かし、読み解くことで、C言語に
よるプログラミングの基本を学んでいきます。

コンピュータの算法に関わるアルゴリズムの定石、レトリッ
クを可能な限り収録した定番の書。基本的な内容はその
ままに、時代にそぐわなくなっていた部分のみ改訂。こ
れからも末長くご愛顧いただけるようにまとめ直しました。

基礎知識から
コンピュータの本質まで

トダッシュするために本当に必要な情報を濃縮解説しています。

［改訂第版］

Android SDK
ポケットリファレンス

しげむら こうじ◉著 四六判 512頁
ISBN978-4-7741-9855-2

本体3500円（税別）

悩んだときにすぐ手にとって調べられる、コンパクトなリ

ファレンスです。よく使われる手法を厳選しています。

基礎C言語

コンピュータの基本から
［入門編］
理解するプログラミング
牛田 啓太◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-11211-0

本体2680円（税別）

288頁

本書の特徴は、コンピュータの基本的な構造を知ることにあ
ります。手続き型や流れ図など、省いてしまうことがある必
須知識をおさえてから、実際にCプログラミングの学習を始
めます。とりこぼしなく理解のレベルを確実に上げていくこと
で、将来にわたり成長していくプログラミング能力を養います。

楽しく学ぶ

C言語による
標準アルゴリズム事典

本体2500円（税別）

C言語本格入門

開発環境の知識からSwiftの基本はもちろん、UIデザイン、現場

［改訂新版］

本体2280円（税別）

384頁

でデファクトとも言えるOSSの使い方、テストの基礎まで、スター

C言語 No.2

大川内 隆朗、大原 竜男◉著 A5判 624頁
本体2700円（税別） ISBN978-4-7741-9180-5

はじめて学ぶ

諏訪 悠紀、他◉著 A5判
ISBN978-4-297-11403-9

本体2680円（税別）

超入門［改訂2版］

中川 幸哉◉著 B5変形判 224頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12138-9

C言語 No.1

アプリエンジニアの必須
ノウハウをサクっと押さえる

直感的な文法と安全性を兼ね備えた言語

横田 一輝◉著 B5変形判 416頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-10648-5

プログラミング

スタートダッシュ iOS

［増補改訂第3版］

C言語

飯塚 康至◉著 長 慎也◉監修
B5変形判 400頁 本体2780円（税別）
ISBN978-4-297-11057-4
この本は環境構築の必要がなくすぐに始められるオンライン

プログラミング環境BitArrowを利用して学ぶC言語の入門
書です。簡単な図形やアニメーションを作成できるライブラ
リを利用しC言語の基礎やアルゴリズムなどをグラフィカル
に学びながら、最終的にシューティングゲームを作成します。

3ステップでしっかり学ぶ

たった1日で基本が身に付く！

C言語

C言語入門

超入門

改訂2版

種田 元樹◉著 B5変形判 480頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-7741-9616-9

朝井 淳◉著 B5変形判 352頁
本体2000円（税別） ISBN978-4-7741-9061-7

小谷 和弘◉著 B5変形判 192頁
本体2060円（税別） ISBN978-4-297-10015-5

最前線で活躍している著者が、C言語の基本から応用ま
でを豊富なサンプルとともに丁寧に解説。プリプロセッサ、
ライブラリなど、つまづきやすい「ポインタと配列」も手
厚くカバーしています。

C言語の学習を始める人のために、文法の基本を徹底
解説します。
「ここでやること」
「やってみよう」
「理解しよう」
という、予習→実践→復習の3つのプロセスを踏むことで、
C言語の基礎がしっかり、やさしく身に付きます！

開発環境のインストールから始まり、Cの基本をしっかり解
説していますから、初めての人にも安心！ 最初の1冊目と
して最適です。

C言語
プログラミングの
初歩の初歩

新・標準プログラマーズライブラリ

改訂第4版

C言語

C言語ポインタ
完全制覇

スタートブック

西村 広光◉著 B5変形判 344頁
本体2180円（税別） ISBN4-7741-1460-X

前橋 和弥◉著 B5変形判 368頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-9381-6

本体2880円（税別）

高田 美樹◉著

B5変形判 480頁
ISBN978-4-297-10600-3

プログラムを作るとはどういうことかという基本的な考え方
と、C言語を通してプログラムの組み立て方法を学習して
いきます。プログラミングの「何を学んだ」ことにより「何
ができるようになったのか」が理解できるでしょう。

ロングセラーのリニューアル改訂版。C言語でつまずく
人続出なのがポインタ。「Cのポインタがわからないのは、
単にCの文法がクソなだけだよ!!」第一線で活躍する筆
者が真のポインタの使い方を教授します。

よりわかりやすさを追求するため、サンプルプログラムの
変更や図の刷新など、大幅な増補改訂を行っています。
付属CD-ROMに収録された穴埋めプログラムを使って、
基礎の基礎からC言語を学べます。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

プログラミング

C・C＋＋

基礎からわかる徹底入門

その道の達人たちが、組込み開発ならではの実用的なノ

ウハウや勘所、落とし穴に対する注意などを重点的に伝

C++で学ぶ

改訂第4版

C++

ポケットリファレンス

char8_tや 初 期 化 付 き 範 囲for文、 拡 張 さ れ た
constexpr機能といった内容を新たに追加するなど、
C++20に対応しました。

3ステップでしっかり学ぶ

C# No.1

C#入門

ゲヱム道館◉著 A5判 416頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12745-9
YouTubeで人気の動画シリーズ「小一時間で作って
みた」をもとに、Visual StudioとC＋＋で 最小限の工
数でゲームを完成させる過程を解説します。

［改訂版］

C#

菅原 朋子◉著 A5判 432頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-10901-1

C#の基本的な構文・文法が丁寧に解説され、初心者で
も安心して学ぶことができます。各節は①予習→②体験
→③理解、の流れで進められ、章末の練習問題によって
理解度をアップさせる構成になっています。

神経衰弱ゲームやモグラたたきゲームなど、
（ゴール）か
ら逆算してプログラミングを学ぶので、「プログラムをつく
る」手順が身につきます。Visual Studio 2019対応

パーフェクトガイド

パーフェクト

C#［改訂4版］
斉藤 友男、市井 文弥◉著 B5変形判 592頁
ISBN978-4-297-12199-0

本体2780円（税別）

本体3600円（税別）

新人エンジニアに向けて，豊富な機能が揃ったIDEが
裏で何をやっているかをわかりやすく解説した書籍です。
Visual Studio 2019に対応。

最新のバージョン
（C# 8.0／Visual Studio 2019）に
対 応。Visual Studio 2019の目玉の1つである.NET
Core3.0をベースとしたクロスプラットフォーム開発などの

鈴木 遼◉著

A5判

C# 超入門

184頁

本体1780円（税別）ISBN978-4-7741-9918-4

アイテムを集めたり、モンスターと戦ったり、炎の洞窟を探
検したり……。C++を使って、主人公が冒険する世界を
プログラミングで作りながら、楽しくプログラミングの基本を
学ぶことができます。

C# No.3
新・標準プログラマーズライブラリ

なるほどなっとく

C#入門

出井 秀行◉著 B5変形判 448頁
本体2880円（税別） ISBN978-4-297-10458-0
プログラミングの知識・経験がなくてもC#の基本文法を身
につけることができる入門書です。本書を通して、利用頻
度の高い文法をしっかりと自分のものにすることができます。

ゼロからわかる

C#超入門［改訂2版］

斎藤 友男◉著 B5判 240頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-297-10386-6
言語仕様を中心に、重要な説明だけを厳選しています。
やさしく解説しているため、コンパクトで、読みやすくなっ
ています。教科書も意識し、豊富なソースプログラム＋例
題＋別冊解答で脱ビギナーに最適です。

かんたん
［改訂2版］

C#

伊藤 達也・株式会社 油吉◉著 A5判 608頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-7741-9264-2

簡易なサンプルでC#によるアプリケーション開発の流れ
が体験できる一冊。前半では基本文法を学習、後半で
はGUIアプリケーションの基本を学習します。

C#の文法知識と機能を基礎から学べる、プログラミング言語入
門の決定版。やさしい解説とわかりやすいイラストで、初心者も
安心して読み進められます。リファレンスとしても活用ください。

学

西村 誠◉著 B5変形判 192頁
本体2060円（税別） ISBN978-4-7741-9086-0

工

基礎から高度な文法、開発現場で使えるテクニックまで
余すところなく集めた究極のレシピ集。

プログラミング

学

出井 秀行◉著 A5判 736頁
ISBN978-4-297-12265-2

本体3280円（税別）

Visual Basic

3ステップでしっかり学ぶ

VB No.1

Visual Basic
入門 改訂2版

Visual Basic
超入門 改訂2版

国本 温子◉著 B5判 240頁
ISBN978-4-7741-9117-1

かんたん

Visual Basic

［改訂2版］

高橋 広樹◉著 A5判 608頁
ISBN978-4-7741-9040-2

本体2500円（税別）

本体2280円（税別）

本体2640円（税別）

Visual Basicを始める人のために、文法の基本を徹底
解説します。予習→実践→復習の3プロセスで、基礎が
しっかりやさしく身に付きます！

Visual Studio Communityで簡単なプログラムを作り
ながら基礎からわかりやすく解説。プログラミングが初め
ての方にも安心。

「広く・正しく・新しく」をコンセプトにVisual Basicの
基本を全て学習できます。図解方式で概念をやさしく解
説しているので、安心して取り組めます。

企業研修

朝井 淳◉著 B5変形判 384頁
ISBN978-4-7741-9114-0

ゼロからわかる

その他資格

プログラミング

最新の開発事情も解説しています。

たった1日で基本が身に付く！

コードレシピ集

はじめての

数

C#

冒険で学ぶ

統計／データ解析

ナルボ◉著 B5変形判 372頁
ISBN978-4-297-10598-3

ミングのテクニック」と、着実なステップで進んでいきます。

インフラ

杉浦 賢◉著 B5変形判 352頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-9181-2

Visual Studio

「C言語からC++へ」「クラスとオブジェクト指向の超基

本」「オブジェクト指向の本質」「オブジェクト指向プログラ

C# No.2

ゴールからはじめる

IT

プログラミング

改訂2版

7つの定番ゲームのプログラミングを体験

矢沢 久雄◉著 B5変形判 304頁
ISBN978-4-7741-9382-3

本体2480円（税別）

ＷＥＢ制作

C#

小一時間で NEW
ゲームをつくる

クラスと継承
完全制覇

クリエイティブ

高橋 晶、安藤 敏彦、他◉著 四六判 560頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-11999-7

プログラミング

Ｈ８の周辺機能をＣ言語で制御したい、そんな要望にはじめ
て応えた書籍です。Ｈ８の周辺機能を順次説明しながら、具
体的なプログラム例を豊富に示しています。

C++

情報リテラシー

授するものです。

横山 直隆◉著
B5判 288頁 本体2780円（税別）
ISBN978-4-7741-1803-6

改訂版

系資格

SESSAME◉編 B5変形判 296頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-7741-3069-9

H8マイコン
プログラミング入門

Office

組込み現場の
「C」プログラミング

C++ No.1

C言語による
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

プログラミング

Java

…DVD付属

Office

JAVA No.1

Eclipse

系資格

横田 一輝◉著 B5変形判 384頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-297-10078-0
本書は新人エンジニアに向けて，Junitによるテストから

幅広い分野のプログラミングに欠かせないJavaの基礎から応

情報リテラシー

で開発に必要なEclipseの使い方をわかりやすく解説した
書籍です。最新のEclipse 4.8に対応。

JAVA No.3

本格学習

Java本格入門
谷本 心、他◉著 Acroquest
Technology 株式会社◉監修
B5変形判 448頁
本体2980円（税別）ISBN978-4-7741-8909-3

Gradleによるビルド方法，Gitを用いたチーム開発方法ま

Java入門

［改訂3版］

佐々木 整◉著 B5変形判
288頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-10122-0
Javaの文法やデータの入出力といった基礎からイベント

処理・ネットワークプログラミングまで丁寧に解説し，簡単

用までをしっかり解説。Javaの最新仕様（Java 8）に基づく文

なゲームプログラミングを作成して行きます。今回の改定

ドキュメンテーション、品質への配慮などまでおさえました。

ています。
（最新版のJDK11に対応）

法から、オブジェクト指向やデザインパターン、そしてビルド、

ゼロからわかる

では2章でJDKに新たしく追加された「JShell」の紹介し

Java

3ステップでしっかり学ぶ

［改訂3版］

Java入門 改訂2版

Java超入門

クリエイティブ

［改訂3版］

ポケットリファレンス

佐々木 整◉著 B5判 224頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11484-8

株式会社 アンク◉著 B5変形判 352頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-9462-2

WINGSプロジェクト 髙江 賢◉著
山田 祥寛◉監修 四六判 592頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-297-11496-1

これ1冊でJavaプログラミングの環境を自宅に整えるとこ
ろから、本格的なプログラム作成まで学ぶことができます。
学習成果を確認できる問題集がつき。JAVA14対応。

初めてJavaを学習する人のために、文法の基本をやさ
しく解説。予習→体験→理解の3つのプロセスを踏むこ
とで、Javaの基礎がしっかりやさしく身に付きます。

好評いただいているロングセラー『Javaポケットリファレン
ス』の改訂版です。 現場でも注目されつつあるJava 14
に対応！ 数々の著作で定評のある山田祥寛氏の全面監修。

ＷＥＢ制作

プロになるJava

NEW
Spring
Framework
超入門 やさしくわかるWebアプリ開発

仕事で必要なプログラミングの知識が
ゼロから身につく最高の指南書

プログラミング

㈱フルネス 樹下 雅章◉著 B5判 288頁
ISBN978-4-297-12429-8

きしだ なおき、山本 裕介、杉山 貴章◉著
B5変形判 512頁 本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-12685-8
Javaと開発環境InteliJ IDEAの導入や基本からWebア
プリケーションとデータベースについてまでを詳細に解説し
ます。

インフラ

プログラミング

パーフェクトガイド

横田 一輝◉著

B5変形判 400頁
ISBN978-4-297-10895-3

本体2780円（税別）

本体2980円（税別）

最新のバージョン5.3に対応。「Webアプリ開発に必要な
Webの知識」「データ操作の方法」「MVCモデルの開
発方法」などの基礎を解説。

新人エンジニアに向けて，豊富な機能が揃ったIDEを使いこなす
方法ををわかりやすく解説しました。なお，本書でとりあげるJUnit
／GradleといったツールはScalaなどJava以外の言語にも対応
しているため，Javaユーザ以外にも役立つ内容となっています。

エキスパートたちの NEW

たった1日で基本が身に付く！

Go言語 超入門

統計／データ解析

Go言語によるプログラミングを学ぶための入門書です。
開発環境のインストールから始まり，Go言語の基本を解
説しており、最初の1冊目として最適です。

数
学

改訂新版

JavaScript

工
学

山田 祥寛◉著 B5変形判 456頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-7741-8411-1
オブジェクト指向の書き方が大きく変わる新記法はもちろんのこ
と、基本からAjax、クライアントサイド開発まで、そしてテスト、
ドキュメンテーション、コーディング規約などもしっかり押さえました。

その他資格

かんたん

JavaScript

［ECMAScript2015対応版］

企業研修

佐々木 浩司、高橋 広樹、他◉著 A5判
本体2580円（税別） ISBN978-4-7741-9356-4

528頁

イラストによる図解方式で概念をやさしく解説しているの
で、プログラミングが初めての人でも安心して学習を進
めることができます。章の最後には練習問題を収録。

みんなの

Go言語

Go言語

上田 拓也、他◉著 B5変形判 400頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12519-6

松木雅幸、mattn、藤原俊一郎、他◉著
B5判 184頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-297-10727-7

本書は、中級以上のGoプログラマーがツール開発・プ
ロダクト開発で必要とされるプログラミングテクニックお
よび周辺知識を学ぶための実践集です。

TypeScript／JavaScript
JS No.1

改訂2版

一流のコードから応用力を学ぶ

清水 美樹◉著 B5変形判
224頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-11617-0

プログラミング

IntelliJ
IDEA

Go言語

本格入門
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…スライド用図版ダウンロード

JAVA No.2

Javaエンジニアのための

パーフェクトガイド

IT

…サンプルファイルダウンロード

2016年に刊行し好評いただいた「みんなのGo言語」
の改訂版です。全章を最新の内容にアップデートし、
「第
7章 データベースの扱い方」を新規で書き下ろします。

JS No.2

JS No.3

JavaScript

3ステップでしっかり学ぶ

JavaScript
入門 改訂2版

ではじめる

プログラミング超入門
河西 朝雄◉著 B5判 224頁
ISBN978-4-7741-8970-3

大津 真◉著

B5変形判 320頁
ISBN978-4-7741-9217-8

本体2340円（税別）

本体2380円（税別）

JavaScriptを使ってプログラムを記述し、Webブラウザーを使って動作を確認し
ますので、特別な開発環境を用意しなくてもプログラミングを楽しむことができます。

「ここでやること」「やってみよう」「理解しよう」という、予習→実践→
復習の3つのプロセスを踏むことで、基礎がしっかり、やさしく身に付きます。

たった1日で基本が身に付く！

JavaScript
超入門

JavaScript

コードレシピ集

WINGSプロジェクト 片渕 彼富◉著 山田 祥寛◉監修 B5変形判 192頁
本体2060円（税別） ISBN978-4-7741-8995-6

株式会社ICS 池田 泰延、鹿野 壮◉著 A5判 608頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-10368-2

