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優良選定図書 信頼と実績のテキスト群

話題沸騰、
新感覚図鑑
「リアルサイズ
古生物図鑑」が

デジタル時代に
必須の情報モラルが
児童書に！
著作権や情報モラルなど、
調べ学習に最適！
先生にも役立つこと間違いなし！！

ついに完結！

NEW

感染症や
テレワーク

関連書籍も充実！
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感染症特集

武村 政春、宮沢 孝幸◉監修　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-11513-5

中西 貴之◉著　宮坂 昌之◉監修　四六判　232頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-12001-6

難解になりがちなワクチンの話をできる限り
簡単に噛み砕いてみました。冷静に、客観的に、
かつ科学的にワクチンを解説。新型コロナウ
イルスワクチンはもとより、ワクチンの歴史や
種類、近い将来実現しそうなワクチン技術に
ついても、ふれてみました。ワクチンを正しく
知って、その効果とリスクを見極めよう。

新型コロナのおかげで「ウイルス」と
いう言葉に慣れてしまったけど……ウ
イルスって一体何？
とても身近なものなのに、その実態は
あまり理解されていない。ということ
で生まれたのが『ずかんウイルス』。
謎多きウイルスが、手にとるようによ
くわかる！　身近にあふれるウイルス
の世界を、存分にご覧あれ。

ずかん
ウイルス

今だから知りたい

ワクチンの科学
効果とリスクを正しく判断するために

中村 好一◉著　四六判　152頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11950-8

北里 英郎、原 和矢、中村 正樹◉著　四六判  192頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-7741-7716-8

栗田 順子◉編著　大日 康史、菅原 民枝◉協力　
四六判 144頁  本体1580円（税別） ISBN978-4-297-11849-5

鈴木 智順◉監修　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-8277-3

大日 康史、菅原 民枝◉著　四六判　200頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3940-1

審良静男研究室◉監修　坂野上 淳◉著　四六判　208頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-4455-9

「病気の原因は何か」や「その病気の感染リスクは
どれくらいあるのか」など、疫学は病気と健康に関
する課題に対してデータと調査を基に真実に迫って
いく学問です。様々なデータがある中で、どのように
データを見て偏り（バイアス）のない正しい因果関係
を導き出すのかを実際の例とともに考えていきます。

本書では、これまでの研究の成果を豊富なイラスト
や写真を用いて、フルカラーで解説します。ウイル
スや細菌の構造や増殖の方法、感染症の仕組みまで
徹底図解します。さらに、身の回りに潜むウイルス・
細菌を感染症と関連づけます。

新型コロナウイルスという新たなパンデミックが発生
し、世界中が大混乱に陥っている。今回は、日本の第
一波までの状況をふまえ、数理モデルでパンデミック
を振り返ってみた。私たちは過去の経験から何かを学
んでいたのだろうか？危機管理というものを今一度考
えてみたい方々にぜひお読みいただきたい。

「細菌」という生物に焦点を当て、生活圏やライフサ
イクルなどに迫ります。美しい電子顕微鏡写真をメイ
ンに、コミカルなイラストで細菌を解説。「大腸菌っ
てどんな菌？」「なぜ善玉菌と悪玉菌にわかれるの？」
「細菌とウイルスの違いは？」こんな疑問も、細菌を
生物としてとらえるとすぐにわかりますよ。

現代の日本社会において新型インフルエンザはどのよう
に拡がっていくのでしょうか？その疑問に答えるのが「数
理モデル」です。数理モデル駆使してシミュレートされ
たパンデミック。導き出された結果は新たなる警鐘を鳴
らしていました。全国規模の感染症を封じ込むためには、
社会全体でどのような選択肢をとるべきなのでしょうか？

20世紀の免疫学の主流は「獲得免疫」にあり、原始
的とされていた「自然免疫」の研究はほぼ頭打ちと
なっていました。しかしその状況を覆した研究者が
います。審良静男です。彼らの実績、研究にフォー
カスしながら、免疫学の歴史とともに、新たなる自
然免疫システムの考え方を解説していきます。

疫学とは
なにか
データと理論思考で探る
病気の原因と予防

ウイルス・細菌
の図鑑
感染症がよくわかる
重要微生物ガイド

新型コロナウイルス感染症
第一波のパンデミック・
シミュレーション
数理モデルからの
振り返り

ずかん
細菌

パンデミック・
シミュレーション
感染症数理モデルの応用

新しい
自然免疫学
免疫システムの真の主役

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 493
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 493
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 493
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 493
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 493
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

低 中 高
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科学的に見つめ直してみませんか？
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  本書の目次  
第1章 ワクチンとは
第2章 作用のしくみから見たワクチンの働き
第3章 予防目的から見たワクチンの種類
第4章 ワクチンの歴史
第5章 SNSの誤解を解く
第6章 ワクチンの未来
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テレワーク特集

藤本 篤志◉著　四六判　224頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11510-4

上島 千鶴◉著　四六判　224頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11946-1

竹内 謙礼◉著　四六判　248頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11442-8

新型コロナ災害が収束しても、営業スタイルは元に
は戻らない。対面ありきではない成果の出し方とは？　
新しい営業ノウハウを、数多くの営業コンサルティン
グ実績を誇る著者が解説。激動の時代を乗り越える
新しいスタンダードがわかります。

対面営業の神話が崩壊する中、オンライン・デジタ
ル中心のマーケティング＆セールスプロセスを構築
するにはどうすればいいか。「足で稼ぐ」「案件を嗅
ぎ分ける」「地を這ってでも売上を積む」という従来
型の営業手法を脱却するための必読書。

外に出れない、対面で販売ができない……180度転換
した商売の条件をクリアする売り方とは？販促戦略
の立案・アドバイスに定評ある人気経営コンサルタ
ントが徹底解説。逆風の中でお客様を味方につけて
いくための考え方とテクニックがわかる希望の書。

テレワークでも
売れる新しい営業様式
直接会わずに成果を出すテクニック
とマネジメントとは

営業を変える
マーケティング組織
のつくりかた
アナログ営業からデジタルマーケティングへ変革する

巣ごもり消費
マーケティング
「家から出ない人」に
買ってもらう100の販促ワザ

小学校 中学校 一般 NDC : 673
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 675
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 675
低 中 高

テレワーク特集テレワークに対応できていますか？
ツールの使い方から働き方までこれでバッチリ！

足立 昌聰◉編著　寺島 有紀、他◉著  四六判  160頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-11448-0

テレワークはツールが揃えばすぐに始められるわけ
ではありません。社員の管理や情報の取り扱いを考
慮して社内体制を整える必要があります。公的機関
が出すガイドラインに基づき、テレワーク体制にまつ
わる疑問をQ&A形式で解説します。

Q&Aでわかる
テレワークの
労務・法務・
情報セキュリティ

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

NEW

テレワーク生産性向上研究会◉著　藤井 総◉法律監修  A5判  168頁
本体1340円（税別） ISBN978-4-297-11490-9

テレワーク入門決定版！　基礎知識、ノウハウ、法律、
無料で使えるITツール＆サービス、生産性向上のた
めの考え方まで満載！ さらにはテレワーク成功企業
の事例インタビューも特別収録！ テレワークをはじ
めるための最初の一冊にぴったりです。

テレワークを
はじめよう

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

NEW

リンクアップ◉著　四六判　128頁
本体1180円（税別） ISBN978-4-297-11853-2

Google Meetをはじめて使う人に向けて、基本的な
使い方だけでなく、画面共有やホワイトボードなど、
便利に使いこなすためのテクニックをわかりやすく解
説していきます。なお、iPhoneやAndroidスマート
フォンでの操作についても解説しています。

ゼロからはじめる

Google Meet
基本&便利技

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

NEW

リンクアップ◉著　B5変形判　192頁
本体1500円（税別） ISBN978-4-297-11876-1

Zoom、Microsoft Teams、Chromeリモートデスクトップなど、ニー
ズが高いテレワーク用ツールの基本操作を解説します。クラウドス
トレージやOffi  ce書類の共同作成・編集サービスは、共同作業者の
環境の違いに柔軟に対応するため、複数のサービスを紹介します。
セキュリティとネットワーク環境についてもしっかりと解説します。

今すぐ使えるかんたん

テレワーク
入門

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

NEW

越川 慎司◉著　四六判　208頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11750-4 

元マイクロソフト業務執行役員が623社16.3万人の
働き方改革を支援する中から生まれた会議の時短テ
クニックを公開。オンライン会議の作法もしっかり
フォローし、ムダ会議を一掃。最適なアウトプットを
最速で得るノウハウを紹介します。

超・会議術
テレワーク時代の
新しい働き方

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

NEW

テレワーク研究会◉著　四六判　160頁
本体1100円（税別） ISBN978-4-297-11472-5

働き方改革やコロナウイルスの流行、2021年のオリ
ンピックを控えて、テレワークの検討や導入をする
企業が増えています。本書では、テレワークを導入
する場合に、環境整備や労務管理、仕事の進め方は
どう変わるのかをわかりやすく紹介します。

60分でわかる！

テレワーク
導入ガイド

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

NEW

オンサイト◉著　四六判　160頁
本体1380円（税別） ISBN978-4-297-11538-8

Slackを初めて使う方向けにSlackの使い方をやさし
く解説します。ほかのメンバーとのメッセージやファ
イルをやり取り、新しいワークスペースの作り方や管
理、メンバーの招待方法、スマホアプリの活用など、
役立つ情報満載です。

ゼロからはじめる

Slack
基本&便利技

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

NEW

マイカ◉著　B5変形判　160頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11795-5

ビデオ会議ツールの代名詞的存在であるZoomの基
本操作や、よりスムーズなミーティングの進行を行い
たい時に必要なテクニックなどをわかりやすく解説し
ています。ゼロからはじめたい人も、もっと活用した
い人も必携の1冊です！

今すぐ使えるかんたん

Zoom
小学校 中学校 一般 NDC : 007

低 中 高

NEW

椎野 磨美◉著　A5判　216頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-12003-0

本書では、講師歴28年のMicrosoft 認定トレーナー
が、Teamsとコミュニケーションのスキルが一体的
になった「実践知」を解説。快適なテレワークを実
現する確かなノウハウを、基本のキホンから丁寧に
紹介します。

Teams仕事術
ニューノーマル時代に
心地よく働くための実践知

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

NEW

リンクアップ◉著　B6変形判　320頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-11476-3

テレワークに必須のアプリ、「Zoom」「Slack」
「Chatwork」「Dropbox」「Chromeリモートデスク
トップ」の操作解説書です。これで「グループチャッ
ト」「タスク管理」「ビデオ会議」「ファイル共有」「リ
モートデスクトップ」の準備は完璧です！

今すぐ使えるかんたんmini
Zoom & Slack & Chatwork &
Dropbox & Chrome
リモートデスクトップ
基本&便利技

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

NEW

リンクアップ◉著　四六判　192頁
本体1280円（税別） ISBN978-4-297-11519-7

Skypeを使った音声通話、ビデオ通話、メッセージ
の使い方から連絡先の管理まで、Skypeのさまざま
な機能をまるごと解説しています。また、Skypeクレ
ジット等の有料サービスの利用法も紹介しているの
で、ビジネスユーザーにもおすすめです！

ゼロからはじめる

Skype
スマートガイド［改訂2版］

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

NEW

リンクアップ◉著　B5変形判　192頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11904-1

Microsoft社のTeamsの導入からメッセージのやり
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します。ファ
イル共有やアプリとの連携等より実用的な機能も扱
います。

今すぐ使えるかんたん

Microsoft 
Teams

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

NEW

NEW

NEW
NEW
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見ながら学習ずかん

　私たちのからだは、個性あるさまざまな細胞が、そ
れぞれの役目を担い、協力し合いながら、一つの社
会をつくっています。そんな細胞たちを、メジャーな
細胞から超マイナーな細胞までできるだけ多く紹介し
ます。かたちや役目をひもときながら、豊富なイラスト
と美しい電顕写真を交えて、わかりやすく解説しまし

た。イラストと電顕写真の多くは研究
者である著者自らが渾身の描き下ろし
＆撮り下ろし。資料的価値としても一
級品です。

小学校 中学校 一般 NDC : 463
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 465
低 中 高

武村 政春、宮沢 孝幸◉監修
B5判　128頁
本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-11513-5

　寒い時期に猛威をふるうインフル
エンザ。夏に流行する風疹、プール
熱、手足口病。

　どれも、ウィルスが原因となる病気です。巷でよく聞くウィルス・・・。
実際のところ、ウィルスって何？細菌と何が違うのだろう？　そもそもウィ
ルスは生物なの？　単なる物質なの？
　生物と非生物の狭間で揺れ動くウィルス。生物である細菌との違い
をひもときながら、ウィルスの不思議にフォーカス。
　ウィルス、彼らは一体何なんだろう？

ずかん

ウイルス

見
な
が
ら
学
習

調
べ
て
な
っ
と
く
！

牛木 辰男◉著
B5判　128頁　本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-12060-3

ずかん
ヒトの細胞 15

SDGs

3
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3
SDGs

NEW

NEW
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見ながら学習ずかん

小学校 中学校 一般 NDC : 465
低 中 高

中村 滋◉監修
B5判　128頁　本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-10608-9

橋爪 智之◉著
B5判　128頁　予価2680円（税別）
ISBN 未定

城 一生◉著
B5判　128頁　予価2680円（税別）
ISBN 未定

数字の歴史は古く、人間は数字とともに歩んできたと
いっても過言ではありません。文明や生活スタイルに合
わせてさまざまな数字が考案され、あるものは滅び、あ
るものは現代にまで引き継がれました。本書はそんな数
字にコミカルなイラストとわかりやすい説明で鋭く迫る１
冊です。