Webサーバーを利用するための環境構築から始まり、
文法、構文、変数など、必要になる知識を一通り解説
しています。

JavaScriptによるWeb開発のための、究極のレシピ集が
登場。制作の現場で使われる定番テクニックからプロ技ま
で余すところなく集めました。ECMAScript 2018に準拠。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

プログラミング

TypeScript／JavaScript

JavaScript

はじめの一歩

からずに使っているデザイナなどを対 象に、 一から

たった1日で基本が身に付く！

Vue.js

Vue.jsの入門書です。かんたんにWebサイトを制作す
るためにVue.jsを学びましょう。Webデザイナーや一
般の読者でも、
この1冊でWebサイトを作成するできます。

CSS設計、状態管理、コンポーネント開発、パフォーマンス改善まで、
Vue.jsをプロジェクトで使用するうえのさまざまな開発上の観点をま

とめつつ、現場のエンジニアによる解決方法をまとめています。

Vue.js入門

React Native
JavaScriptによる
iOS／Androidアプリ開発の実践

TypeScript
NEW

TypeScriptの基本文法とプログラミング方法からWeb
API とJSON を利用したWeb アプリケーションの作成
方法までを解説。

本体3980円（税別）

Vue.jsの入門書です。フロントエンドフレームワークとし
て人気を集めるVue.jsを基本から実践まであますところ
なく解説します。Vue.jsの基礎から、Vue Routerや
Vuexといったライブラリをわかりやすく紹介します。

React Nativeは、iOS/Androidの両 方のアプリをたった1つのス
キルセットで開発できるJavaScriptライブラリです。 本書は、React
Nativeの基本はもちろん、ReactやTypeScript、アプリ設計・開発、
テスト、リリースまで、React Nativeによるアプリ開発のすべてを解説。

プロを目指す人のための

TypeScript
入門

鈴木 僚太◉著 B5変形判 424頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12747-3

RとPythonで学ぶ［実践的］

データサイエンス＆
機械学習 ［増補改訂版］

プログラミングの知識がゼロの方でも理解できるイラストや
サンプル満載のわかりやすい解説書です。Python 3に
完全対応。さらに、プログラミングの応用編としてWebア
プリケーション作成やデータ分析の基本も解説しています。

改訂にあたっては、全編を最新のシステム環境に合わせ
てまとめ直しました。 環境設定についてはコラムでも細
やかにフォローし、データサイエンスと機械学習の基礎
が学びやすいように進化しています。

有賀 友紀、大橋 俊介◉著 B5変形判 512頁
ISBN978-4-297-12022-1

Pythonエンジニア育成推進協会監修

Python
実践レシピ

Pythonでプログラムを作成するときに役立つ機能とライブラ
リを網羅した、実践的なレシピ集です。本書を使いこなして、
Pythonプログラマーとして大きなステップアップが図りましょう。

統計解析の基礎
統計検定2級対策にも使える!!

本書によって統計解析を学習することで、Pythonのデー
タ解析スキルもあわせて習得できます。

微分積分の
基礎
NEW

井口 和之◉著 辻 真吾◉監修 B5変形判
本体2600円（税別） ISBN978-4-297-12779-4

256頁

これから微分積分を学びたいと考える方や学び直したい方に向けて、Python
の力を借りて視覚的にデータを確認することで、直感的な理解を促します。

山田 祥寛、山田 奈美◉著 B5変形判 304頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-9763-0
「ここでやること」「やってみよう」「理解しよう」とい
う、予習→実践→復習の3つのプロセスを踏むことで、
Pythonの基礎がしっかり、やさしく身に付きます。

ゼロからわかる

Python
超入門

佐藤 美登利◉著 B5判 240頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-7741-9830-9
初めてPythonを学習する人に向けて、基本的な文法をや
さしく解説する入門書です。各章末には練習問題をご用意。

独習

Python

超入門

湯本 堅隆◉著 A5判 288頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-7741-8329-9

企業研修

320頁

Pythonで理解する

Python
入門

その他資格

データサイエンスエンジニアに必須なPythonプログラミン
グの知識を一冊にまとめています。「Python 3エンジニ
ア認定基礎試験」を実施している「Pythonエンジニア
育成推進協会」が監修。

Python No.3
3ステップでしっかり学ぶ

学

鈴木 たかのり、筒井 隆次、寺田 学、ほか◉著
B5変形判 512頁 本体2700円（税別） ISBN978-4-297-12576-9

Pythonで理解する

本 書 はReactベ ースの 「Next.js」 をもとに、Type
Scriptを用いてWebアプリケーションを開 発 する入
門 書です。Next.jsの 開 発をより快 適・ 堅 牢にする
TypeScriptで開発を進めます。

工

辻 真吾、小林 秀幸、鈴木 庸氏、他◉著
A5判 448頁 本体2780円（税別） ISBN978-4-297-10756-7

432頁

学

Python 3

手島 拓也、吉田健人、他◉著 B5変形判
本体3180円（税別） ISBN978-4-297-12916-3

数

本体3620円（税別）

スキルアップ教科書

つくる実践Webアプリ
NEW
ケーション開発

Python No.2

辻 真吾◉著 B5変形判 352頁
本体2500円（税別） ISBN978-4-7741-9643-5

Pythonエンジニア育成推進協会監修

TypeScriptと
React/Next.jsで

統計／データ解析

スタートブック［増補改訂版］

Now
Printing
2022年
7月発売予定

688頁

インフラ

Python

NEW

根幹となるJavaScriptの仕様・機能とともに、Type
Script独自の仕様・機能を解説。TypeScriptの 「高
い表現力」 の源となっているリテラル型・ユニオン型・
keyof 型の扱い方まで幅広く取り上げます。

Python
Python No.1

髙木 健介、他◉著 A5判
ISBN978-4-297-11391-9

プログラミング

WINGSプロジェクト 齊藤 新三◉著
山田 祥寛◉監修 B5判 320頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12635-3

川口和也、他◉著 B5変形判 480頁
本体3380円（税別） ISBN978-4-297-10091-9

ＷＥＢ制作

ゼロからわかる

IT

クリエイティブ

石亀 広大◉著 B5変形判 200頁
ISBN978-4-297-11377-3

本体2180円（税別）

谷合 廣紀◉著 辻 真吾◉監修 B5変形判
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-10049-0

アプリケーション開発のためのルーティング・レンダリングから、

基礎から実践
アプリケーション開発まで

超入門

プログラミング

からカスタマイズ方法などもていねいに解説。

野田 陽平、他◉著 B5変形判 224頁
ISBN978-4-297-11902-7

本体2280円（税別）

情報リテラシー

JavaScriptを解説していきます。

Bootstrap 5の基本から、CSSクラスを利用したスタイ

リング、コンポーネントやJavaScriptを利用したUI実装

Vue.js

系資格

プログラムをまったく書いたことがない人やしくみがわ

みんなの

NEW

WINGSプロジェクト 山内 直◉著
山田 祥寛◉監修 B5変形判 544頁
本体3480円（税別） ISBN978-4-297-12490-8

外村 和仁◉著 A5判 272頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-7741-5376-6

入門

Bootstrap 5

フロントエンド開発
の教科書

Office

ノンプログラマのための

未経験な読者でも自分で読み進めることで、エディタを
使ったコーディング方法や文法に慣れ、オブジェクト指向
やテスト方法、そしてWebアプリケーションの作り方まで
解説します。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

プログラミング

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

Python
世界累計50万部のベストセラー「Python

Office

最短距離でゼロからしっかり学ぶ

Python入門 必修編

Crash Course」 待望の翻訳版が登場！

プログラミングの基礎からエラー処理、テストコードの書き方まで
Eric Matthes◉著 鈴木 たかのり、安田 善一郎◉訳
B5変形判 312頁 本体3200円（税別）ISBN978-4-297-11570-8

系資格

IT

情報リテラシー
クリエイティブ

Python

ゲーム開発・データ可視化・Web開発

で得た知識をもとに新しい仕事に就いたり、

Eric Matthes◉著 鈴木 たかのり、安田 善一郎◉訳
B5変形判 344頁 本体3300円（税別）ISBN978-4-297-11572-2

世界中に存在します。

Python

機械学習・Webアプリケーション・スクレイピング・文書処理ができる！

言語の力を引き出し、開発効率を高める

Pythonという言語が持つ機能の実践的な使い方を紹介します。
Pythonという言語の仕様やその特徴的な機能、標準ライブラリで
できることを中心に扱うため、分野を問わず活用していただけます。

新・標準プログラマーズライブラリ

試してわかる Python

［基礎］
入門

プログラミング

谷尻 かおり◉著 B5変形判 448頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12500-4

インフラ

やさしくわかる

Pythonの教室

統計／データ解析

リブロワークス◉著
株式会社ビープラウド◉監修
B5変形判 224頁 本体2100円（税別）
ISBN978-4-297-12117-4

数

Python

424頁

Jupyterをこれから利用する方はもちろんのこと、すでに
利用している方にとっても役立つことを目指し、実践的な
活用ノウハウを豊富に交えて「pandas」
「Matplotlib」
「seaborn」を中心に解説。

Python

学
工
学

Pythonでやりたいことが逆引きできる、究極のレシピ集。
基礎知識や開発現場でニーズの高いテクニックを余すと
ころなく集めました。Python 3に対応。

その他資格

ワンランク上を目指す人のための

NEW

自動化スクリプト、テキスト処理、統計学の初歩をマスター
B5判

企業研修

本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12639-1

Pythonの概要や始め方を紹介し、押さえておきたい
ライブラリの使い方やエラー処理のポイントを解説。さ
らに、「自動化スクリプト」「テキスト処理」「統計学」
の3点を取り上げます。

伊藤 裕一◉著

B5変形判 192頁
ISBN978-4-7741-9112-6

本体2060円（税別）

開発環境のインストールから順を追って説明しているので、
初めての人でも安心！ 変数や配列、条件分岐や繰り返し
による処理の作り方、オブジェクトやクラス、モジュール、
ファイルの扱い方までを解説。

Pythonでかなえる

プログラミング完全入門

Excel作業効率化

高橋 宣成◉著 B5変形判 528頁

北野 勝久、高橋 宣成◉著
A5判 240頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-11450-3

ノンプログラマーのための実務効率化テキスト

Pythonの基本文法も、実践での使い方についても、プ
ログラムを実際に動かしながら覚えることを重視したノン
プログラマーのための指南書です。実務で使える作例
を題材としています。

データ収集・解析のための
実践開発ガイド

黒住 敬之◉著 A5判 544頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-11861-7

Python
超入門

Pythonクローリング＆
スクレイピング［増補改訂版］

コードレシピ集

たった1日で基本が身に付く！

Jupyter
［実践］
入門

本体3200円（税別） ISBN978-4-297-12183-9

キャラクターの会話形式でやさしくわかりやすいPythonの入
門書です。キャラクターと一緒に、楽しいイラストやわかりや
すいコードでサクサクPythonを学んでいきます。やさしくわ
かりやすいのに、現場のプロが監修するから内容は本格派。

B5変形判 288頁

Pythonの基本文法からライブラリを使った本格的なプログラミング
まで一冊で楽しめる、実践的な入門書です。仕事が捗る処理の
自動化、Webアプリケーション開発、Webサイトからの情報収集、
機械学習プログラムを実際に動かすなど本格的な内容が盛り沢山。

改訂版 Pythonユーザのための

池内 孝啓、片柳 薫子、他◉著 B5変形判
本体3280円（税別） ISBN978-4-297-11568-5

初心者に寄り沿った優しい語り口で、つまづきがちな「な
ぜ」「どうして」を徹底的にカバー。理解して身につけ
てほしい機能を厳選し、ポイントを絞ってていねいに解説
しているから、挫折することなく読み進められます。

掌田 津耶乃◉著

本体2580円（税別） ISBN978-4-297-11034-5

丁寧な解説とわかりやすいイラストで、はじめてプログラ
ミングを学習する人も安心して読み進められます。リファ
レンスとしても活用可能。 章末には練習問題あり。

鈴木たかのり、他◉著

副業をスタートさせたりしている人たちが

実践入門

陶山 嶺◉著 A5判 368頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-11111-3

232頁

でもテキストとして利用されており、この本

つくってマスター

掌田 津耶乃◉著 A5判 608頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-7741-9578-0

ＷＥＢ制作
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最短距離でゼロからしっかり学ぶ

Python

かんたん

実践活用ガイド

あなたもPythonの基本をしっかり学びま

しょう。本書は世界の中学、高校、大学

Python入門 実践編

Python

10歳の小学生から定年世代まで、世界

中の読者が学んだプログラミング入門書で、

本書はPythonを使って、めんどうな業務を自動化・効率
化する方法を紹介します。プログラミングがはじめての人
にもわかるように、コードの書き方からしっかり解説。ひと
とおりの業務をプログラムで動かす方法がわかります。

パーフェクト

Python

［改訂2版］

加藤 耕太◉著 B5変形判 440頁
本体3280円（税別） ISBN978-4-297-10738-3

露木 誠、小田切 篤、他◉著 B5変形判 544頁
本体3280円（税別） ISBN978-4-297-11223-3

Pythonによるクローリング・スクレイピングの入門から
実践までを解説した書籍です。データの収集・活用がしっ
かりと基本から学べます。

「 パーフェクトPython」 の 改 訂 版。 前 版はPython
3.2/3.3系から最新のバージョン（Python 3.8）に変更
しました。

Python

最速データ収集術

スクレイピングで
Web情報を自動で集める
清水 義孝◉著

NEW

A5判 256頁

本体1800円（税別） ISBN978-4-297-12641-4

初心者でも実践できるように、プログラミングやWeb
ページのしくみの知識は必要最小限に抑え、練習用の
ページやサンプルのプログラムでスクレイピングを実践し
ながら学びます。

前処理大全

データ分析のためのSQL/
R/Python実践テクニック

本橋 智光◉著 B5変形判
336頁 本体3000円（税別）
ISBN978-4-7741-9647-3
データサイエンスに取り組む上で欠かせない「前処理
スキル」 の効率的な処理方法を網羅的に習得できる構
成となっています。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

プログラミング

R

RStudio

[実践]入門

R言語のIDEであるRStudioと、モダンなデータ分析を実現す

るtidyverseパッケージの入門書です。RStudio v1.4に対応。

効率的なデータ加工のための基礎知識
西田典充◉著 A5判 352頁
ISBN978-4-297-12514-1

データ分析ワークフロー効率化の実践

igjit, atusy, hanaori◉著 A5判 288頁
ISBN978-4-297-12524-0

本体2980円（税別）

本体2900円（税別）

ビジネスパーソンに向けた、脱Excel、プログラミングの

あなたがRを利用していればラッキーです。Rの豊富なパッケージを利

入口につながるR言語でのデータ分析入門書です。

3ステップでしっかり学ぶ

用することでデータ分析のワークフローを効率化できます。本書は単

純な作業をプログラミングによって自動化する方法を解説していきます。

WINGSプロジェクト 竹馬 力◉著 B5変形判 256頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-7741-9502-5
イラストによる図解方式で概念をやさしく解説。 初めて
の人でも安心して学習を進めることができます。章の最
後には練習問題を収録しています。

PHP No.1

3ステップでしっかり学ぶ

小田垣 祐、大井 渉、金替 洋佑◉著
B5変形判 304頁 本体2460円（税別）ISBN978-4-7741-9044-0
本書では、初めてPHPを学習する人向けに文法の基本からプログラミン
グのポイントを丁寧に解説しています。予習→実践→復習の3つのプロセ
スを踏むことによって、PHPの基礎をしっかり身に付けることができます。

五十嵐 邦明、他◉著 B5判 288頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-10123-7
プログラミングがまったく初めての人でもRubyのインス
トールから手取り足取り解説しているので、つまずくこと
なく学習を進められます。

改訂新版

［改訂2版］

伊藤 淳一◉著 B5変形判 568頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12437-3
Rubyの基本的な文法をサンプルコードで学び、例題でRuby
のコーディングとテスト駆動開発の流れを体験できます。1版は、
Ruby入門書の定番とも言える存在になりました。Ruby 3.0対応。

PHP No.3

PHPはどのように
動くのか

ゼロからわかる

PHP超入門

HPコアから読み解く仕組みと定石

星野 香保子◉著 B5判 240頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-7741-7891-2
Webの仕組みからPHP（PHP5.5／5.6）の言語仕様を中心に
重要な説明だけを厳選しています。豊富なソースプログラム＋例題
＋別冊解答を収録。ビギナー卒業に必要な知識を網羅しています。

蒋池 東龍◉著 A5判 248頁
ISBN978-4-7741-7642-0

本体2280円（税別）

PHPの知られざる内部構造を解説した、日本初の書。「メモリを節約したり、
処理を軽くしたりするスクリプトを書くには」といった他にない話題が満載です。

PHP本格入門
［上］

ボリュームで集大成。

大家 正登◉著 B5変形判 688頁
本体3580円（税別） ISBN978-4-297-11468-8

テクニックが適合しやすいだろう？」

「この目的を実現するためには、どの文法

大家 正登◉著 B5変形判 520頁

本体3580円（税別） ISBN978-4-297-11470-1

といったことを思考しつつ、「とりあえずは動

く」 だけで終わらない、現場に求められる
品質を形にするための知識とテクニックを解
説します。

改訂第３版

PHP

ポケットリファレンス

本体2580円（税別）

PHPカンファレンスの中心メンバーが執筆したPHPの一
番新しい定番書です。現場で使えるをコンセプトにさま

網羅的に解説されているだけでなく、各技術に関しては
基本からしっかり解説し、必要な箇所では、内部処理が
裏で何をしているのかを掘り下げて解説しています。

PHP 5/4による開発の際によく利用される機能を集約
し、必要な知識を目的別、逆引きでまとめました。開発
の現場には1冊置いておきたい書籍です。

ざまなノウハウを凝縮したエンジニア必携の1冊です。

大垣 靖男◉著 四六判 648頁
ISBN978-4-7741-7229-3

学

小川 雄大、柄沢 聡太郎、橋口 誠◉著 B5変形判 592頁
本体3600円（税別） ISBN978-4-7741-4437-5

工

石田 絢一、石山 宏幸◉著 B5判 208頁

本体2180円（税別）ISBN978-4-297-11055-0

学

PHP

に、どんなアプローチができるだろう？」

数

パーフェクト

「このプログラムをより読みやすくするため

統計／データ解析

オブジェクト指向設計、セキュリティ、
現場で使える実践ノウハウまで

現場で役立つ最新ノウハウ！

PHPの基礎から実践までを、上下巻のフル

プログラミングとオブジェクト指向の
基礎からデータベース連携まで

PHP本格入門
［下］

みんなのPHP

Webアプリケーションの 定 番 言 語である

インフラ

PHP No.2

Ruby入門

Ruby超入門

プログラミング

PHP入門

プロを目指す人のための

ＷＥＢ制作

PHP

ゼロからわかる

クリエイティブ

Ruby入門

その他

Perlではじめる

プログラミング
超入門

Perl

深沢 千尋◉著 A5判 608頁
ISBN978-4-7741-7791-5

実践

Scala入門
瀬良 和弘、水島 宏太、他◉著 A5判 320頁
ISBN978-4-297-10141-1

本体2380円（税別）

本体2980円（税別）

本体3280円（税別）

簡単なサンプルコードを題材に、わかりやすい言葉で解説しています。作例として
ゲームを作るなど、楽しみながら学習できる内容になっています。また、各章末に
は要点整理と練習問題を用意し、巻末には取り外し可能な解答集も付属しています。

データ構造、アルゴリズム、ファイル処理、日本語処理、正規表
現をまったくの初歩から学ぶことで、基本的な考え方から、実用的
なプログラミングまで、楽しく身につけられることを目的としています。

Scalaの 言 語 仕 様、 そしてエコシステムを解 説する
Scala入門書の決定版！ 現場での開発に必須の知識も
身につく，Scalaプログラマ必携の一冊。

企業研修

高橋 順子◉著 B5判 192頁
ISBN978-4-7741-9263-5

かんたん

その他資格

プログラミング

IT

Ruby
Ruby No.1

プログラミング

データ分析入門

情報リテラシー

プログラミング

Rが生産性を
NEW
高める

NEW

系資格

松村 優哉、他◉著 B5変形判 296頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12170-9

NEW

Rでらくらく

Office

改訂2版 Rユーザのための
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NEW …新刊

インフラ

…CD-ROM付属

…DVD付属

Linux／Unix

Office

ゼロからわかる

Linux

Webサーバー超入門

［Apache HTTP Server対応版］
小笠原 種高◉著

系資格

IT

本体2480円（税別）

B5判 264頁
ISBN978-4-297-10070-4

Webサーバーをつくって動作させたい方のための一番やさしい入門書です。
Linuxの基本操作からWebサーバーの起動、Webサーバー上でのPHP

プログラムの実行、実際に公開して運用するまで一通りの操作が学べます。

情報リテラシー

［試して理解］

Linuxのしくみ
実験と図解で学ぶOSと
ハードウェアの基礎知識

クリエイティブ

武内 覚◉著 B5変形判
ISBN978-4-7741-9607-7

本体2980円（税別）

288頁

サーバ、クラウドからスマートフォン、IoT機器まで幅広
く利用されているLinux OSを対象に、OSとハードウェ
アに関するしくみがどのように動くのか、実験とその結果
を示すグラフを用いてわかりやすく解説します。

ＷＥＢ制作

基礎からしっかり学ぶ

Linux
入門

NEW

プログラミング

河原木 忠司◉著 B5変形判 448頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12545-5
Linuxの基本とコマンドの使い方をわかりやすく解説した
入門書です。 仮想マシンファイで書籍掲載の実行例を
そのまま試せます。

インフラ

インフラ

ネットワーク

［改訂4版］

改訂第3版

TCP/IPネットワーク

統計／データ解析

ステップアップラーニング
三輪 賢一◉著 B5判 304頁
ISBN978-4-7741-9361-8

…スライド用図版ダウンロード

Linux

沓名 亮典◉著 四六判 608頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-7741-7404-4

では書式／使用例などをコンパクトにまとめています。

OS 8に対応（一部Raspberry Pi OS）。

数
学
工
学

増田 若奈、根本 佳子◉著 A5判 192頁
ISBN978-4-7741-9777-7

本体1680円（税別）

その他資格

ネットワークの仕組みは初心者にはなかなか理解が難し
く、身近な技術でもイメージがつきづらいところがありま
す。本書はイメージしやすい図を豊富に掲載し、難解な
ネットワークのしくみをわかりやすく解説します。

改訂新版

3分間ネットワーク
基礎講座

企業研修

網野 衛二◉著 A5判 288頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-7741-4373-6
「ネットワークの勉強は難しくて…」とお悩みの方でも、
1講座3分の授業を読み進めていくことで、頭の中がすっ
きり整理されていくこと請け合いです。

Linux

シェル・ワンライナー
160本ノック
上田 隆一、他◉著 B5変形判 488頁

ステップアップラーニング
沓名 亮典◉著

B5判

240頁

本体3200円（税別）ISBN978-4-297-12267-6

本体2580円（税別）ISBN978-4-7741-8847-8

シェル・ワンライナーの定石やテクニックを身につけるた
めのトレーニング本です。大量の問題を繰り返し解くこと
で、実務でワンライナーを活用できるようになることを目
指します。

Linuxのインストールから、基本コマンド、シェルスクリ
プトなどの基本スキルを学び、後半ではネットワーク設定
の基本や、Linux上で動作させるサーバの構築につい
て解説しています。

UNIX

ゼロからわかる

UNIX

独習への近道

基礎講座

中井 獏◉著 B5判 280頁
ISBN978-4-7741-3980-7

中島 雅弘◉著

A5判 256頁
ISBN978-4-7741-9596-4

本体1880円（税別）

本体1940円（税別）

UNIXに 関 する知 識 のまったくない 読 者を対 象 に、
UNIXの使い方と概念をやさしく解説しています。UNIX
を始める人が最初に読むべき、超入門者向けUNIX書
籍です。

UNIXの知識を厳選することで、OSとシェルのしくみを
コマンドを試しながら理解し、自身で学ぶための基礎力
を身につけます。

ネットワーク No.2

［改訂５版］図解でよくわかる

ネットワークの
重要用語解説

きたみ りゅうじ◉著 A5判 288頁
ISBN978-4-297-11171-7

ネットワークの用語をすべてイラストで解説。初級エンジ
ニアや学生の学習用としてはもちろん、現場で活躍する

［改訂新版］

環 境はVirtualBox 6、Ubuntu 20を中 心に、Cent

1日1問、半年以内に習得

インターネットの成り立ちからIPアドレスのしくみ、
ルーティ
ングなど、TCP/IPを本当に理解するために必要となる

ネットワーク

西村 めぐみ◉著 A5判 288頁
ISBN978-4-297-12024-5

本体2680円（税別）

Linuxの基本＆コマンドの作法をまとめた入門書。動作

本体2100円（税別）

図解

シェルとコマンドライン、基本の力

本書はLinux操作に必要なコマンドを収録したポケットリファ

レンスです。機能別にコマンドを分類し、各コマンドページ

本体1980円（税別）

項目を解説しています。節末に確認問題、章末に練習
問題を掲載。

Linux＋
コマンド入門

ポケットリファレンス

ネットワーク No.1

仕事で使える基本の知識

32

…サンプルファイルダウンロード

SEやPMの 「あんちょこ」としても利用することができる
と大変好評です。

かんたん
ネットワーク入門
改訂3版

三輪 賢一◉著 AB判 176頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-8190-5
本書はネットワークの基本をイラストとともにわかりやすく
伝えます。クラウドや仮想化など最新技術を増補した第
3版。

28日で即戦力！

サーバ技術者
養成講座［改訂3版］
笠野 英松◉著 B5判 560頁
ISBN978-4-7741-9642-8

本体3280円（税別）

現場で必要なサーバ技術を、実際に操作しながら28日間で習得
できるように解説しています。導入から構築・設定・運用管理に
いたるまで、網羅的に構成し、効率よく学習できるようまとめました。

ネットワーク No.3

絵解き
本当にやさしく学びたい人の

ネットワーク
超入門
増田 若奈◉著 A5判 192頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-10638-6

豊富なイラストとやさしい解説で、これまでのネットワー
ク本に挫折した方でも、確実に「再入門」 ができます。
最初に読む1冊目のネットワーク本としてもおすすめです！

ゼロからわかる

ネットワーク超入門
TCP/IP基本のキホン

［改訂2版］

柴田 晃◉著 B5判 192頁
ISBN978-4-7741-9060-0

本体1940円（税別）

インターネットを支える基盤技術の1つである「TCP/IP
プロトコル」 や 「ネットワークの基礎知識」についてわ
かりやすく解説した入門書です。 授業におけるテキスト
教材としてもオススメです。

今すぐ使えるかんたん

ネットワークの
しくみ 超入門
網野 衛二◉著 B5変形判
ISBN978-4-7741-8081-6

本体1780円（税別）

192頁

「ネットワークモデル」の学習を通して、ネットワークを根本から
理解できます。もちろん、概念的なお話でも図解でわかりやす
く解説。この1冊で、ネットワークの「基本」を身に付けましょう！

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

インフラ

ネットワーク

ネットワークの
しくみ超入門

NEW

手を動かしながら学ぶ
IPネットワーク NEW

Gene◉著 A5判 304頁
本体2600円（税別） ISBN978-4-297-12687-2
仮想環境でネットワークを段階的に構築しながら学

の基本を根本から学習できます。

課題をご用意。

で、フルカラーイラストでていねいに解説。ネットワーク

べるように構成し、技術解説に合わせた多くの演習

図解即戦力

図解即戦力

これ1冊でしっかりわかる教科書

これ1冊でしっかりわかる教科書

ネットワーク構築&運用が

Web技術が

NEW

鶴長 鎮一◉著 A5判 256頁
本体1700円（税別） ISBN978-4-297-12309-3

若手エンジニアが、ネットワーク構築のしくみを一通り学
ぶことのできる、1冊目の入門書としてふさわしい内容で
す。

Web開発やインフラ運用における基本、かつ重要なテー
マを理解できるよう、図解でわかりやすくまとめた1冊で
す。Web技術全般を理解するために必要なトピックを
網羅しています。

これ1冊でしっかり身につく本
232頁

技術に関する解説だけにとどまらず、サーバ／インフラ
エンジニアとして必要な考え方、学習法、スキルアップ、
業務知識、職業倫理などについても解説。これからサー
バ／インフラエンジニアを目指す人にとって最適な教科
書です。

2022年
7月発売予定

す。シリーズ他書と同様、フルカラーで安い価格が特徴です。

図解即戦力

インフラエンジニアの
知識と実務がこれ1冊で

しっかりわかる教科書

インフラエンジニア研究会◉著 A5判 256頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-12289-8

NEW

インフラエンジニアの業界知識、業務内容、労働環境、
必要な知識、心構え、キャリアパスなどを豊富な図解を
まじえて解説します。

TCP技術入門

進化を続ける基本プロトコル

松田 次博◉著 A5判 224頁
ISBN978-4-297-11434-3

安永 遼真、中山 悠、他◉著 A5判 288頁
本体2680円（税別）ISBN978-4-297-10623-2

本書は、企業ネットワークの設計や運用を担当している
企業IT部門やネットワークベンダーの社員が、これから
目指すべき企業ネットワークの姿を示し、取組むべきテー
マとそれによって得られる効果を様々な事例を通じて具
体的に解説する。

TCPの 「今」 に主眼を置き、ネットワーク全般の基本
事項からTCPのしくみ、 歴史的経緯、 最新の実装ま
で平易に解説。 環境は技術者向けにLinuxをメイン＆
Virtualboxでイメージを動作確認用に公開。

本体2580円（税別）

今すぐ使えるかんたん

サーバーの
しくみ超入門

図解

サーバー

仕事で使える基本の知識

［改訂新版］

谷口 元紀◉著 A5判 232頁
本体2000円（税別） ISBN978-4-297-12922-4

トップスタジオ◉著 B5変形判 192頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-10429-0

増田 若奈、根本 佳子◉著 A5判 192頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-9757-9

レンタルサーバでWebサイトを公開、運用するときに身
につけておきたい知識を、「業務」「技術」 の両面から
網羅する1 冊です。

が重要です。オールカラーでわかりやすい解説図を使い、サー
バーのしくみや概要から運用やセキュリティまで解説します。

サーバーの学習では、サーバーを「しくみ」から理解すること

ネットワーク管理者、Web担当者も対象に、サーバー
の知識をイメージしやすい図を豊富に掲載し、わかりや
すく解説。サーバーの基礎知識がしっかりと身に付きます。

セキュリティ

セキュリティ No.1

情報セキュリティの
基礎知識

図解即戦力

セキュリティ No.2

情報セキュリティの

技術と対策がこれ1冊で
しっかりわかる教科書 NEW

脅威インテリ
ジェンスの教科書
石川 朝久◉著 B5変形判 400頁
本体3600円（税別） ISBN978-4-297-12457-1

情報セキュリティを構成する要素技術をイラスト図解でや
さしく解説していきます。第一線級の著者陣が、基本的
な事柄から最新情報までを詳細に解説します。

情報セキュリティに関する基本的な知識を、「情報セキュ
リティマネジメント試験」 の午前重点分野で出題される項

本書は、脅威インテリジェンスの基礎理論（分類・考
え方など）を紹介した後、インテリジェンスの活用方法、
情報収集技法、分析技法について解説します。

セキュリティ講義
事故が起きる理由と
現実的な対策を考える

セキュリティのための

ログ分析入門
サイバー攻撃の痕跡を
見つける技術

折原 慎吾、鐘本 楊、他◉著 B5変形判 240頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-297-10041-4

過去に実際に起きたセキュリティ事件を題材に、その事件が起
きた背景や真の原因を解説します。企業や家庭のセキュリティ
を万全にしたいなら、最新のセキュリティ事例を知ることです。

企業のシステム担当者や、情報セキュリティの専門家を
めざしている若手エンジニア・学生向けに、ログの監視・
分析手法を解説します。

CISOハンドブック
業務執行のための
情報セキュリティ実践ガイド

高橋 正和、荒木 粧子、他◉著
B5変形判 400頁 本体3400円（税別）
ISBN978-4-297-11835-8

企業研修

すずき ひろのぶ◉著 A5判 416頁
本体2600円（税別） ISBN978-4-7741-9322-9

その他資格

マジメだけどおもしろい

学

中村 行宏、若尾 靖和、他◉著 A5判 256頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-12106-8

工

NEW

中村 行宏、四柳 勝利、田篭 照博、他◉著 A5判 288頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-7741-8807-2

目を中心に、イラストを使ってわかりやすく解説しています。

学

【イラスト図解満載】

数

インフラ

統計／データ解析

Webサイト管理
業務と技術の
キホン知識 NEW

ネットワークのしくみと技術をわかりやすく解説する図解本で

インフラ

Now
Printing

企業ネットワーク
高度化教本

IT

プログラミング

馬場 俊彰◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-11944-7

本体2500円（税別）

新視点で設計する

中尾 真二◉著
本体1600円（税別） ISBN978-4-297-12793-0

ＷＥＢ制作

サーバ／インフラ
エンジニアの基本が

しっかりわかる本
A5判 192頁
NEW

クリエイティブ

のびきよ、朝岳 健二◉著 A5判 256頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-11540-1

ネットワークのしくみと
技術がこれ1冊で

情報リテラシー

ネットワークの概念から「ネットワークモデル」 の学習ま

図解即戦力

系資格

網野 衛二◉著 B5変形判 192頁
本体1800円（税別） ISBN978-4-297-12852-4

［ネットワーク超入門］

Office

図解でやさしくわかる

最新のゼロトラストセキュリティの解説や、リモートワーク
時代にすべきセキュリティ対策など、企業としてのセキュ
リティをたかめていくのか解説と指針を示します。
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NEW …新刊

インフラ

…CD-ROM付属

…DVD付属

データベース

Office

改訂第3版 すらすらと手が動くようになる

SQL

SQL No.1

書き方ドリル

系資格

IT

基本がわかる

…スライド用図版ダウンロード

SQL No.2

SQL入門

改訂4版

羽生 章洋、和田 省二、菅井 大輔◉著
B5判 296頁 本体2460円（税別） ISBN978-4-7741-8066-3
多くのユーザに愛されてきた「[元祖]SQL書き方ドリル」の改訂版。