チェコ在住鉄道フォトライター・橋爪智之氏による、マ
ニアックな鉄道情報（主に線路）を詰め込んだ、ヨーロッ
パの線路・分岐器（ポイント）の鑑賞図鑑です。鉄道
の書籍は数あれど、線路やポイントに焦点を当てた図鑑
はなかなかありません。複雑に入り組んだ線路の平面
交差はもはや美術品、目で楽しみながら、鉄道に詳しく
なれること請け合いです。

　13000点を超える世界の靴コレクションを誇る、日本
唯一の本格的靴履物関連の博物館「松永はきもの資
料館」の所蔵品を中心に、世界の様々な靴と履物を写
真・イラストで紹介します。その構造や作り方のイメー
ジを親子で楽しむのは、身体や健康、科学、生活に対
する大きな学びのきっかけになるのではないでしょうか。

ずかん 

数字
ずかん 
美しい
世界の線路
ヨーロッパ編

ずかん 

世界の
くつ・
はきもの

日本プランクトン学会◉監修　B5判　136頁
本体価格2580円 ISBN978-4-7741-4809-0

ずかん
プランクトン

小学校 中学校 一般 NDC : 468
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 686
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 383
低 中 高

ミミズくらぶ◉文・構成　皆越 ようせい◉写真
B5判  128頁  本体2680円（税別）  ISBN978-4-7741-5691-0

ずかん
落ち葉の下の生きもの
とそのなかま

小学校 中学校 一般 NDC : 481
低 中 高

今泉 忠明◉監修　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-5163-2

ずかん
ヘンテコ姿の生き物

小学校 中学校 一般 NDC : 480
低 中 高

岡島 秀治◉監修　安田 守◉写真　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-7524-9

ずかん
虫の巣

小学校 中学校 一般 NDC : 486
低 中 高

飯田 孝一◉監修　川嶋 隆義◉写真　B5判　136頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-5259-2

ずかん
宝石

小学校 中学校 一般 NDC : 459
低 中 高

木口 博史、古木 達郎◉監修　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-10393-4

ずかん
こけ

小学校 中学校 一般 NDC : 475
低 中 高

鈴木 知之◉著・写真　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-7536-2

ずかん
さなぎ

小学校 中学校 一般 NDC : 486
低 中 高

米本 仁巳◉著　B5判　144頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-6583-7

ずかん
フルーツ

小学校 中学校 一般 NDC : 625
低 中 高

沼澤 茂美、脇屋 奈々代◉著　B5判　128頁
本体価格2680円 ISBN978-4-7741-5782-5

ずかん
いろいろな星

小学校 中学校 一般 NDC : 443
低 中 高

近田 文弘◉著　久保 秀一◉写真　B5判　144頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-6565-3

ずかん
たね

小学校 中学校 一般 NDC : 471
低 中 高

松本 吏樹郎◉監修　COCO◉写真・イラスト
B5判 128頁 本体2680円（税別）ISBN978-4-7741-5977-5

ずかん
ハチ

小学校 中学校 一般 NDC : 486
低 中 高

鈴木 智順◉監修　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-8277-3

ずかん
細菌

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

八杉 佳穂◉監修　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-6363-5

ずかん
文字

小学校 中学校 一般 NDC : 801
低 中 高

今泉 忠明◉監修　B5判　128頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-9076-1

ずかん 海外を侵略する
日本＆世界の
生き物

小学校 中学校 一般 NDC : 468
低 中 高

武田 康男◉著　B5判　144頁
本体価格2380円 ISBN978-4-7741-7247-7

ずかん 雲
小学校 中学校 一般 NDC : 451

低 中 高

4
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15
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15
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15
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15
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15
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15
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15
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15
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15
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15
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15
SDGs

15
SDGs

小学校 中学校 一般 NDC : 457
低 中 高

古生物

　もちろん、その古生物が実際に暮らし
ていたシーンも再現。さらに、古生物を
「上面」「正面」「底面」「側面」といった
角度から描いた三面図的復元図も掲
載。古生物全体像を把握する資料とし
てもご活用いただけます。
　古生物のサイズをめぐり、現代と古生代が交錯し
ながら展開するシュールな世界。
「あの古生物、こんなサイズだったの!?」
そんな感覚をリアルに感じてもらえる、マニアックな
1冊です。

風景に配置してみました。
「うおー、これはデカすぎるでしょ！」
「あれ、こいつってこんなに小さいの！？」
といった具合に、そのサイズを直感的につかんでも
らえます。
　もちろん、その古生物が実際に暮らしていたシー
ンも科学的に再現してあります。
　さらに、古生物を「上面」「正面」「底面」「側
面」といった角度から描いた三面図的復元図も掲
載しています。

　サイズ感を肌で感じてもらえるよう、前々作・前
作同様に、新生代のさまざまな古生物を、現代の

（身近な）風景に配置してみました。もちろん、そ
の古生物が実際に暮らしていたシーンも科学的に
再現してあります。
　古生物の全体像を把握する資料としてもご活用
いただけます。

　古生物はすでに絶滅しているだけあって、いまい
ち大きさがピンとこないことってありませんか？
「全長1m」「頭胴長3.5m」といった数字だけで
はちょっと……。
　そこで、この「リアルサイズ古生物図鑑」です。
　さまざまな時代のさまざまな古生物を、現代の

（身近な）風景に配置してみました。
“一般的な図鑑”に登場するあの古生物が
「え、これこんなに大きかったの！？」
「あらっ、イメージより全然小さい」
といった具合に、サイズ感を直感的につかんでもら
えます。

　大人も楽しめる、超リアルなビジュアルブックの
第二弾！　今回は「中生代編」です。
　メインで取り上げる古生物の種類は、古生代編
から大幅に増加！ 古生代編を超える圧巻の内容と
なっています。
　中生代編では、三畳紀、ジュラ紀、白亜紀の3
地質年代を生きた生物から100種以上をピックアッ
プ。本書では、ついに恐竜たちがどーんと登場！
もちろん、海棲は虫類、翼竜、ほ乳類、鳥類、両
生類、植物、そして軟体動物といったマニアックな
古生物も登場します。
　サイズ感を肌で感じてもらえるよう、前作同様に
中生代のさまざまな古生物を、現代の（身近な）

　大人も子どもも楽しめる、超リアルなビジュアル
ブックの第三弾!　今回は「新生代編」です。
　新生代編では、古第三紀、新第三紀、第四紀
の4地質年代に生きていた生物をピックアップ。
そのサイズの秘密に迫ります。
　本書では、哺乳類たちがどーんと登場!　超巨
大哺乳類からヘンテコ哺乳類まで、驚きの絶滅哺
乳類がめじろ押し。もちろん哺乳類以外の古生物
も多数掲載。爬虫類や鳥類はもちろん、コリストデ
ラといったマニアックな古生物も登場します。

古生物のサイズが実感できる！

リアルサイズ
古生物図鑑
古生代編

古生物のサイズが実感できる！

リアルサイズ
古生物図鑑 中生代編

古生物のサイズが実感できる！

リアルサイズ
古生物図鑑 新生代編

土屋 健◉著　群馬県立自然史博物館◉監修
B5判（短辺綴じ）　208頁　本体3200円（税別）
ISBN978-4-7741-9913-9

土屋 健◉著　群馬県立自然史博物館◉監修
B5判（短辺綴じ）　256頁　本体3200円（税別）
ISBN978-4-297-10656-0

土屋 健◉著　群馬県立自然史博物館◉監修
B5判（短辺綴じ）　200頁　本体3200円（税別）
ISBN978-4-297-11514-2

つ
い
に
恐
竜
が
登
場
!!

哺
乳
類
の

時
代
へ
!!

こんなサイズだったの
！？

埼玉県の
高校図書館司書が
選んだイチオシ本
2018
第1位

15
SDGs

シ
リ
ー
ズ
完
結
！

14
SDGs

14
SDGs

14
SDGs

土屋 健◉著　群馬県立自然史博物館◉監修
B5判（短辺綴じ）  本体 9600円（税別）　ISBN978-4-297-11677-4 

古生物のサイズが実感できる!

リアルサイズ古生物図鑑 3巻セット
15
SDGs

14
SDGs

NEW
『リアルサイズ古生物図鑑 新生代編』の
著者コメントはこちら！

NEW
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古生物

小学校 中学校 一般 NDC : 457
低 中 高

“もしも”絶滅した生物が進化し続けたなら

ifの地球生命史

つ
い
に
恐
竜
が
登
場
!!

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-6084-9

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-7406-8

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-7405-1

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-6085-6

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-7540-9

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-8252-0

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-6589-9

本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-7541-6 本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-8253-7本体2680円（税別） ISBN978-4-7741-6588-2

土屋 健◉著　群馬県立自然史博物館◉監修
A5判  本体 26800円（税別）　ISBN978-4-7741-8509-5

エディアカラ紀・カンブリア紀の生物

ジュラ紀の生物

三畳紀の生物

オルドビス紀・シルル紀の生物

白亜紀の生物 上巻

古第三紀・新第三紀・
第四紀の生物 上巻

デボン紀の生物

白亜紀の生物 下巻
古第三紀・新第三紀・
第四紀の生物 下巻石炭紀・ペルム紀の生物

土屋 健◉著
群馬県立自然史博物館◉監修
A5判　216頁 本体2680円（税別）
ISBN978-4-7741-9075-4

『生命史図譜』は、「古生物シリーズ」の総まとめとなりま
す。シリーズ第１～10巻に登場する復元イラスト付き生物を、
カタログ的に紹介。系統ごとに再編纂してあるので、古生
物ごとの進化過程を、視覚的に理解するができます。また、
書籍刊行後に発表された重大な研究成果も網羅し、古生物
情報のアップデートや復元イラストの更新、新イラストの追加
も行いました。さらに、第１～10巻までの総索引も完全網羅。

生命史図譜

土屋 健◉著　土屋 香◉イラスト　柴原暁彦◉監修　
A5判　160頁　予価1980円（税別）
ISBN 未定

ティラノサウルスやアノマロカリス、古生物の姿かたちは超魅力的。
しかし、彼らはもともとそんな形じゃなかったはず。というわけで、
古生物たちの姿かたちの移り変わりをご紹介。愛らしいイラストと軽
快な文章でまとめつつ、同系統のうつりかわりを大胆に語る。長い
時間をかけた古生物たちの変遷を、大きく把握する1冊です。

古生物はすでに絶滅して
いる。しかし、もし彼ら
が絶滅を回避できたなら

ば、どのような進化を遂げるのだろう？
本書は、そんな「ifの物語」を、超
リアルなCGを駆使して展開してみた。
古生物たちが夢見た進化の先。その
世界は、一体どんなものだろう？

ゼロから楽しむ
古生物姿かたちの
移り変わり

小学校 中学校 一般 NDC : 457
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 457
低 中 高

生物ミステリーシリーズ
古生物ミステリー 10巻セット

古生代の生物 中生代の生物 新生代の生物

本シリーズのここにご注目ください！
・直近の研究成果も余すこと無く。マニアな
方々も納得の情報量。

・世界各地の研究者・組織に協力を頂き、珍し
い写真を豊富に掲載。

・最新の見地による復元イラストが満載。見
ているだけでもワクワクできます。

1
2

3 4

5
9

10

6

7

8

1 5

6

7

8

9

10

2

3

4

土屋 健◉著　服部 雅人◉イラスト
藤原 慎一、椎野 勇太◉監修　B5判（短辺綴じ）　200頁
本体3200円（税別） ISBN978-4-297-11920-1

15
SDGs

14
SDGs

15
SDGs

15
SDGs

14
SDGs

14
SDGs

15
SDGs

14
SDGs

NEW

土屋 健
A5判　160頁　
ISBN 

ゼロから楽しむ
古生物姿かたちの
移り変わり

NEW

Now
Printing
2021年6月
発売予定
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古生物

小学校 中学校 一般 NDC : 467
低 中 高

理系に育てる基礎のキソ

地球のお話365日

理系に育てる基礎のキソ

しんかのお話365日 土屋 健◉著
小林 快次、松本 涼子、
田中 嘉寛◉監修
A5判　240頁
予価3200円（税別） ISBN 未定

地球生命史においてダイナミックな攻防が行われた場
所「水際」。デボン紀に魚の仲間から両生類が生まれ、
水際の覇権を握りました。中生代にはワニ類が進出し、
内陸の恐竜類との棲み分けに成功。逆に水際の攻防を
制し、水中へと打って出たクジラ類などもいます。ドラマ
性の高い古生物の世界を「水際」という視点で切り取っ
た一冊です。

地球生命
水際の興亡史

小学校 中学校 一般 NDC : 457
低 中 高

子どもが気になる「なぞ」と「ふしぎ」を徹底追求し
ているので、読みたくなるお話がてんこ盛り。漢字に
は全てルビがふってあるので、すらすら読み進めるこ
とができます。文章はわかりやすく、でも、かなりディー
プな内容もあるので、読み応え十分。１日１話の読み
進めで、知識の幅が大きく拡がりますよ。

土屋 健◉著　日本古生物学会◉協力
B5変形判　400頁
本体価格2300円 ISBN978-4-7741-9073-0

15
SDGs

土屋 健◉編著　ジオルジュ編集部◉著
日本地質学会◉協力　B5変形判　408頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-297-10322-4

15
SDGs

14
SDGs

13
SDGs

14
SDGs

1日1話で
サイエンスの

知識が
ぐんぐん広がる！

科  学

　　　　　　土屋 健◉著　前田 晴良◉監修
　　　　　　A5判　224頁　本体3480円（税別） 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　 ISBN978-4-7741-9927-6

100万年後に博物館に所蔵されることを目標に、自
分に関することを化石化する方法をまじめに探って
いきます。発見されやすい場所もばっちり考慮に入
れて、全人類の化石化を完全サポート。100万年後、
ともに博物館で出会いましょう！

化石になりたい
よくわかる化石のつくりかた

土屋 健◉著　黒丸◉絵
松郷庵 甚五郎 二代目◉料理監修
古生物食堂研究者チーム◉生物監修
A5判　224頁　本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-10819-9