情報リテラシー

Cloud SQL、Amazon RDSなどのクラウド版にも対応。

西村 めぐみ◉著 A5判 320頁
ISBN978-4-297-11659-0

本体2480円（税別）

想定環境はMySQLを主軸にMariaDB、PostgreSQL

とメジャーなOSS製品に対応。サポートサイトのサンプ
ルを活用して試しながら学びます。

朝井 淳◉著 四六判 656頁
ISBN978-4-7741-8732-7

本体1980円（税別）

大好評の 「SQLポケットリファレンス」 が7年ぶりのリ

ニューアル！改訂第4版の登場です。この7年の間にバー

ジョンアップした各データベースの最新版に対応。

SQL 実践入門

SQLの苦手を
克服する本

イラストで理解

SQL

はじめて入門

高速でわかりやすい
クエリの書き方

データの操作がイメージ
できれば誰でもできる

クリエイティブ

生島 勘富、開米 瑞浩◉著 A5判 248頁
ISBN978-4-297-10717-8

SQL

ポケットリファレンス

データベース＆設計の
基礎から楽しく学ぶ

PostgreSQL、MySQL、Oracle、SQL Serverや Google

ＷＥＢ制作

朝井 淳◉著 A5判 288頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-297-10543-3

本体2480円（税別）

本体2580円（税別）

イラストを中心に解説することで、SQLがわかりやすくス
ラスラ理解できます。重要な内容は全てイラストに示さ
れているので、イラスト部分だけを読むことでも、SQL
がマスターできます。また、付属のCD-ROMには、本
書オリジナルのSQL体験学習アプリが収録されています。

SQLに苦手意識を持っているITエンジニアのための書籍です。複雑な
SQLを読める／書けるようになるには、データベースの表をカタマリで操
作する考え方を理解する必要があり、性能、メンテナンス性、開発効率な
どの問題を解決するには、アプリケーションとデータベースのしくみを理解
する必要があります。それらの考え方を20のエピソードを通して解説します。

SQLのパフォーマンスを出すための、「条件分岐」「集
約」
「ループ」など日常的に実行する処理の良い書き方・
悪い書き方を解説します。

データベースの気持ちがわかる

SQL

プログラミング

はじめの一歩
朝井 淳◉著 A5判 352頁
ISBN978-4-7741-7182-1

本体2180円（税別）

インフラ

データベースという概念にはじめて触れる新人エンジニ
アを主な対象とし、データベース周辺技術の基礎知識
を満遍なく学び、標準的なSQLの文法を豊富な図版と
実践を通して身に付けることを目標とします。

3ステップでしっかり学ぶ

DB No.1

MySQL入門

統計／データ解析

［改訂2版］

山田 祥寛、山田 奈美◉著 B5変形判 304頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-9572-8
実際にMySQLの操作を行いながら、予習→体験→理
解の3つのプロセスを踏むことで、MySQLの基礎が
しっかり、やさしく身に付きます！

数

DB No.2

[改訂新版] これだけはおさえたい

学

データベース
基礎の基礎

工
学
その他資格
企業研修
34

…サンプルファイルダウンロード

谷尻 かおり◉著 A5判
本体2480円（税別）ISBN978-4-7741-3993-7

320頁

初めてデータベースと関わることになった入門者を対象に
書かれた究極の入門書です。既刊も好評をいただいてお
りましたが、改訂では、さらにパワー・アップしています。

Now
Printing
2022年
7月発売予定

［改訂2版］

DB No.3

Oracleの基本

データベース入門から
設計／運用の初歩まで NEW

渡部亮太、他◉著 ㈱コーソル◉監修 A5判 384頁
本体2880円（税別） ISBN978-4-297-12954-5
Oracleの入門書として定番の地位を確立しつつある
『Oracleの基本』を最新の安定バージョン19cに対応
させた改訂2版。

ミック◉著 A5判 368頁
ISBN978-4-7741-7301-6

ゼロからわかる

これからはじめる

SQL入門

池内 孝啓◉著 B5変形判 320頁
本体2800円（税別） ISBN978-4-7741-9687-9
初めてのひとでも理解できるよう、自宅のパソコンで実
際にデータの検索や更新などを行いながら、SQLをマス
ターすることができます。各章に練習問題をご用意。

SQL超入門
三村 かよこ◉著 B5判 192頁
ISBN978-4-7741-9258-1

本体1980円（税別）

SQLの基本を、わかりやすい解説と練習問題を通し
て読者に理解してもらうことを目的としています。初
心者が使いやすいよう、環境構築をできるだけ容易に
しています。

これからはじめる

15時間でわかる

MySQL

MySQL入門

小笠原 種高◉著 B5変形判 400頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-7741-9759-3
初めてのひとでも理解できるよう、自宅のパソコンで実
際にデータの検索や更新などを行いながら、MySQLに
よるリレーショナルデータベースの操作をマスターするこ
とができます。各章に練習問題をご用意。

はじめての

［入門］

データベース

藤島 一月男、奥 恵◉著 A5判 272頁
本体2480円（税別）ISBN978-4-7741-5576-0
数多くの現場を経験し、概念ではなく実践の対象としての
データベースというものを熟知している著者が、いま最も
実用的な教科書としてまとめたものです。

SQL Server

Transact-SQL プログラミング

実践開発ガイド

五十嵐 貴之◉著 B5変形判 496頁
ISBN978-4-297-10835-9

集中講座

馬場 俊彰◉著

B5変形判 384頁
ISBN978-4-297-10632-4

本体2880円（税別）

MySQLを業務レベルで一通り使えるようになりたい方を
対象に、2週間で業務レベルの基礎知識を習得すること
を目指した独習形式の解説書籍です。

失敗から学ぶ

RDB
の正しい歩き方
曽根 壮大◉著

A5判

288頁

本体2740円（税別）ISBN978-4-297-10408-5

おもにMySQLやPostgereSQLといったRDBMS（リレー
ショナルデータベースシステム）に関するアンチパターン
（間違った使い方）を示しながら、データベースの設計・
運用における正しい方法を解説。

新人エンジニアのための

データベースのしくみと
運用がわかる本
五十嵐 貴之◉著 A5判 288頁
ISBN978-4-7741-9571-1

本体3580円（税別）

本体1980円（税別）

すでにSQLやSQL Serverの知識はある読者を対象に、
SQL Serverの運用と管理のコツ、Transact-SQLを
用いた実業務に役立つ様々な技術や知識を紹介します。
SQL Server2005以降対象。

新人のエンジニアがデータベース全般について学びたい
ときに最初に読む本です。データベースのしくみや種類、
実際の管理・運用について実例を交えてわかりやすくま
とめられています。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

インフラ

クラウド

クラウド No.1

Amazon

ゼロからわかる

Web Services超入門

Web Servicesの

AWSの基本を最新アーキテクチャでま
るごと理解！

はじめてのクラウド

しくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書

大澤 文孝◉著 B5判 312頁
ISBN978-4-297-10661-4

菊池 修治、他◉著 B5判 272頁
ISBN978-4-297-11329-2

本体1980円（税別）

本体2680円（税別）

本体2380円（税別）

AWSのサーバーサービス、ストレージサービス、ネット

クラウドは現在では「先進的な技術」から「使っていて

基礎知識、関連知識の学習方法に始まり、最近のAWS

ら初心者向けにわかりやすく解説します。

ウドやAWSの初心者向けにわかりやすく使い方を解説

サーバレスアプリケーション開発、さらにデータ収集、分析
と可視化までを1冊で学べます。

ワークサービスについて具体的なサービス名を挙げなが

当然の基本技術」になろうとしています。本書ではクラ

AWSの知識地図

AWSエンジニア
NEW
入門講座

現場必修の基礎から
構築・セキュリティまで

学習ロードマップで体系的に学ぶ

AWS学習サイト運営YouTuberである監修者自身が実サービ
スの導入で習得しながら体系化した「学習ロードマップ」に沿っ
て、AWSのサービスとIT技術をやさしく解説していきます。

本書は、⽟⽯混交な情報リソースの中から、AWSエン
ジニアとして押さえておきたい情報源をふまえ、現場で
活躍するエンジニアたちが必須の基礎知識を解説してい
ます。

笠野 英松◉著 B5判 520頁
ISBN978-4-297-12569-1

本書は「クラウド型ネットワーク」について、クラウドに隠され
ている要素技術を解きほぐし、横断的・総合的な理解を助けま
す。個々の技術・ソフトウェアを深掘りするのではなく、ネットワー
ク下位層に焦点を当てて知識・スキルの習得を目指します。

Oracle Cloud
Infrastructure
エンタープライズ
構築実践ガイド

Google Cloud Authorized
Trainerによる実践解説

本書は、プログラミング言語としてPythonを利用してFlask
フレームワーク上でクラウド対応のアプリケーションをGAE
で開発します。その工程を通してGCPの機能を理解し、
GAE開発の根底から応用まで実施できるようになります。

統計学がわかる

大塚 紳一郎◉著 日本オラクル㈱◉協力 B5変形判 312頁
ISBN978-4-297-11809-9

本体3400円（税別）

基本的なサービスのほか、システム基盤の設計・構築・
実装方法をハンズオン形式で解説。ミッションクリティカ
ルなシステムの構築方法を学ぶことができます。

統計学がわかる【回帰分析・因子分析編】

統計学
No.1

向後 千春、冨永 敦子◉著 A5判 160頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-3707-0

ファストフード店で起こる統計的な疑問の数々を、登場人
物たちと一緒に悩み、一緒に解決しながら学べる１冊です。
仕事でデータ分析の必要を感じているビジネスマン、論文

統計解析がわかる

確率がわかる

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
A5判 248頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-4270-8

小泉 力一◉著 A5判 192頁
本体1680円（税別）
ISBN978-4-7741-8806-5

を書くために統計学の知識を必要としている学生さんなど
幅広い層におすすめです。

第5章 統計学の実際を知る
第6章 関係を科学する統計学
          （多変量解析）
第7章 ベイズ統計学
第8章 活躍する統計学

このとおりやればすぐできる 統計学 No.5

神林 博史、三輪 哲◉著
A5判 248頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-4680-5
日々生じる様々な現象を、個人と社会の関係という観点
から分析、説明するのが社会調査です。データの性質、
種類等をきちんと把握し分析しなければ、結果を活かせ
ません。 本書では数式をなるべく使わずに、社会調査
の考え方や分析結果の読み方を解説します。

演習で身につける

統計学入門

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
B5判 256頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-4507-5

坪井 博之◉著
A5判 184頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-4532-7

藤川 浩◉著
A5判 200頁 本体1800円（税別）
ISBN978-4-297-12331-4

実習を中心に統計学を基礎から効果的に学習できる大判ビ
ジュアル教科書です。Excelの表やグラフの表示機能とシミュ
レーション機能を活用して、実際に動かし実感しながら学ぶ
「やってみる」 学習により、自然と実力がつくようになります。

「アンケート調査票の作成方法」 から「統計分析の結
果の出し」までをがっちりサポート。『エクセル』及び『エ
クセル統計』という2つのソフトの使い方を初歩の初歩
から手ほどきします。

企業研修

ナースのための
データ処理

実習 統計学入門

その他資格

統計学 No.4

第4章 推測統計学の考え方

学

初歩からしっかり学ぶ

第3章 統計学に必要な確率の考え方

社会調査のための統計学

生きた実例で理解する

工

小学校で習う統計学の基礎レベルから、高校の
数学IIB、多変量解析、ベイズ統計学、ビッグデー
タなど本格的なレベルまで、統計学がまるごとつ
まったオールカラーの図鑑です。

第2章 記述統計学

学

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
B5判 160頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-7741-7331-3

第1章 統計学の基本を知ろう

統計学 No.3

数

統計学の図鑑

本書の目次

統計／データ解析

向後 千春、冨永 敦子◉著 A5判 176頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-3190-0

統計学 No.2

インフラ

統計／データ解析 統計学

プログラミング

小林 明大、北原 光星、他◉監修 B5変形判 320頁
本体3280円（税別） ISBN978-4-297-11215-8

NEW

本体3600円（税別）

ＷＥＢ制作

しくみと技術がこれ1冊で
しっかりわかる教科書 NEW

First Bookシリーズ

基礎からクラスタリング、仮想化、分散DBまで

Google Cloud Platform
GAEソフトウェア開発入門

図解即戦力

「Google Cloud」 の基礎から、サーバー、
ネットワーク、
ストレージ、DB、データ分析サービスについて、具体
的な製品を元に解説します。

NEW

菊池 修治、深澤 俊、他◉著
A5判 288頁本体2200円（税別）
ISBN978-4-297-12751-0

Google Cloudの

株式会社grasys／Google Cloud
西岡典生、田丸司◉著 A5判 288頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12301-7

詳解

クラウド型ネットワーク
のインフラ技術

クリエイティブ

CloudTechロードマップ作成委員会◉著
くろかわ こうへい◉監修 A5判 256頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-297-12537-0

開発で求められるWebアプリケーション構築のポイント、

情報リテラシー

します。

IT

系資格

小笠原 種高◉著 A5判 240頁
ISBN978-4-297-10889-2

みんなのAWS

Amazon

Office

図解即戦力

統計学の初歩からスタートして、検定やベイズ統計まで
Excelによる実際の統計処理も体験しながら学べます。
豊富な例題と演習問題を解き進めることで自然と統計学
の基礎が身につきます。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

統計／データ解析 統計学
Office
系資格

IT

ゴリラ部長が教えてくれた

１冊でマスター

大学の統計学

機械学習がわかる
統計学入門

表 孝憲◉著
A5判 240頁 本体1500円（税別）
ISBN978-4-297-12485-4

石井 俊全◉著
A5判 320頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-10112-1

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
A5判 208頁 本体2200円（税別）
ISBN978-4-297-12219-5

統計の「超」入門

主人公の山田君がゴリラ部長から様々な課題やヒン
トをもらいExcelを使い統計についての理解を深め
ていきます。

情報リテラシー

親切ガイドで迷わない

クリエイティブ

曼荼羅で読み解く
データ解析の基礎

高橋 麻奈◉著
A5判 224頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-7414-3

三中 信宏◉著
B5判 240頁 本体2300円（税別）
ISBN978-4-7741-9753-1

統計データの取り方や使い方などの初歩から推測や検
定といった応用までを丁寧に解説します。果物を使った
例で一貫して解説し、統計をとるということを俯瞰的に
わかるようにしました。実践的な Excelを使った統計の
計算も扱います。

機械学習の理解に必要な統計学の知識をわかりやすく解説した
入門書です。図を多用し、具体例を重視した内容になっています。
また、Excelを使って解説するので、大学レベルの難しい数学の
知識のない入門者でも、視覚的にそのしくみを学ぶことができます。

統計思考の世界

統計学

広大な統計学の世界を一枚の「統計曼荼羅」として解
説した書籍です。本書は長年にわたる筆者の「講義録」
－「統計曼荼羅の世界」を分かりやすい一冊に凝縮しま
した。どんな統計手法があるのか、相互関係はどうなっ
ているのか、本書で統計学の世界を鳥瞰します。

［プロ野球でわかる！］

はじめての統計学
佐藤 文彦◉著 岡田 友輔◉監修
A5判 240頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-8727-3

統計分析の基本を、プロ野球の分析を通して学ぶ入門
書です。多くの方がイメージしやすく、かつ分析に必要
なデータを取得しやすいプロ野球の分析を題材に、統
計分析の手法や結果の考察方法を初学者の方にもわか
りやすく解説します。

ＷＥＢ制作
プログラミング

確率・統計の
しくみがわかる本

身につく

身につく

長谷川 勝也◉著
四六判 440頁 本体1580円（税別）
ISBN4-7741-0929-0

向後 千春、冨永 敦子◉著
A5判 208頁 本体1680円（税別）
ISBN978-4-7741-8003-8

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
A5判 240頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-8074-8

本書は、推定・検定の真の理解のために、高校生、大
学生からビジネスマンまで幅広く読むことができます。特
に近年、金融関係を勉強されている人で確率・統計で
苦労している人が多いと思いますが、大きな助けとなる
ことでしょう。

統計学の超基本が手を動かして学べる！Excelを使った
データ分析の実際の流れを、初歩からていねいに解説
する一冊です。具体的な問題設定とマンガで進んでいく
ストーリーによって、データ分析の全体の流れが身につ
きます。

近年爆発的に普及し、迷惑メールのフィルタリングソフト
や機械学習などにも活かされているベイズ統計学。この
「知らないでは済まされない」 強力な解析ツールの基
本的な考え方や活用について、初学者向けにていねい
に解説していきます。

入門統計学

ベイズ統計学

インフラ

多変量解析入門

統計／データ解析

多変量解析超入門

Excel演習でムリなくわかる

フリーソフトjs-STARで
かんたん 統計データ分析

加藤 剛◉著
A5判 240頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-5630-9

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
B5判 256頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-4895-3

中野 博幸、田中 敏◉著
A5判 208頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-5019-2

本当に使えるようになる

多変量解析はまず手を動かしてデータを操作していくこ
とで身につきます。クラスタ分析（グループ分け）から
フリーソフト「R」を使って樹形図を描いたり、グラフを
描いたりして分析を進めていきます。

実習

回帰分析や因子分析を中心に、多変量解析の手法を学習で
きる入門書です。Excelを用いた演習を豊富に掲載し、抽象
的で難解な多変量解析も考え方から分析法までムリなく理解で
きるようになります。『実習 統計学入門』の続編としても。

「js-STAR 2012」を用いたレポート作成方法を丁寧に
解説。例題ベースで統計的解釈と研究への役立て方も
説明し、応用までカバーした独習にも最適な一冊です。

統計／データ解析 データ解析

数

現場ですぐ使える

学

時系列データ分析
横内 大介、青木 義充◉著
A5判 224頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-6301-7

工
学
その他資格
企業研修
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イントロとして統計学に必要な確率、微積、線形代数も解説
しており、この本1冊だけで統計学を無理なく学ぶことがで
きます。実例を含む多くの例題を取り上げているので、実
用的なイメージも掴みやすいでしょう。別冊として演習問題付。

ビッグデータの活用を望む企業や組織の増加により、
データを正しく分析、有効に扱えるデータサイエンティス
トが求められています。 本書では株価や収益率等の時
系列データを正しく分析する具体的な方法を実例で解説。

生命科学データ解析
を支える情報技術
坊農 秀雅◉監修・著 粕川 雄也、他◉著
B5変形判 192頁 本体2580円（税別）
ISBN978-4-297-10319-4
生命科学データ解析では、日ごろエンジニアが扱って
いる情報技術が応用されていることはあまり知られて
いません。本書では、生命科学データを扱う技術の面
白さとバイオインフォマティクスのいまをやさしく解
説します。

施策デザインのための

データ活用のための

数理モデリング入門
水上 ひろき、熊谷 雄介、他◉著
A5判 264頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-11341-4

1章では「数理モデルの考え方」をごく単純な例を用
いて解説します。続く章では、購買予測、離脱予測、
意思決定、オンライン広告、ネットワーク科学、画像
解析などの社会実装を通して数理モデリングがもたら
す恩恵を解説していきます。

機械学習入門

データ分析技術をビジネスに
活用する正しい考え方

斎藤 優太、他◉著 ㈱ホクソエム◉監修 A5判
336頁 本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12224-9
これまで軽視されてきた「機械学習の威力を担保するた
めに必要な前提のステップ」をフレームワークとして明
文化し、データから施策を導くプロセスを自らデザインし
てきます。

AI・データ分析
プロジェクトのすべて

エンジニアのための

データ分析基盤入門
データ活用を促進する！
プラットフォーム＆データ品質の考え方

[ビジネス力×技術力＝
価値創出]

大城 信晃、他◉著 A5判
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-11758-0

320頁

これまでメインテーマとして語られることのなかった
「ビジネス⼒」に焦点をあてて、データ分析プロジェク
トを一通り解説していきます。

NEW

斎藤 友樹◉著 B5変形判
272頁 本体2720円（税別）
ISBN978-4-297-12724-4

システムとデータの両面にスポットを当て、データ分
析基盤の整備/運用/活用の指針をまとめた入門書です。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

統計／データ解析 データ解析
今すぐ使えるかんたん

Excelデータベース
完全ガイドブック

システムと開発がこれ1冊で
しっかりわかる教科書

数 学

平井 明夫◉著 B5変形判
352頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-10300-2

IT

ビジネスの現場で本当に役に立つExcelデータ分析の手法と利
用法を解説した書籍です。ダウンロードしたサンプルデータで、
各種データ分析をExcelで実際に体験することができます。

微分積分

大学の微分積分

微分方程式の基礎

石井 俊全◉著 A5判 304頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-6545-5

高橋 麻奈◉著
A5判 240頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-6528-8

潮 秀樹◉著
A5判 208頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-4006-3

はしょらない親切ガイドつきでしっかり計算ができるようになる、
初学者のためのイチから学習本。高校の微分積分のおさらい
から、最終的には2変数の積分までを手際よく学べます。

ワナにはまらない

微分積分

物理屋が贈る数学講義

微分積分で数学に躓いた方へ贈る、数式からではなく、直
感と感覚でイメージをつかむことから始める解説書です。

大上 丈彦◉著 森皆 ねじ子◉絵 A5判 320頁
ISBN978-4-7741-5568-5

頭にしみこむ

微分積分
瀬山 士郎◉著 A5判 208頁
ISBN978-4-7741-8078-6

本体1880円（税別）

本体1680円（税別）

オオカミ先生がいるからもう大丈夫！ざっくばらんな語り口を
楽しんでいるだけで数学への取り組み方が身についてしまい
ます。易しくない高校数学を優しくかみ砕くオオカミ流再入門。

第１部ではまず算数の領域から最小限の数式だけを使って説明し、
微分積分の考え方を見直していきます。第2部では、第1部で理
解した考え方がどういう意味を持ってくるのかを探っていきます。

プログラミング

池末 翔太◉著
A5判 224頁 本体1680円（税別）
ISBN978-4-7741-9386-1

微分方程式は、工業や産業、さらには自然現象を含むあら
ゆる分野で解析に使われます。本書では、微分方程式の
種類による解き方の違いをグラフでわかりやすく解説します。

ＷＥＢ制作

使い道がわかる
微分積分

クリエイティブ

大学の微分積分

親切ガイドで迷わない

高校の復習から大学生を悩ませるε-δ論法までを、学ぶ
人の視点で解説。豊富な図とグラフにより式の意味を理
解しながら、また多彩なパターンの問題で実際に計算しな
がら学べます。別冊には演習問題と確認問題を掲載。

線形代数・その他

1冊でマスター

石井 俊全◉著 A5判
本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-7037-4

中村 厚、戸田 晃一◉著
A5判 240頁 本体1780円（税別）
ISBN978-4-7741-4346-0

石井 俊全◉著 A5判 288頁
本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-12878-4

320頁

大学の複素関数

基礎的な概念から実際の演算までをしっかり理解できるよう
にやさしく解説。堅苦しさのない「読める」「わかる」 線形
代数の本です。線形代数に戸惑う大学生から意欲的な高校
生、線形代数に興味を持つ大人まで幅広い方にお勧めです。

親子でかんたん

虚数単位を扱った複素関数を学びます。実数だけで考
えていた窮屈さが、複素関数を学ぶことで自由に開放さ
れたようになりもっと自在に数や関数が操れるようになり
ます。

数学能力開発研究会◉著
B5判 192頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-7741-5627-9

涌井 良幸、涌井 貞美◉著
B5判 384頁 本体2980円（税別）
ISBN978-4-7741-9226-0

小酒井 亮太◉著
A5判 224頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-11968-3
本書を活用することでデータサイエンスにおけるプログラ
ミングで数値微分・数値積分や数値計算そのものの重
要さを再確認できるでしょう。

図解でわかる

はじめての電気回路

電気回路学習における安心のロングセラーが、このたび最新改訂
版に！練習問題や発展学習のためのコラムを追加し、使い勝手が
向上いたしました。一通りの内容をていねいに細かく解説している
ので、独習用途にも最適です。

できるように
なりました！

改訂新版

図解でわかる

はじめての電子回路
大熊 康弘◉著
A5判 416頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-7741-9379-3

企業研修

大熊 康弘◉著
A5判 448頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-7741-9131-7

ダウンロード

図解でわかる シリーズ
その他資格

改訂新版

このような
図版が

学

電気・電子

工

高校数学全般をビジュアルな1冊に凝縮した、初学者向け
の“高校数学大全”です。大判オールカラーの見やすい
紙面、豊富な図解と例題、わかりやすい解説で、高校数
学をひととおり学びたい人、学びなおしたい人に最適です。

学

高校数学大全

数

機械学習・統計処理
のための数学入門

ビジュアル

ずかん算数・数学

「ずかん」 形式で、ながめながら、算数・数学の基
礎を学ぶ本です。四則計算から始まり、筆算のやり方、
分数、三角形、立体などが大きく図になっていて、しく
みから学ぶことができます。

NEW

統計／データ解析

大学数学の必須科目「線形代数」を1冊でマスター！ 高
校で扱わなくなっても理系では必須の行列、掃き出し法な
どを計算過程を省かずにていねいに解説。初歩から実践
まで参考書と問題集を兼ねた構成でじっくり学べます。

インフラ

大学の線形代数

線形代数が
わかる

1冊でマスター

工 学

井上 香緒里◉著 B5変形判
288頁 本体2080円（税別）
ISBN978-4-297-11841-9
Excelで大量のデータを扱う人向けに、テーブルやピ
ボットテーブルを使ったデータの管理方法や、必要な
データの抽出・集計方法を技集形式で解説します。

1冊でマスター

数 学

［Excel 2019/2016/2013対応］

情報リテラシー

一般的なWebサービスを展開する企業でデータに携
わる人たちが備えるべき基本知識を図とともにわかり
やすく解説しています。

［2019/2016/2013/365対応版］

系資格

渡部 徹太郎◉著 A5判
232頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-297-10881-6

Excelビジネスデータ分析
徹底活用ガイド

Office

図解即戦力

ビッグデータ分析の

電子回路学習における安心のロングセラーが、このたび最新改訂版
に! 使い勝手はそのままに復習用の練習問題や「モータ制御」 の章
を追加しました。一通りの内容をていねいに細かく解説しているので、
独習用途にも最適です。
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NEW …新刊

工 学

…CD-ROM付属

…DVD付属

Office

読める 描ける

実力・得点力アップ
問題集

NEW

牛田 啓太◉著
A5判 184頁 本体2200円（税別）
ISBN978-4-297-12584-4

系資格

例題→ドリル→演習の3段階方式で構成。例題で基本

を身につけ、ドリルで実力・理解力をアップさせ、演習

情報リテラシー

の発展問題で応用力、理解力をアップさせることができ
ます。

千葉 憲昭◉著
A5判 224頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-7741-9214-7
電子回路の読み描きの説明をメインにしているため、回

路を理解できるだけでなく設計までできるように導きます。

クリエイティブ

電子回路が
一番わかる

有馬 良知◉著
A5判 176頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-297-10255-5

清水 暁生◉著
A5判 176頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-8276-6
本書では最初に電気の理論をわかりやすく説いてから、
電子部品の働きやしくみ、電子回路の基本となる動作
について丁寧に解説します。

第二種電気工事士試験に
合格するための

電気数学

電気と数学の学習会◉著
A5判 184頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-11349-0
算数や数学の勉強からしばらく遠ざかっている人や苦手

な人に向けて、電子工事士試験に必要な算数や数学を

短い時間で勉強できるようにコンパクトにまとめています。

よくわかる

ディジタルIC回路の基礎
松田 勲、伊原 充博◉著
B5変形判 304頁
本体1980円（税別） ISBN4-7741-0804-9

本書は、ディジタル回路をこれから学ぶ人のための入
門書です。基本回路、ブール代数、主なディジタルIC
の種類と特徴などを豊富な図を使ってやさしく丁寧に
解説しています。

ＷＥＢ制作
プログラミング

電気の図鑑

電気の基礎が
一番わかる

デジタル画像処理

理科教育研究会◉著
B5判 128頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-7741-5815-0

安藤 幸司、常深 信彦◉著
A5判 184頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-5103-8

山田 宏尚◉著
A5判 288頁 本体2580円（税別）
ISBN978-4-7741-9575-9

電気の基礎知識を豊富なイラストや図を交えてビ
ジュアル的にわかりやすく解説する本です。見開き
1節ごとに必ず1つの知識が習得できるようになって
います。

電気の基礎から、エレクトロニクスの最新技術（電
気自動車、スマートグリッド、エコ技術）までを、数
式を極力少なくしながらやさしく解説します。電気関
連の技術者を目指す学生のため一冊です。

増補改訂版 図解でわかる

はじめての

今回新たに自動運転やAI等々の現場で利用される最新技
術までサポート。もちろん、初版で好評を博した「デジタ
ル画像処理の根本原理」 のやさしく丁寧に解説はしっかり
維持した、デジタル画像処理の入門書として必読の1冊です。

インフラ

電気・電子

例題で学ぶ シリーズ

統計／データ解析

電気・電子の基礎科目を
わかりやすい解説文と例
題を交えて解説します。章
は15章立てで、大学授業
の講義数とリンクさせてお
り、教科書としてだけでな
く予習復習用のサブテキス
トとしても最適です。

例題で学ぶ はじめての

電気電子材料
臼田 昭司、早川 潔、伊藤 敏、
井上 祥史、鷲野 嘉映◉著
A5判 368頁
本体2880円（税別）
ISBN978-4-297-12315-4

例題で学ぶ

「電気電子材料」は、
電気・
電子系学科の専門課目で
あり、大学の２年生または３
年生で学べる専門科目です。
本書は電気電子材料に関
して、例題を通して、導電
体・抵抗材料、半導体材料、
誘電体・絶縁体材料、磁
性体材料など広範囲にわ 臼田 昭司◉著
A5判 304頁 本体2780円（税別）
たってやさしく解説します。
ISBN978-4-297-12009-2

はじめての

メカトロ
制御

数
学

はじめての
電気回路

はじめての
電子回路

はじめての
電源回路

臼田 昭司◉著
A5判 256頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-8533-0

早川 潔◉著
A5判 288頁 本体2260円（税別）
ISBN978-4-7741-9113-3

柿ヶ野 浩明◉著
A5判 192頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-9401-1

例題で学ぶ

工
学

直流回路から交流回路、過渡現象の基礎について，例題
を用いてやさしく解説しています。

例題で学ぶ

電気工学の基礎である電子回路をわかりやすい解説文と
豊富な例題を交えて解説します。

例題で学ぶ

本書は電源回路を基礎から制御、設計にいたるまで、豊
富な図と例題を交えて解説します。

はじめての
半導体

はじめての
電磁気

はじめての
自動制御

臼田 昭司◉著 A5判 208頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-7741-8643-6

臼田 昭司、井上 祥史◉著
A5判 224頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-8923-9

臼田 昭司◉著
A5判 248頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-9495-0

はじめての
電気数学

はじめての
電気電子工学

はじめての
電気機器

早川 潔◉著 A5判 312頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-10733-8

臼田 昭司、伊藤 敏、井上 祥史◉著
A5判 392頁 本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-10615-7

臼田 昭司◉著
A5判 416頁 本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-11038-3

例題で学ぶ

その他資格

例題で学ぶ

企業研修
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電子回路入門

電気回路が
一番わかる
電気回路の基本を様々な観点から回路のしくみをわかり
やすく解説した一冊です。主要な回路部品の働きやしく
みも具体的に説明します。

工 学

…スライド用図版ダウンロード

電気・電子

電気回路

IT

…サンプルファイルダウンロード

例題で学ぶ

例題で学ぶ

例題で学ぶ

例題で学ぶ

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

工 学

シーケンス制御

図解でわかる

おすすめ
ポイント

シーケンス制御の基本
望月 傳◉著 A5判 272頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-9679-4
今回は時代のニーズに合わせ、自動運転のための実践的シーケンス制御などを大幅

加筆。長年ご愛顧いただいている内容が、さらなるパワーアップで生まれ変わりました！

望月 傳◉著
A5判 240頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-7755-7

の原則をこれまでになくやさしく解説しますので、
シーケンス制御回路が読めるだけでなく書けるまで
の知識が得られます。

工 学

実用的なプログラムを作り込むのは容易ではありません。そこで工

場の中でのライン機器や検査装置など簡単な制御が自作できるよ

う、基礎編、実用編、応用編の三段階で、より実践的に解説します。

シーケンス制御回路の

「しくみ」と「基本」

小峯 龍男◉著
A5判 256頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-7741-4530-3

本書は、シーケンス制御の働きや身近な応用例から、

シーケンス制御を学習する方のための入門書。電子回

ものです。回路やプログラムなどの難しい説明より、
シーケンス制御の概念をしっかりと捉えることを目
的としています。

することができるので簡単に理解を深めることができます
（リレーシーケンス回路の基本と実用的な回路をサンプ
ルとして多数収録）。

改訂新版 図解でわかる

もう解き方で迷わない

材料力学

材料力学

徹底的にシーケンス制御の概念を理解しようとする

IT

路シミュレータTINA9を使って、動作させながら学習

力学

図解でやさしい

はじめての

有光 隆◉著

有光 隆◉著 A5判 288頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-12115-0

荒井 正行◉著 A5判 256頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-12649-0

材料力学の基本を丁寧に解説した入門書です。初学者
が理解しにくかった事柄を，まず基礎から学習できるよう
にしてあります。はじめて「材料力学」を学習する初学
者にも，わかりやすい図解で解説した入門書です。

材料力学について演習問題を解き進めながら理解を進
めていきます。公式や解法を暗記するのではなくひとつ
ひとつ理解しながら学習を進めます。

入門

材料力学
272頁

「力学」と「材料」の基本的な事柄から「組み合わせ
応力」までをやさしく丁寧に解説した、はじめて材料力学
を学習する人のための入門書です。微分・積分を使わず、
三角関数の知識のみを基礎として解説してあります。

NEW

ゼロからわかる

はじめての

小峯 龍男◉著
A5判 288頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-8068-7

小峯 龍男◉著
A5判 288頁 本体2200円（税別）
ISBN978-4-7741-8657-3

丸山 一孝◉著
A5判 312頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-7741-4114-5

材料力学

予備を必要とせずに読める入門書です。基本的な考え
方を重要なテーマごとに簡潔にまとめています。立体的
なイラストで初学者にもイメージしやすいように解説して
います。

3Dイラストを使って、見えない「力」をイメージしやす

くすることで、わかりやすくした入門書です。 数式が苦
手な人のために、重要公式などの展開過程を示して考
え方が伝わるようになっています。読者の基礎知識を深
めるコラムも掲載。