「……古生物って，意外と美味しいんじゃない？」
系統（祖先・進化の関係）と生態を伺いつつ、古生物
の味を大胆に類推。大胆かつ繊細な味付けで、古生物
たちは「魅惑の料理」へ！　全ての料理にはレシピがつ
いているので、憧れの古生物料理がお楽しみいただけます。

古生物食堂
小学校 中学校 一般 NDC : 457

低 中 高
小学校 中学校 一般 NDC : 457

低 中 高

清水 洋美◉文　石川 日向◉絵　石渡 信一◉監修
B5判　96頁　本体1980円（税別） ISBN978-4-297-12181-5

細胞タウン
大冒険
『細胞タウン大冒険』は、一つの細胞を「街（タウン）」に見立て、
細胞内部で何が行われているのか、解説しました。細胞内で働くタ
ンパク質たちが住人として登場し、細胞小器官でさまざまな生活を繰
り広げます。ぼーっとしたり、超多忙になったり、失敗したり。そんな「細
胞タウン」の日常を、コミカルなマンガとイラストでぐぐっと迫ります。

小学校 中学校 一般 NDC : 463
低 中 高

胞タウン」の日常を、コミカルなマンガとイラストでぐぐっと迫ります。

　　　　　　　　　　　　吉田 伸夫◉著　A5判　232頁
本体1980円（税別）  ISBN978-4-297-11663-7

高校物理の内容を著者独自の視点でまとめ直し、指導
要領にはできるだけ従いながらも原子内部からブラック
ホールまで具体的な事例と結びつけて丁寧に解説。物
理学が世界とは何かを知ろうとする人間の営みであると
実感できるでしょう。

この世界の謎を解き明かす

高校物理
再入門

小学校 中学校 一般 NDC : 420
低 中 高

西岡 真由美◉著　岩田 忠久、齋藤 勝裕◉監修
A5判  192頁  本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-11706-1 

プラスチックはどのような物質で、どのように使用
されているか、イラストを交えながら解説。さらに、
リサイクル事情や海洋ごみ問題も扱い、どのように
プラスチックと付き合ってゆけばよいのかを知るた
めの糸口となる一冊です！

身近な
プラスチックが
わかる

小学校 中学校 一般 NDC : 578
低 中 高

一般財団法人 エネルギー総合工学研究所◉編著
A5判  304頁  本体2680円（税別）
ISBN978-4-297-11561-6 

国のエネルギー技術戦略策定や調査研究を受託し、
カーボンリサイクルを熟知したエネルギー総合工学
研究所の博士たちによる実践書です。エコでクリー
ンなエネルギーとして注目されるカーボンリサイク
ルのしくみ、実践方法がよくわかります。

図解でわかる
カーボン
リサイクル
CO2を利用する循環エネルギーシステム

小学校 中学校 一般 NDC : 519
低 中 高

NEW

NEW

NEW

NEW
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12
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11
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11
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NEW
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発売予定
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ジョン・プラント◉著　金井 哲夫◉訳　特殊判型判
192頁　本体2380円（税別）  ISBN978-4-297-11498-5

森の中に身一つで取り残されたら、あなたは生き残れるか？木の小屋
は、まず木を切る斧から作成する。土でかまどを作り、自作の火起こしで火をつける。自然から
得られる素材だけで、生活に必要なあらゆるものを作り上げるためのガイドブック。YouTubeチャ
ンネル登録者数1000万人以上の動画発のビジュアル解説書、待望の日本語版登場！

PRIMITIVE TECHNOLOGY
サバイバリストのための、道具や家やいろいろなものを
自然の中で作るガイド

小学校 中学校 一般 NDC : 786
低 中 高

　　　　　　  江見敏宏◉文・写真  B5判  208頁
本体2380円（税別）  ISBN978-4-297-11355-1

「花の造形を心ゆくまで愛でる」ことをひたすら追求し
た新しいタイプの花の図鑑です。花の美しさをストレート
に感じてもらうために、花の写真だけを大胆にレイアウト。
花の造形を細部までじっくり眺めることができます。

花美
花の美をじっくり
眺める図鑑

小学校 中学校 一般 NDC : 477
低 中 高

早水 勉◉著　B5判　384頁
予価3000円（税別）
ISBN 未定

荒舩 良孝◉著　ごみたこずえ◉絵
A5判  176頁  本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-11843-3

川上 新一◉著　佐藤 岳彦◉写真
B5判　208頁
本体2980円（税別）
ISBN978-4-7741-9143-0

春夏秋冬すべての星座を網羅し、解説したビ
ジュアル図鑑です。星座、星の名前の発祥と
由来、星座の神話と文化、天体観測の見ど
ころなどを、大判の美しい写真やグラフィッ
クで、余すところなく紹介します。天文関係
者必携の星空ガイドブックです。

新しい天文学の幕開けはどうやってもたらさ
れたか？重力波発見以降はもはや当たり前
になりつつある重力波観測のこれからがわか
る！重力波という考え方がどのように生まれ、
実際にどうやって観測され、そして、今後ど
のように発展していくのかという一連の流れ
を、やさしい言葉と挿し絵で解説する、サイ
エンス読みものです。

変形菌。それは、アメーバのごとく移動しなが
ら微生物を食べる“動物的性質”、キノコのよ
うに子実体を形成して胞子で増える“菌類的
性質”を併せもつ、とても奇妙な生物。じみー
に動き回って狩りをしているのに、ある日ひっそり
キノコ化して佇む…。本書は、そんな変形菌の
魅力を1冊に凝縮。多種多様な変形菌を、1種
1種丁寧に撮り下ろし。

春夏秋冬 星座別
ビジュアル
星空大全

重力波発見
の物語

変形菌
小学校 中学校 一般 NDC : 442

低 中 高
小学校 中学校 一般 NDC : 442

低 中 高
小学校 中学校 一般 NDC : 473

低 中 高

武田 俊太郎◉著  四六判  288頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11135-9

日本における数少ない量子コンピュータの開発者がかみくだいて解
説します。現在実際に開発が進められている量子コンピュータにつ
いて、その種類や長所・短所、将来の展望などがわかります。量
子コンピュータに興味を持たれた方の最初の1冊としておすすめです。

量子コンピュータ
が本当にわかる！

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

横山 真男◉著  A5判  264頁
本体2380円（税別）  ISBN978-4-297-11964-5

音楽を専門としない方でも読むことのできる、科学的に
見たクラシック音楽の理論や作曲についての入門書です。
音楽の科学的側面の物理学や数学について、なるべく
数式を使わないかたちで、実際の譜例を示しながら分か
りやすく解説しています。

第1章 音と音楽を科学する／第2章 ハーモニー
第3章 リズム／第4章 メロディ／第5章 作曲

科学で読み解く
クラシック
音楽入門

小学校 中学校 一般 NDC : 424
低 中 高

岩宮 眞一郎◉著  A5判  360頁
本体価格2280円  ISBN978-4-297-11191-5

身の回りの音から心を打つ音楽まで、音と音楽をキソか
ら深く理解したいあなたのための入門書です。包括的か
つ体系的に、科学目線でやさしく解説します。

第1章 音と聴覚のしくみ／第2章 音の物理と心理／第3
章 音楽のしくみ／第4章 音の空間性／第5章 オーディ
オ機器の歴史と原理／第6章 楽器の分類とそのしくみ
第7章 電子楽器からDTMへ／第8章 映像メディアにおけ
る音の役割／第9章 サウンドスケープ／第10章 音のデ
ザイン

音と音楽
の科学

小学校 中学校 一般 NDC : 424
低 中 高

浅原 正和◉著  A5判  224頁　
本体価格2280円
ISBN978-4-297-11512-8

ヘンな動物の代表格・カモノハシ。
関西のicocaカードのキャラク
ターでもあり、巷ではけっこうな
人気者。そのわりになぜだか情
報が少ない…。理由はいたって
簡単。原産地オーストラリア以外
で全く飼育されていないので、現地に行かないと観察できないから。
このおかげで、人気のある動物なのに類書が全くない状況。専門書
を除くと世界的にもオーストラリアに数冊あるのみという惨状。一体
カモノハシはどんな動物なのだろう？　カモノハシはどうやって進化し
てきたの？ そんなカモノハシの不思議に、気鋭のカモノハシ研究家が
ぐっと迫る。 謎多きカモノハシ、その魅力にぜひふれてほしい。

カモノハシ
の博物誌

小学校 中学校 一般 NDC : 489
低 中 高

                      藤原 麻里菜◉著  B5判  160頁
予価1800円（税別）  ISBN978-4-297-12213-3

低い技術力で不必要なものを何とか作り上げる「無駄づくり」を続けてきた
自称“無駄なもの発明家”が、子ども向けに工作のアイデアと方法をわか
りやすく解説。手に入りやすいものと自由な発想で工作。後半では初学者
にやさしいマイコンボードArduinoでプログラミングも行う。STEM教育にも。

無駄な道具を発明しよう！
独創性を育むはじめての
エンジニアリング

小学校 中学校 一般 NDC : 594
低 中 高

松浦 健一郎、司 ゆき◉著  四六判  400頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11554-8

1970、80年代のアーケードゲームを支える様々な技術を紹介し
ます。ハードウェアとソフトウェアに関して、仕組みが面白い技術、
ゲームの世界に進化をもたらした技術を取り上げて解説。そして、
その技術を使っているゲームを時代背景とともに紹介しています。

伝説の
アーケードゲーム
を支えた技術

小学校 中学校 一般 NDC : 798
低 中 高
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小学校 中学校 一般 NDC : 021
低 中 高

著作権

低 中 高

山本光（監修・執筆）：横浜国立大学教育学部 教授。専門は著作権教育。元
文化庁著作権課の大和淳氏および川瀬真氏と共同研究を行い、著作権教育に
関する著書を２冊出版。全国の教育委員会や学校、一般社会人を対象に著作
権法の入門講座を50回以上講演している。
松下孝太郎（執筆）：東京情報大学総合情報学部 教授。専門はプログラミン
グ教育。シニアへのICT教育、留学生へのICT教育等にも注力する。多数の著
書、講演活動を行う。

山本 光◉監修・著　松下 孝太郎◉著
B5判  各40頁　本体7500円（税別）
ISBN978-4-297-10680-5

山本 光◉監修・著　松下 孝太郎◉著
B5判  40頁　本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-10674-4

山本 光◉監修・著　松下 孝太郎◉著
B5判  40頁　本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-10676-8

山本 光◉監修・著　松下 孝太郎◉著
B5判  40頁　本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-10678-2

やさしくわかる
デジタル時代の

著作権

やさしくわかる
デジタル時代の
著作権 3巻セット
やさしくわかるデジタル時代の

著作権 ①基本編
やさしくわかるデジタル時代の

著作権 ②学校編
やさしくわかるデジタル時代の

著作権 ③生活編

著者コメントは
こちら！

1- 1 「著作権」ってなに？
1- 2 「著作物」ってどんなもの？
1- 3 著作権に関係するもの
1- 4 「著作者」ってだれ？
1- 5 著作者の権利ってなに？
1- 6 「著作者人格権」はどんな権利？
1- 7 「著作権(財産権)」はどんな権利？
1- 8 「著作者隣接権」ってなに？
1- 9 著作権が保護される期間は？
1-10 他の人の著作物の利用方法は？

…ほか

2- 1 著作物ってなに？
2- 2 わたしにも著作権ってあるの？
2- 3 著作権がないってどういうこと？
2- 4 他の人の文章を自分の作文に書いてもいいの？
2- 5 運動会の応援ポスターにアニメのキャラクターを使いたい
2- 6 文化祭でコピーバンドをやりたい
2- 7 自分が映っているテレビ番組を録画してみんなに見せてもいいの？
2- 8 図書館の本をコピーしてもいいの？
2- 9 自分の描いた絵や撮った写真をネットで公開してもいいの？
2-10 吹奏楽部で曲を演奏した映像をネットで公開してもいいの？

…ほか

3- 1 買った本をコピーしても良いの？
3- 2 本はどこでコピーしても良いの？
3- 3 本をパソコンやタブレットに保存しても良いの？
3- 4 書店で本の中身を撮影しても良いの？
3- 5 公園などにある彫刻は自由に撮影しても良いの？
3- 6 CDやDVDをコピーしても良いの？
3- 7 ネットの違法動画は見ても良いの？
3- 8 SNSに他のWebページへのリンクを自由に張っても良いの？
3- 9 SNSにネットにある写真や動画を載せても良いの？
3-10 有名歌手の歌を歌っている自分の動画をネットで公開しても良いの？

…ほか

本書の目次 本書の目次 本書の目次

第1巻では「著作権の基本」を解説。著作権のしくみ
や考え方、やってはいけないことなど、身近な例を用い
ながら、自然に著作権のしくみを理解できます。

第2巻は「学校編」。授業や運動会、文化祭、図書
館など、学校生活のさまざまなシーンでやっていいこと、
やってはいけないことを身近な例で学びます。

第3巻は「生活編」。自分の買ったもの、作ったもの、
公開・発表など、よくある事例をもとに、著作権につい
て理解を深めていきます。

身近な事例で
わかりやすい！
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情報モラル

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

松下 孝太郎、山本 光◉共著　B5判  各40頁　本体12500円（税別） ISBN978-4-297-11423-7

やさしくわかる
デジタル時代の情報モラル5巻セット

インターネットが普及し、待ったなしで求められている教育が「情報モラル」
です。炎上、なりすまし、拡散、誹謗中傷など、さまざまな問題があります。
この情報モラルは、一般的なモラル（倫理や道徳）を基盤として、PCや
インターネットに関する「技術」と、社会のルールである「法律」を両輪
として、合わせて学んでいくことがポイントです。本書は、児童生徒の身
近な題材を用い、モラル、技術、法律、情報、健康をテーマとして取り上げ、
「情報モラル」をわかりやすく解説し、理解できるようになっています。