構造力学

もう構造力学は苦手科目だとは言わせません。問題を解

くルールと意味、手順・ポイントを詳しく丁寧に解説した
本書なら、苦手意識を払拭し迷路から抜け出せます。
「難
しい」 が「わかった」に、そして得意分野への道が切
り開けます。

堀口 剛◉著
A5判 304頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-7741-4702-4

石原 敦、中原 真也◉著
A5判 192頁 本体1780円（税別）
ISBN978-4-7741-5652-1

伊東 正人◉著
A5判 256頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-4287-6

説書です。学ぶ上で必要な数学や物理の知識は、的を
絞って1ステップごとに丁寧にコメントをつけています。

量子力学の基本的な考え方や発展経緯を初心者向けに、
図やイラストを豊富に使って解説した入門書。難しい数式
は巻末にまとめ、本文では限定した重要な数式だけで説明
をします。現代物理学の面白い世界を堪能できる本です。

学

い解説と豊富な練習問題で、苦手意識にとらわれること
なく、スイスイと読み進められます。

理系学生に必須でありながらも理解しづらい熱力学を、
今日的な具体例を取り上げて学習意欲を掻き立てる解

工

量子力学が
わかる

学

熱力学が
わかる

数

力学の基礎
高専・大学の理工学部学生をメインターゲットとした「力
学」 の基礎的な解説書。堅苦しさのない、わかりやす

統計／データ解析

安全なものつくりに不可欠な材料力学の、特別な工学

機械力学入門

インフラ

ゼロからわかる

プログラミング

A5判

本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11063-5

ステップ解法で学ぶ

ＷＥＢ制作

［改訂新版］これならわかる

機械
改訂第3版

図解もの創りのための

やさしい機械工学

改訂のポイント ①記述がより適切になるように全面見直し
②時代に合わせ3Dプリンタの記事を追加
③付録「機械工学と機械学習」を追加

やさしい機械設計

機械加工が
一番わかる

有光 隆、八木 秀次◉著
A5判 288頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-7741-4237-1

平野 利幸◉著 A5判
本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-8498-2

機械設計を初めて学習する人、モノづくりの基礎から学
習したい方にお薦めします。機械要素設計の基礎にはじ
まり歯車減速機の設計まで、基礎から詳しく解説。

176頁

企業研修

門田 和雄◉著
A5判 384頁 本体2380円（税別）
ISBN978-4-297-11962-1

図解モノづくりのための

その他資格

工 学

武永 行正◉著 A5判 176頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-10155-8

熊谷 英樹◉著
A5判 248頁 本体2480円
ISBN978-4-7741-3780-3

クリエイティブ

初心者が手軽に読めて理解できる「やさしさNO1」
のシーケンス制御の本です。基礎理論と組み合わせ

シーケンス制御が
一番わかる

シーケンス制御

情報リテラシー

図解 ゼロから学ぶ

シーケンス制御入門

使いこなす

系資格

昭和50年から続く定番書籍『図解でわかるシーケンス制御の基本』の改訂第三版。

★ 自動運転の根幹となるシー
ケンス制御の技術が驚くほ
どわかる！
★ 今までカバーしきれなかった
幅広い技術まで一つひとつ
丁寧に解説。
★ 初学者はもちろん、 技術者
もナットク！ シーケンス制
御の神髄がこの1冊に凝縮。

Office

増補改訂レベルアップ版

機械加工には多様な方法があり、様々な工作機械が存在します。本書は、
旋盤やマシニングセンタといった代表的な工作機械の特徴や構造、主な
加工方法、基本操作、機械メンテナンスなどをわかりやすく解説します。
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NEW …新刊

工 学
Office
系資格

IT

…CD-ROM付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

機械

自動車 解剖
マニュアル

自動車整備が
一番わかる

メイカーのための

繁 浩太郎◉著
B5判 128頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-7741-7314-6

松平 智敬、他◉著
A5判 176頁 本体1940円（税別）
ISBN978-4-7741-9019-8

門田 和雄◉著
A5判 192頁 本体2260円（税別）
ISBN978-4-297-12673-5

情報リテラシー

クルマ部品の仕組みを専門外の人にも分かるように、図
解でわかりやすく詳しく解説します。ボディ・エンジン・
駆動系などのメインの部分から、制御系・内装に至るま
でありとあらゆる機構やパーツをみていきます。

自動車整備とはどのような業務なのか、豊富な図・写真
を用いて説明します。自動車整備の入門書として、整備
士を目指す方はもとより、営業職の方や自家用車の簡単
なメンテナンスをしたい方に向けてわかりやすく解説します。

ねじのキホン
NEW

機械工学の教育者である著者が、やさしくていねいにね
じの基本となる知識をまとめて説明しています。

現場の即戦力シリーズ

クリエイティブ

はじめての
半導体プロセス

エレクトロニクス部品実装のための

はじめての粘弾性解析
NEW
中村 省三◉著 A5判 216頁
本体2600円（税別） ISBN978-4-297-12771-8

前田 和夫◉著 A5判 304頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-7741-4749-9

はじめての半導体
ドライエッチング技術

ＷＥＢ制作

はじめての半導体
リソグラフィ技術

プログラミング

工 学

マイクロセンサ工学
室 英夫、藍 光郎、他◉著
A5判 248頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-7741-3904-3

シーケンス制御

改訂版

使いこなす

野尻 一男◉著 A5判 200頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-297-11599-9

熊谷 英樹◉著
A5判 248頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-7741-3780-3

はじめての

油圧システム

正木 克典、熊谷 英樹◉著
A5判 280頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-7741-3781-0

岡崎 信次、他◉著 A5判 312頁
本体2580円（税別） ISBN978-4-7741-4939-4

すぐに使える

精密切削加工

大坪 正人◉著
A5判 248頁 本体2580円（税別）
ISBN978-4-7741-4495-5

設計・製造

木造住宅設計
の教科書

即戦力になる人材を育てる！

製品設計の基礎入門

インフラ

髙橋 俊昭◉著 A5判
ISBN978-4-297-11914-0

住宅計画・意匠・構造・設備設計ま
で一冊でわかる

160頁 本体1780円（税別）

統計／データ解析

初めて設計業務に携わる人のために、現場の製品設計業務に必
要な基礎知識をやさしく解説。日本設計工学会が主催している「設
計コンテスト」における研修指導経験で得た、現場で活用できる・
即戦力となる人材を育てるために必要なノウハウ、知識が本書に盛り込まれています。
これからの設計者が習得しなければならない幾何公差を活用した図面の基礎、3D図面によ
る設計手法、モールド部品、モールド部品設計の基本を学ぶことができます。

職人技 シリーズ

和田 浩一◉編著 橋本 幸博、藤野 栄一◉著
A4判 248頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-11704-7
デザインのみならず、構造計算や地質、住環境を踏まえた上の設計を初学者にわかり
やすく解説した教科書。職業能力開発総合大学の先生たちによる木造住宅設計の知
識を一冊に凝縮。

数
学

電動ドリルの
職人技

テスターの
職人技

はんだ付けの
職人技

高橋 甫◉著
A5判 128頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-7300-9

市川 清道◉著
A5判 128頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-7472-3

野瀬 昌治◉著
A5判 128頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-6046-7

工
学

電気ドリルの基礎的な使い方からちょっとした工夫による技あり
の技術まで、豊富な写真でわかりやすく手順を追って説明します。
安全対策、機種別の紹介からアタッチメントについても解説します。

工 学
その他資格
企業研修
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…DVD付属

電気器具や自動車の電気系統の故障チェックなどを行う
際に必要なテスターの使い方を豊富な写真やイラストを
交えて手取り足取り説明します。

ものづくりの基本であるはんだ付けのノウハウを豊富な写真でビ
ジュアル的に紹介。成功例と失敗例、さらには工具の選び方や
種類と用途、作業環境や基本姿勢に至るまで幅広く紹介します。

電子工作・組込み

基礎入門 シリーズ
改訂新版 作る，
できる／基礎入門

電子工作の素
後閑 哲也◉著 B5判 384頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-12409-0

8ピンPICマイコンの
使い方がよくわかる本

LED電子工作の素

後閑 哲也◉著 A5判
本体2680円（税別）
ISBN978-4-7741-4464-1

杉本 靖◉著 A5判 328頁
本体2680円（税別）
ISBN978-4-7741-4519-8

部品の知識、回路図の読み方、工作道具の使い方から加工、製作まで詳し
く解説しています。改訂版では、シングルボードコンピュータの中でも特に人
気の、micro:bit、Arduino、Raspberry Piをとりあげます。

296頁

テスターの使い方が
よくわかる本
大矢 隆生◉著 A5判
本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-3901-2

208頁

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

工 学

電子工作・組込み

Raspberry Pi
徹底入門

ゼロからよくわかる！

Arduinoで
電子工作入門ガイド

Arduinoを使った電子工作入門書。全体を2つに分け、基本編
では共通の作例を用いながら、実際に手を動かしてArduinoの基
本機能を順番に学んでいきます。実践編では、扱うパーツを増や
しながらより具体的な作例を作ります。サンプルコードをDL可能。

ESP32でクラウドにつなげる電子工作をはじめよう！

「ESP32」とういマイコンを使い、電子工作の基本・センサ
の活用、Micro Pythonの利用法、カメラやモーターの制御
を学びます。インターネットにつながる機器を実際に作っていき
ながら、IoT開発の世界に飛び込みましょう。

ESP32とArduinoに両対応。電子工作を始めるために
必要なものから、電子工作とプログラミングの関係、は
じめてのプログラム作り、開発環境のインストールと、ス
タートから丁寧に解説します。

FPGAボードで学ぶ

M5Stack

入門&実践ガイド

NEW

大澤 佳樹◉編著 大川 真史◉編
aNo研、石川 真也、小池 誠、他◉著
B5変形判 416頁 本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-12669-8
M5Stackをこれから始めたい人と、M5Stackを活用し
ていきたい人のためのガイドブックです。入門編と実践
編の二部で構成。

図解即戦力

IoT開発がこれ1冊で
しっかりわかる教科書
坂東 大輔◉著 A5判
320頁 本体2580円（税別） ISBN978-4-297-11692-7
「デバイスとセンサ」、「通信技術とネットワーク環境」、
「ビッグデータ」、「クラウド」といったIoTの構成要素
を"広く深く"カバー。IoTの基礎を効率的に学べます。

自作マニアのための

小型モータ・
パーフェクトブック
マシュー・スカルピノ◉著 百目鬼 英雄◉監訳
B5変形判 224頁 本体価格2680円
ISBN978-4-297-10113-8
小 型 モータの 仕 組 みを基 礎 から学 び、Arduinoや
Raspberry Piによる制御までをわかりやすく解説。 原
書では反映されていない最新版のRaspberry Piによる
制御を行っています。

電子工作のための

小林 優◉著 B5変形判 408頁
本体3600円（税別）
ISBN978-4-7741-9388-5

後閑 哲也◉著 B5変形判 272頁
本体2720円（税別）
ISBN978-4-297-12052-8

図解即戦力

IoTのしくみと技術が

これ1冊でしっかりわかる教科書
IoT検定パワーユーザー対応版

IoT検定ユーザー教育推進ワーキンググループ◉著
A5判 276頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-11179-3
IoTサービスの導入の際に必要となる知識や、IoT機器
の仕組みなど、幅広い分野について理解できるようになり
ます。2018年10月より開始されたIoT検定の教科書＆
問題集としても使えます。

ROS2で
はじめよう
次世代ロボットプログラミング

近藤 豊◉著 A5判 264頁
本体価格2780円
ISBN978-4-297-10742-0
これからロボットアプリケーション開発をはじめたいと考え
る方やROS1ユーザ、ロボット開発ビジネスに携わる人
にとって有用な1冊。実在するロボットのドライバ開発作
業を通じて、ROS2プログラミングを実践的に体験します。

よくわかる

組込みシステム
開発入門
要素技術から
開発プロセスまで

組込みシステム技術協会 人材育成事業本部◉著
A5判 192頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-11966-9
最初に手を動かしながらプログラミングを体験し、組込
みアプリケーション開発に必要な要素技術と関連する情
報を体系的に学ぶことができる構成になっています。

動かしてわかる

CPUの作り方
10講

横山 直隆◉著
B5判 288頁 本体2780円（税別）
ISBN978-4-7741-1803-6

井澤 裕司◉著
A5判 416頁 本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-10821-2

Ｈ８の周辺機能をＣ言語で制御したい、そんな要望にはじめ
て応えた書籍です。Ｈ８の周辺機能を順次説明しながら、具
体的なプログラム例を豊富に示しています。Ｈ８を「わかる」
から「使える」ようにステップアップしたい人におすすめです。

企業研修

H8マイコン
プログラミング入門

その他資格

メカトロニクスの最前線で50年以上活躍を続ける著者が、
「モーター技術において本当に必要な知識とな何なの
か？」を見つめ直し、
「豊富でわかりやすいイラスト」と「懇
切丁寧な説明」で徹底解説。

スマホで操作できる「ドアの開閉で感知してLINEに通
知する 防犯カメラ」「土壌の状態をセンサーで感知する
植物の自動水やり装置」「心拍数・速度・回転数を管理
する サイクルコンピューター」などの作り方を紹介。

学

見城 尚志、佐渡 友茂◉著
A5判 576頁 本体4980円（税別）
ISBN978-4-297-11295-0

C言語による

伊藤 浩之◉著
B5判 96頁 本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-12876-0

工

メカトロニクスの
モーター技術

Node-REDの基本的な使い方や、グラフィカルな操作
画面の作り方、Raspberry Pi上で動作するIoTガジェッ
トの作り方、様々な制作例などを紹介します。

NEW

学

Node-RED
活用ガイドブック

Terasic社の学習/評価用ボード、DE0-CV / DE10Lite / DE1-SoCを題材にしたFPGAの解説書です。最
新の開発ソフトウェア・FPGAボードに更新しただけでなく、
Linux環境の構築に変えてCMOSカメラの制御を取り上
げるなど、より現代的な使い方に即した内容にしています。

はじめるIoT電子工作

［M5Stack Basic/M5StickC対応］

組込みシステム開発入門

［Intel FPGA編］

M5Stackで

アイデアをカタチにする！

数

改訂2版

人気のラズベリー・パイによる電子工作の入門書の改訂版です。ラズベリー・
パイの概要からセットアップ、OSの操作方法、Pythonプログラミングと順を追っ
て解説し、電子工作では扇風機、スマホで操作するロボットなどを作成します。

IT

統計／データ解析

藤本 壱◉著 A5判 400頁
本体価格2980円 ISBN978-4-297-11205-9

はじめての人も最大限Raspberry Piを楽しめるやさしい
ガイドです。Raspberry Pi 4に完全対応。3B+/3Aも
解説。

タトラエディット◉著 B5変形判 304頁

インフラ

ESP32＆Arduino
電子工作
プログラミング入門

本体2780円（税別） ISBN978-4-297-11523-4

プログラミング

下島 健彦◉著
B5変形判 224頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-10736-9

Raspberry Pi 4 Model B対応［改訂2版］

山内 直、他◉著 太田 昌文◉監修
B5変形判 256頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-297-11958-4

ＷＥＢ制作

IoT開発
スタートブック

［Raspberry Pi 4完全対応］

クリエイティブ

登尾 徳誠◉著
B5変形判 256頁 本体2640円（税別）
ISBN978-4-297-10237-1

ラズベリー・パイで
電子工作入門ガイド

情報リテラシー

OSやプログラム開発環境のセットアップからGPIO、カメラモジュー
ルなど各種制御方法、さらに自走ロボットの開発でアクチュエータ
の制御まで、電子工作に必要なポイントをやさしく説明しています。

ゼロからよくわかる！

系資格

菊池 達也◉著 実践教育訓練学会◉監修
B5変形判 352頁 本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-11299-8

Raspberry Pi
はじめてガイド

Office

C言語ではじめる

シンプルなCPUを例に、エミュレータの作成、FPGA上
への実装、実用的な応用までを、やさしくていねいに解
説します。10講で、基礎から応用までしっかり動かして
実感できる、CPU設計の紙上講義です。
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NEW …新刊

工 学

…CD-ROM付属

…DVD付属

…スライド用図版ダウンロード

電子工作・組込み

Office

電子工作・自作オーディオ
Tips＆トラブル
シューティング・ブック
木村 哲◉著
四六判 208頁 本体1580円（税別）
ISBN978-4-297-11361-2

系資格

IT

情報リテラシー

HP 「情熱の真空管」に寄せられた相談メールを基に、一
緒に考え、問題を解決してきたノウハウと解決方法、失敗
談を紹介、また蓄積した多くのテクニック等々もお教えします。

電子工作
入門以前

電子工作は
失敗から学べ！

後閑 哲也◉著 B5変形判 320頁
本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-7284-2

後閑 哲也◉著 B5変形判 344頁
本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-8079-3

「入門以前」 の電気・電子の基礎理論や電子回路・
部品の知識、マイコンの基本、プログラミングの基本な
どを1冊にまとめました。経験者にとっては暗黙の了解と
なることや常識であることも丁寧に解説しています。