情報モラル
やさしくわかる
デジタル時代の

本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-11413-8

やさしくわかるデジタル時代の

情報モラル1 基本編
情報モラルの技術やしくみの基本がわかる！
1- 1 情報社会って何？
1- 2 情報社会の問題点は何？
1- 3 情報モラルはどうして必要なの？
1- 4 情報モラルって何？
1- 5 ルールとモラルの違いって何？
1- 6 情報モラルはどの教科で学ぶの？
1- 7 何を使うときに情報モラルが必要なの？

1- 8 情報モラルの対象となる
サービスってどんなものがあるの？

1- 9 インターネットにはどうやってつながっているの？
1-10 メールってどんなときに使うの？
1-11 SNSってどんなサービスなの？
1-12 ネットショッピングって

どんなサービスなの？     …ほか

10
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本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-11415-2

やさしくわかるデジタル時代の

情報モラル2 スマホ編
スマホのマナーやしくみ、便利な使い方がわかる！
2- 1 スマホってどんなことができるの？
2- 2 スマホってどんなしくみなの？
2- 3 スマホの最初の準備で気をつけたいことは？
2- 4 スマホ依存症にならない使い方は？
2- 5「ながらスマホ」はどうしてダメなの？
2- 6 通話で気をつけるのはどんなこと？
2- 7 通話しなければ、どこでスマホを使ってもよいの？

2- 8 スマホを持ち込んだらいけない場所はあるの？
2- 9 スマホのカメラでは何を撮ってもよいの？
2-10自分のアカウントを誰かに使われたらどうなるの？
2-11 ネットの情報は信じてよいの？
2-12スマホにアプリを追加してもよいの？
2-13友達や家族とのSNSやメールの

やり取りで気をつけることは何？  …ほか

10
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本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-11419-0

やさしくわかるデジタル時代の

情報モラル4 SNS編
SNSの楽しく便利で安全な使い方がわかる！
4- 1 SNSにはどんなものがあるの？
4- 2 SNSってどんなしくみなの？
4- 3 SNSには何を投稿してもよいの？
4- 4 SNSに友達の写真を投稿してもよいの？
4- 5 SNSの友達申請はすぐに承認しないといけないの？
4- 6 SNSの友達申請はいきなりしてもよいの？
4- 7 SNSで知り合った人と会ってもよいの？

4- 8 Twitterで冗談やウソを
 つぶやいてはいけないの？
4- 9 どうしてSNSは災害のときに役立つの？
4-10 炎上したときはどうしたらよいの？
4-11 SNSはどうやって居場所を伝えているの？
4-12 LINE外しされました。どうしたらよいの？

…ほか
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本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-11417-6

やさしくわかるデジタル時代の

情報モラル3
インターネット・メール・セキュリティ編
インターネットのしくみや上手な使い方がわかる！
3- 1 インターネットって何？
3- 2 インターネット上のやり取りは
 どんなしくみなの？
3- 3 インターネットの情報はどこからくるの？
3- 4 URLはどんな役割なの？
3- 5 インターネットにはどんな風につながっているの？

3- 6 LANって何？
3- 7 Wi-Fiってどんなもの？
3- 8 4G（LTE）とWi-Fiって何が違うの？
3- 9 メールはどんなしくみで相手に届くの？
3-10メールを書くとき、出すときのルールは何？

…ほか

10
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やさしくわかるデジタル時代の

情報モラル5
動画・ゲーム・ショッピング編

本体2500円（税別）
ISBN978-4-297-11421-3

ネットのサービスの上手な使い方がわかる！
5- 1 動画サイトにはどんなものがあるの？
5- 2 動画サイトのコメント欄には何を書いてもよいの？
5- 3 動画サイトの映像は自由にダウンロードできるの？
5- 4 動画サイトに動画を自由にアップロードしてよいの？
5- 5 ゲームアプリはなんでもダウンロードしてよいの？
5- 6 ゲームで知らない人とチャットしてもよいの？
5- 7 ゲームのアカウントやアイテムは
 自由に交換してよいの？

5- 8 オンラインゲームで注意することって何？
5- 9 無料ゲームや無料動画はどうして無料なの？
5-10 ゲームアイテムが欲しいけれどどうやって買うの？
5-11 ネットショッピングは子どもでも利用できるの？
5-12 ネットショッピングで注意することって何？
5-13ネットショッピングでの支払い方法や

しくみはどうなっているの？
…ほか
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※目次及び誌面は制作中のものになります。
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小学校 中学校 一般 NDC : 375
低 中 高

60分でわかる！

プログラミング
教育 最前線

なぜ、いま学校で
プログラミングを
学ぶのか
はじまる「プログラミング教育」
必修化

体験してわかる
プログラミング
教育
うちの子の「考える力」
が伸びるワケ

キッズプログラミング

　2020年度の小学校でのプログラミング教育必修化から始まり、公教育でのプログラミング教育が順次強化されていきます。小学校のプログラミング教育
では、「プログラミング的思考」を育むことが目的とされ、各教科の指導などを通して行われるとされています。

(参考：未来の学びコンソーシアム「小学校プログラミング必修化に向けて」)

　プログラミング教育はおおよそ4つに大別できます。

特にビジュアルプログラミングとロボットプログラミングは子供でも取り組みやすく、子供向けに人気があります。

2020年度から学校でのプログラミング教育必修化が始ま
り、2021年度には中学校で、2022年度には高校で、公
教育でのプログラミング教育・情報教育の強化が進んでい
きます。本書では、こうした公教育の動向はもちろんのこと、
習い事として人気が高まっているプログラミングスクールや、
家庭における学習まで、プログラミング教育に関する最新ト
ピックを1冊にまとめました。

「結局どんなことをどこまでやればいいの？」
「うちの学校、まだICT環境も十分整っていない……」
日本全国を飛び回り、プログラミング未経験の先生方への
指導や授業づくりの支援に力を尽くす識者二人が語る直前
対策の書です。「必修化の背景」から「授業で実際に取
り組む方法」までくわしく解説。教育関係の方々はもちろ
ん保護者の方もバッチリ理解できます。

本書では小学校で必修化されたプログラミング教育
をオトナの目線から追体験できます。授業でも利用
されているScratchを使って、「プログラミング的思
考」「親として身に付けておくべきスキル」を楽しみ
ながら理解していきましょう！

プログラミング教育研究会◉著　CodeCampKIDS◉監修
四六判　160頁　本体1280円（税別）
ISBN978-4-297-10613-3

平井 聡一郎、利根川 裕太◉編著
四六判　232頁　本体1500円（税別）
ISBN978-4-297-11087-1

淺井 登◉著　A5判　160頁
本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-12173-0

大角 茂之、大角 美緒◉著
B5判  256頁  本体2280円（税別）
ISBN978-4-7741-9816-3

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

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

大角 茂之、大角 美緒◉著
日本マイクロソフト株式会社◉協力

B5判  224頁  本体2260円（税別）
ISBN978-4-297-11769-6

村山 聡江◉著
B5判　384頁　予価3000円
ISBN 未定

うえはら◉著　竹林 暁◉監修　B5判　296頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-10579-2