PIC シリーズ

Raspberry Pi

PIC18F Q シリーズ

クリエイティブ

活用ガイドブック
後閑 哲也◉著 B5変形判
ISBN978-4-297-12681-0

320頁 本体2980円（税別）

活用ガイドブック

後閑 哲也◉著 B5変形判 384頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-8919-2

NEW

逆引き

Qシリーズの概要からMPLAB X IDE とXC8コンパイラによるC言語で
のプログラム開発方法解説します。

PIC電子工作

ＷＥＢ制作

やりたいこと事典

C言語による

後閑 哲也◉著 B5変形判 336頁
本体2780円（税別） ISBN978-4-297-10283-8

PICプログラミング大全

電子工作のための

PIC16F1ファミリ

プログラミング

後閑 哲也◉著 B5変形判 584頁
本体3200円（税別） ISBN978-4-7741-9649-7

活用ガイドブック

C言語でPICマイコンのプログラミングを始めたい方から、最新のPICマ
イコンの機能をとことん使い倒したい方まで、必ず役に立つ1冊です。

インフラ

工 学

本書では、より少ない労力で「電子工作のセンス」を身に付
けるために、紙面で失敗を疑似体験しながら進みます。簡単
なゲルマニウムラジオからマイコン制御までを、陥りがちな失
敗や背景、対策方法も交えながら一歩一歩説明していきます。

PICと楽しむ

電子工作のための

後閑 哲也◉著 B5変形判 440頁
本体3200円（税別） ISBN978-4-7741-5646-0

医学

ナースのための

ナースのための

病態ポケットブック

統計／データ解析

解剖生理ポケットブック

飯島 治之、久米 美代子◉著
A6判 192頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-6933-0

飯島 治之◉著 A6判 184頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-5975-1
解剖生理学の知識が見開きごとにおさめられ、簡単に情報にアクセス。しかも、美しいメディ
カルイラスト付き。基本知識の振り返り本として、お手元に1冊あると便利です。

数

看護学生のための

学

解剖学ドリル
飯島 治之、飯島 美樹◉著
A6判 240頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-8931-4

工
学
その他資格
企業研修
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…サンプルファイルダウンロード

内容は「基礎編」「応用編」「統合編」 の3部構成。
自分の就学レベルに合わせて、段階的に知識の習得を
可能としています。

あっと驚く

薬理学
中原 保裕◉著 B5変形判
208頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-7741-6615-5

医療従事者なら知っていて当然の重要ポイントをおさえ
ながら、さらに間違えやすい項目も、重点的に解説して
います。今までの味気ない薬理とはこれでオサラバでき
ます。

コメディカルのための

内臓・循環器・神経
ポケットアトラス

NEW

飯島 治之、飯島 美樹◉著
A6判 224頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-12868-5

コメディカルに必要な解剖学、とくに内臓・循環器・神
経に関する知識がコンパクトにおさめられ、美しいメディ
カルイラストが豊富に掲載しています。

代謝
ガイドブック
霜田 幸雄◉著 B5変形判
184頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-7741-6499-1
代謝の全体像を理解するために、体系的に代謝のしく
みを解説します。複雑で専門性の強い部分をできるだけ
簡潔に、重要部分の解説はきちんと行うことで、初学者
にも理解しやすいようにします。

病気の概要はもとより、その周辺の解剖生理もコンパク
トにまとまっているので、わかりやすい。携帯性と実用性
を兼ね備えた新人ナース＆看護実習生に必携の1冊です。

コメディカルのための

筋・骨格・関節・靱帯
ポケットアトラス

飯島 治之、飯島 美樹◉著
A6判 224頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-11269-1
コメディカルの皆さまにに必要な解剖学、とくに運動機
能に集中した知識がコンパクトにおさめられ、簡単に情
報にアクセス。美しいメディカルイラストが豊富に掲載。

看護師国試につかえる

これだけ！公衆
衛生・関係法規
川口 ちづる◉監修
A5判 240頁 本体1580円（税別）
ISBN978-4-7741-8164-6
看護師国家試験の統計・法律・制度は、この1冊にお
まかせ！ 過去25年分の問題を分析し、よく出る項目だ
けをぎゅぎゅっと厳選しました。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

工 学

化学

はじめての

はじめての

錯体・各論編

溶液・固体編

無機化学Ⅰ

無機化学は化学だけでなく電池や材
料などを専攻する学生が学ぶ幅の広

無機化学 Ⅱ

い科目です。 本書はこうした無機化

学を例題とともに理解していく内容に

なっています。 全16章立てのため大

山崎 友紀、川瀬 雅也◉著
A5判 260頁
本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-12217-1

学の授業1期分として、授業のテキス

IT

系資格

山崎 友紀、川瀬 雅也◉著
A5判 256頁
本体2380円（税別）
ISBN978-4-297-11045-1

ト、あるいはサブテキストとして活用
しやすい構成です。

情報リテラシー

その他資格

例題で学ぶ

Office

例題で学ぶ

工業系資格
2022年版

第二種電気工事士試験

2022年版

第二種電気工事士試験

2022年版

第二種電気工事士試験

完全攻略 筆記試験編

筆記試験 過去問題集

完全攻略 技能試験編

佐藤 共史◉著
B5判 376頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-297-12431-1

佐藤 共史◉著
B5判 608頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-12432-8

佐藤 共史◉著
B5判 320頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-297-12566-0

電気はまったくの初心者といわれる方が、その最初のス
テップである第二種電気工事士資格に最短ルートで合
格できるよう平易な文章で丁寧に解説しています。巻頭
は鑑別問題用にカラー写真を掲載しているほか、図記
号一覧表を綴じ込み二つ折りが付属いています。

電気数学

算数や数学の勉強からしばらく遠ざかっている人や苦手
な人に向けて、電子工事士試験に必要な算数や数学を
短い時間で勉強できるようにコンパクトにまとめています。

2022年版

電気通信工事
施工管理技士
突破攻略

2級 第1次検定

NEW

改訂新版 解きながら覚える

ノマド・ワークス◉著
A5判 272頁 本体1580円（税別）
ISBN978-4-297-10849-6

ノマド・ワークス◉著
A5判 224頁 本体1580円（税別）
ISBN978-4-7741-9674-9

らくらく突破

乙種第1・2・3・5・6類危険物取扱者
一部免除者用

合格テキスト＋問題集

NEW

本書は甲種危険物取扱者試験を受験する方を対象とし
たテキスト＋問題集です。覚えづらいところ、イメージし
づらいところは、図や表を交えて丁寧に解説しています。
巻末には「模擬試験」を1回分収録しています。

第3版

毒物劇物取扱者
合格教本

竹尾 文彦、花輪 俊宏◉著
A5判 328頁 本体1800円（税別）
ISBN978-4-297-12046-7

企業研修

飯島 晃良◉著
A5判 440頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-12571-4

各類ごとに出題される物質名をわかりやすくまとめ、どの
ように解けばいいか、迷ったときにはどう考えればいいか
などのヒントを散りばめたテキストです。 巻末には各類の
模擬試験問題を3回分、DLで各類2回分用意しています。

その他資格

第2版

甲種危険物取扱者

飯島 晃良◉著
A5判 280頁 本体1680円（税別）
ISBN978-4-7741-8677-1

学

非公開の問題を再現し35項目にまとめた問題集です。
出題順番通りに並べてあるため、各問題を解くために最
低限必要なポイントを効率的に学習することができ、試
験本番でも迷うことなく解くことができます。

176頁

工

山根 義信◉監修 山根 裕基、他◉著
A5判 272頁 本体1580円（税別）
ISBN978-4-7741-6462-5

高橋 英樹◉編 B5判
本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-12913-2

学

危険物取扱者
再現問題35講

※カバーは前年度版です。

合格テキスト＋問題集

初めて乙種第4類危険物取扱者試験を受験する方を対
象に、例題を解きながら学習していくタイプの問題集で
す。学習時間があまりとれない方や短時間で合格ライン
に近づきたい方にぴったりです。模擬試験1回分付。

らくらく突破

突破攻略

1級2級
第2次検定 NEW

オールカラーで
分かりやすい

高橋 英樹◉編 B5判 272頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12723-7

乙種第4類
危険物取扱者

乙種第4類

電気通信
工事施工
管理技士

高橋 英樹◉編 B5判 272頁
本体2700円（税別） ISBN978-4-297-12815-9

乙種第4類危険物
取扱者 合格テキスト

読みやすい文章とイラスト・図表、そして各項目で覚える優先
度が表示されており、合格に必要な重要項目がしっかりとわか
ります。各節の終わりには確認問題があり、着実にその節で
学んだことを覚えていけます。また、練習問題もたっぷり収録。

2022年版

NEW

数

らくらく突破 第3版

1級 第1次検定

統計／データ解析

電気と数学の学習会◉著
A5判 184頁 本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-11349-0

突破攻略

インフラ

第二種電気工事士試験に
合格するための

電気通信工事
施工管理技士

2019年（令和元年度）より、国土交通省が新た
な施工管理技士資格として、「電気通信工事」
を30年ぶりに新設しました。この資格を有すると、
電気通信工事で、主任技術者として施工計画を
作成し、現場における工程管理、安全管理など
工事施工に必要な技術上の管理などが行えます。

プログラミング

TNJ研修センター◉編 A5判
256頁 本体1580円（税別）
ISBN978-4-7741-7217-0

2022年版

毎年、約14万人が受験する第二種電気工事士試験の
2021年の技能試験用の受験参考書です。出題候補問
題の複線図をZ折りで添付します。オールカラー。

ＷＥＢ制作

第二種
電気工事士試験
初歩から学ぶ

平成24年から令和3年までの10年間に出題された第二種
電気工事士の筆記試験問題を全て掲載し、解き方を豊富
な写真や図を使ってわかりやすく解説。全ページカラー。

クリエイティブ

毎年、平均13万人が受験する第二種電気工事士試験
の2022年の筆記試験用の参考書です。全ページカラー
で、ふんだんに写真を使い、平易な文章で説明しています。

NEW

毒物劇物を出題されるキーワードや特徴で分類・整理
しているので、他の毒物劇物と関連づけて、無駄なく
記憶することができます。また、各章に章末問題があり、
学習の確認ができます。
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NEW …新刊

…CD-ROM付属

その他資格

…DVD付属

Office

毒物劇物取扱者

オリジナル問題集

竹尾 文彦、花輪 俊宏◉著
A5判 432頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-8594-1

系資格
情報リテラシー

毒物劇物取扱者試験を受験する方を対象としたオリジナル問
題集です。全国で行われている試験の出題傾向を分析した
上で作成しており、広範な毒物劇物取扱者試験の全体像を
把握し、よく見られる出題形式に慣れることを目的にしています。

改訂版

奥田 真史◉編 A5判
本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-10714-7

らくらく突破 改訂新版

2級ボイラー技士
合格教本

344頁

イメージがつかみやすいように図や写真を多数掲載し、わ
かりやすく解説をしています。計算問題はさまざまな問題に
対応できるように多めに例題を入れ、計算過程を丁寧に解
説しています。巻末には模擬試験と解説を収録しています。

ボイラー技士ドットコム™◉著
A5判 248頁 本体1880円（税別）
ISBN978-4-7741-8326-8
「合格するまで面倒みます！」 のキャッチプレーズでセミ
ナーを展開しているボイラー技士ドットコムの講師陣が執
筆。基礎から懇切丁寧にやさしく解説しています。図や
写真を多数掲載しているので、初心者でも安心です。

改訂版

クリエイティブ

機械・仕上の
総合研究（上）

機械・仕上の
総合研究（下）

電子機器組立の
総合研究

平田 宏一◉著
A5判 296頁 本体2580円（税別）
ISBN978-4-7741-6568-4

平田 宏一◉著
A5判 312頁 本体2580円（税別）
ISBN978-4-7741-6569-1

ものづくり技能強化委員会◉著
A5判 352頁 本体2580円（税別）
ISBN978-4-7741-6474-8

ＷＥＢ制作

らくらく突破

消防設備士

甲種／乙種 第4類 合格テキスト

プログラミング

パナソニック ライフソリューションズ創研㈱◉著
A5判 384頁 本体2480円（税別）
ISBN978-4-297-10619-5
本書は消防設備士試験の甲種または乙種の4類を受験
する方を対象としています。本書は図や写真を多数掲載
しているので、第4類の消防設備をあまり見たことのな
い方でも、安心して学習でき、イメージがつかみやすい
ように構成しています。

旋盤、研削作業、放電加工等、スタンダードな機械工作
法から、鋳造、製缶、溶接、さらに仕上・組立作業、工
作測定について最新のJISや技術に基づいて解説しています。

電子機器組み立ての技能検定対策の研修で講師経験
のある著者を中心に、スペシャリストが最新のJISや電子
機器等について詳しく解説します。

消防設備士

らくらく突破 2022年版

技術士第一次試験

第6類 合格教本

［基礎・適性科目］

過去問マスター解説集 NEW

野口 幸宏◉著
A5判 320頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-8029-8
求職者支援訓練校の講師でもある著者が、消火器の
基本～詳しい構造や機能はもちろん実技試験について
も、多くの図や写真を使ってていねいに解説した１冊で
す。試験形式の練習問題を多数掲載し、問題集として
も活用できます。

飯島 晃良◉著
A5判 340頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-12757-2
「出題ジャンル総整理」と「過去問題・解説」 で構成さ
れています。「出題ジャンル総整理」では、基礎科目と適
性科目でよく出題される項目を中心に解説し、要点をまと
めつつ、関連する過去問題を厳選して解くことができます。

インフラ

その他

統計／データ解析

貸金業務取扱主任者

eco検定

田村 誠◉著
A5判 428頁 本体2400円（税別）
ISBN978-4-297-12132-7

サスティナビリティ21◉編
A5判 320頁 本体2100円（税別）
ISBN978-4-297-12129-7

第8版

らくらく突破 第6版

合格教本

○×問題＋過去問題集

貸金業務取扱主任者
NEW

田村 誠◉著
A5判 336頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-12759-6
貸金業務取扱主任者資格試験を受験する方を対象とし
ています。前著を試験内容に沿って加筆し、令和3年度
の試験問題を加えました。

数

らくらく突破 第4版

学

運行管理者試験

＜貨物＞合格教本

演習
Web
アプリ

工
学
その他資格
企業研修
44

エックス線
作業主任者
合格教本

改訂版

機械要素、機械材料、材料力学、機械製図、電気、潤
滑など、最新のJISに基づき、用語、用途、規格の変更や
機械要素の追加など、新技術、新商品についてのテキスト。

その他資格

…スライド用図版ダウンロード

工業系資格
らくらく突破

IT

…サンプルファイルダウンロード

高橋 幸也◉著
A5判 360頁 本体2100円（税別）
ISBN978-4-297-12175-4

過去10年分の試験問題を分析し、出題された重要な法
令条文を抽出。無理なく読み進めて理解し、覚えること
ができるテキストです。出題頻度に合わせて重要度を表
示しているので、時間にメリハリのある学習が可能です。

気象予報士

かんたん合格テキスト

〈学科・一般知識編〉

気象予報士試験受験支援会◉著
A5判 376頁 本体2180円（税別）
ISBN978-4-7741-3608-0
本書は学科・一般知識科目の専門のテキストで、試験対策の視点
から気象学をわかりやすく解説しました。初めての方も本書から勉
強を始めて、科目合格まで達成できる内容となっています。一般
知識科目の合格には欠かせない気象関係法規もしっかり学べます。

法改正があった過去問題については、現行の規定に沿うよう問題文を一部
修正し、解説も現行法に合わせています。民法改正後の令和2年度までの
試験問題と解説を厳選し、○×問題626問、本試験問題56問収録しています。

改訂第12版

ポイント集中レッスン

本書は、eco検定の合格に必要な知識をコンパクトに、
かつぎゅっと濃縮した学習書です。改訂8版公式テキスト
（2021年1月末発行）に対応。

改訂新版

第6版

衛生管理者

第1種・第2種 合格教本 演 習

Web
アプリ

奥田 真史◉著
A5判 368頁 本体2100円（税別）
ISBN978-4-297-11773-3

衛生管理者試験の通信講座、講習会を開催し、受講
者の生の声を聴きながらノウハウの蓄積をしてきた著者
が丁寧に解説。

改訂新版

気象予報士
かんたん合格テキスト

〈学科専門知識編〉

気象予報士試験受験支援会◉著
A5判 624頁 本体3200円（税別）
ISBN978-4-7741-6476-2
本書は気象予報士試験の学科試験・専門知識科目を受験する方を
対象としたテキストです。 広範囲な試験内容と新しい知識などに対
応するために、前著より大幅にページを増やし、改訂をしました。次
のステップである実技試験の基礎を養うためにも本書を活用できます。

Now
Printing
2022年
9月発売予定

登録販売者
合格教本

NEW

演習
Web
アプリ

本間 克明◉著
A5判 420頁 本体2100円（税別）
ISBN978-4-297-12962-0

厚生労働省 「試験問題作成に関する手引き」（令和4
年4月）に準拠。過去問題を詳細に分析して、受験地
ごとの出題傾向の偏りを標準化しています。

気象予報士

かんたん合格テキスト

〈実技編〉

気象予報士試験受験支援会◉著
B5判 448頁 本体3200円（税別）
ISBN978-4-7741-4995-0
本書は、気象予報士試験の「実技試験」 や「学科専門知識」
を受験される方を対象にしています。実技試験のための基礎知識
から、天気図や問題文の読み方と着眼点、合格の分かれ道にな
る記述問題の上手な文章の表現方法まで丁寧に解説した１冊です。

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

企業研修

テレワーク

テレワーク
入門

今すぐ使えるかんたんEX

リンクアップ◉著
A5判 256頁 本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-12848-7

Teamsの導入、ワークスペースの作成と管理、コミュ
ニケーションの方法、ファイルの共有など多数の技を解
説します。

160頁

NEW

人気のビデオ会議ツール「Zoom」
「Microsoft Teams」 のスマートフォンやタブレットで
のビデオ会議に特化した解説書です。

今すぐ使えるかんたん

Zoomをはじめて使う人でも簡単にテレビ電話やミーティ
ングを楽しめるよう、基礎から学べるZoomの解説書です。

チームへの参加やメッセージのやり取り、ビデオ会議な
どの基本的な操作からチームやチャネルの管理、モバイ
ルでの利用や困ったときのFAQまで解説。

ゼロからはじめる

Zoom

Google Meet
基本＆便利技

マイカ◉著
四六判 160頁 本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-11492-3

リンクアップ◉著
四六判 128頁 本体1180円（税別）
ISBN978-4-297-11853-2

はじめてミーティングに参加する方へ基本からより便利に
使いこなすためのテクニックなどを解説。

Google Meetをはじめて使う人に向けて、基本的な使
い方から、便利に使いこなすためのテクニックまでをわ
かりやすく解説。

プログラミング

マイカ◉著
B5変形判 160頁 本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-11795-5

リンクアップ◉著
四六判 160頁 本体1000円（税別）
ISBN978-4-297-11544-9

ＷＥＢ制作

基本＆便利技

コロナ禍でのテレワーク体制で普及したツールである、
「Zoom」 と「Microsoft Teams」 の利用方法をま
とめて学べる入門書です。

基本＆便利技

一般のユーザー向けにTeamsの導入から基本的なメッ
セージのやり取り、管理者向けのチャネル設定、ビデオ
会議やモバイルアプリでの利用まで幅広く解説。

ビデオ会議やオンライン
授業で活用する本

IT

Microsoft Teams

リンクアップ◉著 B5変形判
192頁 本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-11904-1

ゼロからはじめる

マイカ、リンクアップ、技術評論社編集部◉著
B5変形判 320頁 本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-12201-0

ゼロからはじめる

Microsoft
Teams

今すぐ使えるかんたん

Zoom

60分でわかるシリーズ

60分でわかる！

カーボンニュートラル
超入門

60分でわかる！

前田 雄大◉著 EnergyShift◉監修
四六判 160頁 本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-12508-0

メタバース
超入門

NEW

森川 ミユキ◉著、他
四六判 144頁 本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-12717-6

60分でわかる！

暗号資産
超入門

開米 瑞浩◉著
四六判 160頁
本体1200円（税別）
ISBN978-4-297-12813-5

超入門

バウンド◉著 夫馬 賢治◉監修 四六判 160頁
本体1100円（税別） ISBN978-4-297-12205-8

60分でわかる！

NEW

SDGs
最前線

企業研修

コピーが容易なデジタルデータに唯一無二という資
産的価値を付与し、新たなビジネス市場を生み出す
技術「NFT（非代替性トークン）
」
。ゲーム、エンタ
メなどで広がるNFT活用とその将来性についてわか
りやすく解説。

田中 浩之、蔦 大輔◉編著
平岡 優、塩崎 耕平、本嶋 孔太郎◉著
四六判 160頁 本体1200円（税別）
ISBN978-4-297-12715-2

ESG

その他資格

超入門

改正個人情報
保護法超入門

60分でわかる！

学

NFTビジネス

NEW

工

60分でわかる！

60分でわかる！

一般財団法人 日本esports促進協会（JEF）の監修

のもと、国内外で盛り上がりをみせるeスポーツの最新情
報や関連業界の動向、eスポーツをビジネスにつなげるた
めのヒントを多角的に解説します。

学

「メタバース」 がどのようもので、何を目指しているか、
多くの事例や実際のビジネス展開例を通して紹介します。
また「メタバース」 の技術的なしくみやそれを支える周
辺技術などにも触れながら、今後のビジネスにつながる
情報を提供します。

鴨志田 由貴、青木 一世、かぶぷん！◉著
一般財団法人日本esports促進協会◉監修
四六判 160頁 本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-11688-0

数

NEW

武井 勇樹◉著
四六判 160頁 本体1200円（税別）
ISBN978-4-297-12785-5

「国際社会および日本の政策」「影響の大きい産業（エ

ネルギー、運輸、製造）
」「国内外企業の取り組み」「最
先端の脱炭素技術」「消費生活の変化」といった、広
い視点から身近な事象までを捉えてカーボンニュートラル
をわかりやすく説明します。

60分でわかる！

eスポーツ 最前線

統計／データ解析

話題のIT系キーワードを解説する、1テー
マブック「60分でわかる」シリーズ。ビ
ジネスパーソンが知っておきたい最新情
報が、この一冊でわかります！

インフラ

企業研修

武井 一巳◉著 四六判
本体1200円（税別）
ISBN978-4-297-12862-3

クリエイティブ

Microsoft Teams
プロ技BESTセレクション
NEW

Zoom & Microsoft Teams

［iPhone & Android対応版］

Zoom & Microsoft
Teamsがこれ1冊で
マスターできる本

情報リテラシー

ツールの実勢レポートに基づき、Zoom、Microsoft
Teams、Chromeリモートデスクトップなど、代表的な
テレワーク用ツールの基本操作を解説します。

ビデオ会議

今すぐ使えるかんたん

系資格

リンクアップ◉著 B5変形判
192頁 本体1500円（税別）
ISBN978-4-297-11876-1

スマホではじめる

Office

今すぐ使えるかんたん

バウンド◉著 功能 聡子、佐藤 寛◉監修
四六判 160頁 本体1080円（税別）
ISBN978-4-297-10969-1
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NEW …新刊

企業研修

…CD-ROM付属

…DVD付属

…サンプルファイルダウンロード

…スライド用図版ダウンロード

図解即戦力シリーズ

Office
系資格

IT

情報リテラシー
クリエイティブ

自動車業界の

しくみとビジネスがこれ1冊で
しっかりわかる教科書

図解即戦力

しくみとビジネスがこれ1冊で
しっかりわかる教科書

NEW

ＷＥＢ制作

GB自動車業界研究会◉著 飯塚 昭三、遠藤 徹◉監修
A5判 208頁 本体1500円（税別） ISBN978-4-297-12807-4

プログラミング

自動車業界は戦後日本の産業の中核を担ってき
た業界です。業界規模が年間数十兆円と巨大
で、非常に多くの人が従事しています。本書では、
自動車業界の内部や現況を説明文と図をセット
にしてわかりやすく解説しています。業界の最新
動向から主な自動車会社の市場規模やグループ
関係、企業の組織・業務、内部で働く人の仕事
内容などの現場の実情など、就活生はもちろん、
新たなビジネスチャンスを探している人にも、気に
なる業界の最新動向がわかります。

インフラ

本書の内容

中井 彰人◉著 A5判
ISBN978-4-297-12245-4

「買い物」は生活に不可欠
な行動です。この「買い物」の場をつくり、モノと私
たちを結びつけてくれるのが小売業です。ビジネスと
してはいたってシンプルですが、時代とともにさまざま
な変遷を経て、テクノロジーの発展とともに形も変え
てきました。そんな小売業界の現在、そして未来を
理解するための1冊です。業界全体の動向はもちろ
ん、小売・流通の基本知識から、現在の主流である
チェーンストアの組織や仕事内容、ビジネスのしくみ、
そこで抱える問題を、最新のトピックをまじえながら解
説していきます。

統計／データ解析

Chapter
Chapter
Chapter
Chapter
Chapter
Chapter

1
2
3
4
5
6

小売業界の動向
小売業界の基本知識
主な職種と仕事内容
業態の変遷の歴史とその背景
各業態の知識 百貨店
各業態の知識 スーパーマーケット

介護ビジネス業界

Chapter 7 各業態の知識 コンビニエンスストア
Chapter 8 各業態の知識 専門店チェーン
Chapter 9 各業態の知識 EC
Chapter 10 小売業界の展望と課題
付章 情報収集のためのヒント

半導体業界の NEW

数
学

図解即戦力

図解即戦力

のしくみと仕事がこれ1冊で
しっかりわかる教科書

製造工程とビジネスがこれ1冊で
しっかりわかる教科書

髙山 善文◉著

エレクトロニクス市場研究会◉著 稲葉 雅巳◉監修
A5判 240頁 本体1500円（税別） ISBN978-4-297-12617-9

A5判 240頁
ISBN978-4-297-12498-4

本体1600円（税別）

工
学
その他資格

日本において半 導
体は「産業のコメ」とかつて呼ばれた基幹産
業だったものの、価格競争等の変革の結果、
国際競争力の低下を余儀なくされました。しか
しながら、「半導体製造装置」メーカーは未
だに国際プレゼンスを保ち、世界シェア30%
前後で推移しています。本書は、半導体業界
及び半導体製造装置業界にスポットを当てた
書籍です。この業界はサラリーが高く、かつ
将来性も有望な人気の業界です。半導体製
造の仕組みから、業界の働き方まで、さまざ
まな視点で業界を解説した画期的な書籍です。

介護や支援を必要
とする人は今後さらに認定者数が増加する
ことは間違いありません。国の社会保障の
方針や介護保険に対する考え方が大きな影
響を受ける介護ビジネス事業者は、2～3年
に1度のペースで改正される介護保険制度

について都度、対応を迫られます。この特
殊な産業のビジネスモデルを理解するには、
介護保険料や介護保険制度に基づく報酬の
しくみを知らなければなりません。人手不足
への対応策から、他業界の参入が著しい関
連ビジネスまで最新動向がわかります。

企業研修

Chapter1
Chapter2
Chapter3
Chapter4

208頁 本体1500円（税別）

本書の内容
第7章 自動車関連サービス
第8章 自動車メーカーの海外進出
第9章 自動車の関連法令、規則
第10章 自動車産業の未来動向

第1章 自動車産業の基礎知識
第2章 自動車産業の仕組み
第3章 日本国内の主要自動車メーカー
第4章 自動車メーカーの仕事
第5章 自動車の販売
第6章 自動車部品・素材

本書の内容
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小売業界の

図解即戦力

介護業界を取り巻く現状と介護保険制度
介護ビジネスの基礎となる介護保険制度
介護保険の「居宅サービス」の基礎知識
「介護保険施設」と「高齢者向け住まい」の
基礎知識
Chapter5 介護保険における「地域密着型サービス」

本書の内容
Chapter6 高齢者を対象としたビジネス
Chapter7 「介護人材」
に関わるビジネス
Chapter8 高齢者のための「モノ」のビジネス
Chapter9 介護サービス事業者を対象としたビジネス
Chapter10 介護ビジネスのリスクマネジメント
Chapter11 介護業界・介護ビジネスの未来

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章

半導体・半導体製造装置業界の現状
半導体製造プロセスの概要
成膜装置・エッチング装置の市場と技術動向
リソグラフィー装置の市場と技術動向
洗浄装置・CMP装置の市場と技術動向
後工程装置の市場と技術動向

第7章
第8章
第9章
第10章
第11章

検査装置の市場と技術動向
半導体材料の市場と技術動向
半導体製造装置業界の業務
半導体メーカーと半導体商社
半導体業界の将来性

学校・法人向けサイト ➡ https://www.gihyo.jp/sales/biz

企業研修

図解即戦力シリーズ

充実のラインナップ！業界系シリーズ一覧

農業のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

保険業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

食品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

長塚 孝子◉監修 A5判 224頁
本体1400円（税別）ISBN978-4-297-11245-5

松岡 康浩、竹田 クニ◉著 A5判 208頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11365-0

金融業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

不動産業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

リース業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

商社のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

建設業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

インフラエンジニアの知識と実務がこれ1冊でしっかりわかる教科書

物流業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

建設機械業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

証券業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

医療機器業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

人材ビジネスのしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書

化学業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

伊藤 亮太◉著 A5判 240頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11319-3

ロジ・ソリューション株式会社◉著 A5判 224頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11906-5

黒田 真行◉著 A5判 256頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11910-2

あずた◉著 A5判 240頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-12074-0

AIエンジニアの実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書
AIエンジニア研究会◉著 A5判 248頁
本体1980円（税別）ISBN978-4-297-11900-3

たかぎこういち◉著 A5判 192頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12090-0

医薬品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

橘川 武郎◉著 A5判 240頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-12592-9

NEW

通信業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
実積 寿也、藤木 俊明◉著 A5判 216頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12637-7

NEW

コンサルティング業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社◉著 A5判 228頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-12765-7

NEW

工作機械業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
永井 知美、山口 智也◉著 A5判 192頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12858-6

NEW

機械業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書
小林 哲也◉著 A5判 208頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12856-2

NEW

化粧品業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書

電子部品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

NEW

NEW

廣瀬 知砂子◉著 A5判 208頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12152-5

企業研修

図解即戦力シリーズ

野村総合研究所◉著 A5判 208頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-12893-7

IT、ビジネスジャンルも展開中！

機械学習&ディープラーニングのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書

情報セキュリティの技術と対策がこれ1冊でしっかりわかる教科書

ブロックチェーンのしくみと開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書

為替のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書

キャッシュレス決済がこれ1冊でしっかりわかる教科書

債券のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書

IoTのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書

Web技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書

土屋 剛俊◉著 A5判 200頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-12243-0

学

IoT検定パワーユーザー対応版

鶴長 鎮一◉著 A5判 256頁
本体1700円（税別）ISBN978-4-297-12309-3

SDGsの考え方と取り組みがこれ1冊でしっかりわかる教科書

暗号と認証のしくみと理論がこれ1冊でしっかりわかる教科書

金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書

社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本

バウンド◉著 A5判 224頁
本体1680円（税別）ISBN978-4-297-11629-3

ビジネスで役立つ IT用語がこれ1冊でしっかりわかる教科書
小宮 紳一、西村 一彦◉著 A5判 256頁
本体1680円（税別）ISBN978-4-297-11886-0

光成 滋生◉著 A5判 312頁
本体2680円（税別）ISBN978-4-297-12307-9

小岩 和男◉監修 A5判 288頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12506-6

企業研修

伊藤 亮太◉著 A5判 240頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11740-5

その他資格

IoT検定ユーザー教育推進ワーキンググループ◉著 A5判 276頁
本体1980円（税別）ISBN978-4-297-11179-3

尾河 眞樹◉監修 A5判 208頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12247-8

工

キャッシュレス決済研究会◉著 山本正行◉監修 A5判 192頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11181-6

学

コンセンサス・ベイス株式会社◉著 A5判 288頁
本体1980円（税別）ISBN978-4-297-10636-2

中村 行宏、若尾 靖和、林 静香◉著 A5判 256頁
本体2280円（税別）ISBN978-4-297-12106-8

数

株式会社アイデミー 山口 達輝、松田 洋之◉著 A5判 240頁
本体1980円（税別）ISBN978-4-297-10640-9

統計／データ解析

松宮 和成◉著 A5判 240頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-12158-7

野村総合研究所 ヘルスケア・サービスコンサルティング部◉著 A5判 208頁
NEW
本体1800円（税別）ISBN978-4-297-12623-0

インフラ

アパレル業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

増井 麻里子◉著 A5判 224頁
本体1780円（税別）ISBN978-4-297-12555-4

プログラミング

住宅メーカーのしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

インフラエンジニア研究会◉著 A5判 256頁
本体1980円（税別）ISBN978-4-297-12289-8

ＷＥＢ制作

土信田 雅之◉監修 A5判 224頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11878-5

治良 博史◉著 A5判 256頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11748-1

クリエイティブ

降籏 達生◉著 A5判 224頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11235-6

畑中 学◉著 A5判 224頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-11478-7

情報リテラシー

カデナクリエイト◉著 A5判 224頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-11243-1

IT

系資格

GVフィナンシャル研究会◉著 平野 敦之◉監修 A5判 256頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11257-8

窪田 新之助、山口 亮子◉著 A5判 224頁
本体1500円（税別）ISBN978-4-297-11363-6

Office

銀行業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書

NEW

ネットワークのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる本
中尾 真二◉著 A5判 192頁
本体1600円（税別）ISBN978-4-297-12793-0

NEW
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技術評論社の教科書採用関連の情報を網羅！

学校・企業採用向けポータルサイトを開設！
技術評論社の書籍を教科書採用される方必見！こちらのページをブックマークいただくと便利です

ぜひ

ご活用

ください！

資料ダウンロードの
追加やカタログの
更新情報を
お知らせします

最新のカタログや
授業に役立つ素材の
ダウンロード、動画
教材の利用申請は
こちらから

テキスト採用に
ついてのよくある
お問い合わせは
こちらから

献本の
ご依頼は
こちらから

注目コンテンツ
IPA試験対策eラーニングアプリ
「DEKIDAS」
で絶対合格！
PC・スマホに対応した IPA 試験対策用の e ラーニングアプリでいつでもどこでも学習できます。

さらに教科書採用校様には、アプリの管理サービスを無料でご提供いたします。受講者の過去問
の解答数や正解率などの学習状況を専用ビューワーで管理。さらに、年度ごとの過去問をベース

に講座オリジナルの模擬試験を行うこともできます。

詳しい
情報は

技術評論社 教科書採用

検索

https://gihyo.jp/sales/biz

掲載図書に関するお問い合わせ・ご注文は下記までお願い致します。

販売促進部

法人営業課

〒162-0846

東京都新宿区市谷左内町 21-13

303-3513-6158 503-3513-6051

※ このカタログに記載の情報は2022年7月末のもので、変更の可能性がございます。

Web https://gihyo.jp/sales/biz Mail houjin@gihyo.co.jp