Scratch3対応 ! 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。実際に遊べるゲームをつくりなが
ら初歩のプログラミングの考え方を学ぶことができ、飽き
ることなく最後まで楽しめる構成になっています。最新の
Scratch 3にいち早く対応しています。

基本から少し複雑なゲームのつくり方までを、ストー
リー仕立てで解説した書籍です。魔法探偵になりス
プリンギンでゲームをつくりながら、事件を解決す
る内容になっており、はじめてプログラミングに触
れるお子さんに最適な1冊です。

小学校におけるプログラミング教育の必須化に伴い、最
も広く使われているプログラミング言語がスクラッチ
（Scratch）です。本書はスクラッチによるプログラミング
を一手順ごとに丁寧に解説しています。また、総ルビかつ、
ゲーム的な要素を多めに取り入れ、子どもが取り組みや
すくしてあります。ビジネスマンが楽しく読める教養書とし
てもおすすめします。Scratch3.0対応。

MakeCode Arcadeを使うと、ブロックを組み合わせて
簡単に2Dゲーム作りを楽しめます。本書では、簡単な追
いかけっこゲームから始まり、アクションゲーム、シューティ
ングゲーム、対戦ゲームなどを実際に作りながら、プログ
ラミングを勉強していきます。

Pythonを使った子供向けのプログラムミング入門書です。岐
阜大学にて実施しているワークショップのノウハウがつまった
内容です。ドリル形式で基本的なプログラミングについて学び、
次にPythonの動きを体験しながら記述する力を身につけます。
応用では、難しい課題を小ステップごとに区切って、少しずつ
変更を加えながら大きなプログラム（ゲーム）を作ります。

「コード」を書いてゲームを作りながら、プログラミング
を楽しく学んでいきます。Processingという言語を使い、
面倒な設定なしで直感的にどんどん書きながら理解でき
ます。小学校高学年以上のどなたでも読むことができま
す。Scratchではちょっともの足りない人も、ぜひ。

2020年小学校プログラミング必修化とは？

10才からはじめる
プログラミング
Scratchで
ゲームをつくって
楽しく学ぼう

はじめての
スプリンギン
プログラミングを学んで
ゲームをつくろう

今すぐ使えるかんたん

Scratch

10才からはじめる
プログラミング

MakeCode
Arcadeで自分だけ
のゲームを作ろう

10才からできる
Python
プログラミング
超入門

初心者でも「コード」が書ける！
ゲーム作りで学ぶ
はじめての
プログラミング松下 孝太郎、山本 光

村山 聡江

うえはら◉著　竹林 暁

初心者でも「コード」が書ける！
ゲーム作りで学ぶ
はじめての
プログラミング

アンプラグド

テキスト
プログラミング

ビジュアル
プログラミング

ロボット
プログラミング

パソコンを使わずに、カードやパズルでコンピュータやプロ
グラミングの仕組みを学ぶ方法。

アルファベットや数字からなるコードを書いていくスタイル。実
務でも使われる。C言語やJava、Pythonなど多くの種類がある。

ブロックを組み合わせるなど、視覚的なオブジェクトを使って行うプロ
グラミング。敷居が低いのが特徴で、スクラッチ(Scratch)が有名。

簡単なロボットを動かしながらプログラミングを学んでいく方法。ロ
ボットを動かすプログラムはScratchやJavascriptなどが使われる。

プログラミング教育

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

ビジュアルプログラミング テキストプログラミング

4
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

NEW
NEW

NEW

NEW

Now
Printing
2021年5月
発売予定

Now
Printing
2021年9月
発売予定
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小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

13

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。

本書はプログラミング入門として人気の
スクラッチのたくさんのサンプルがつまっ
た事例大全集です。かんたんなものから、
教科別、ゲームまでさまざまな事例・テー
マ別に100のサンプルが収録されていま
す。本書が一冊あれば、あらゆる場面で活躍します。小学校でのプログラミング
必須化もあり、学びたい個人から教えたい学校の先生まで、使えるプログラミング
学習教材、ねた帳として、大活躍することでしょう。

7章ではプログラミングを使った
小学生向けの教材作成をご紹介しています

親子でかんたん
スクラッチ
プログラミング
の図鑑
【Scratch 3.0対応】

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　192頁　本体2680円（税別） ISBN978-4-297-10686-7

松下 孝太郎、山本 光◉著
B5判　320頁　本体2980円（税別）
ISBN978-4-297-11502-9

8

■各
か く

章
しょう

と内
な い

容
よ う

レベルの対
た い

応
お う

表
ひょう

本
ほん

書
しょ

では独
どく

自
じ

に系
けい

統
とう

だてた段
だん

階
かい

的
てき

な8章
しょう

構
こう

成
せい

となっています。ゼロからはじめて、本
ほん

格
かく

的
てき

なプログラミングまで、幅
はば

広
ひろ

い知
ち

識
しき

を学
まな
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かく

章
しょう

の内
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容
よう

のレベルと想
そう

定
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年
ねん

については次
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章
しょう

とレベル 1章
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しょう
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しょう
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しょう
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しょう
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しょう

8章
しょう

Lev.1 Lev.2 Lev.2 Lev.3 Lev.3 Lev.4 Lev.4 Lev.5
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せい

!! !! !!

小
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生
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生
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生
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きょう

材
ざい

としてお使
つか

いいただく際
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スクラッチプログラミング

4
SDGs

4
SDGs

オールカラー
ビジュアル図鑑

だから
わかりやすい！

テーマ別に
100のサンプル
を掲載！

入門書の次の1冊に
オススメです！

NEW
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まなびのずかん

縣 秀彦◉監修　池田 圭一◉著　B5判　144頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-7293-4

好きなページからひも解くことによって、広大な宇宙の謎
解きの旅に出かけましょう。今すぐに知りたい宇宙の不
思議について、現在わかっていることが示されています。

天文学の
図鑑

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

「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。四則計算から始まって、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。

親子でかんたん
ずかん算数・数学

理科教育研究会◉著　小川 眞士◉監修　B5判　176頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12164-8

谷津 綱一◉著　B5判　192頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-10685-0

子どものための「お金と経済」プロジェクト◉著
B5判　200頁　本体2780円（税別）
ISBN978-4-297-10522-8

涌井 良幸、涌井 貞美◉著　B5判　160頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-7331-3

小学校理科を図解で楽しく
学べる図鑑を新課程に合わ
せてリニューアル！実験や
観察自然を見つめ、体験す
ることを通じ、理科が好き
になるように工夫をちりば
めた一冊です。

※カバーは前版のものです。

江戸の人たちは日頃どのような問題を
解いたのか。驚くなかれ、それは現
在の小学生が挑むものと何一つ変わ
らない。江戸の「暮らしの中の数」、
たとえば「匁といった単位」や「お
金」などを紹介しつつ、割合や面積
など、どのような算法を使って計算し
たのかを、図やイラストを交えてふん
だんなビジュアルで解説します。知識
は小学算数で十分。オールカラー・
総ルビで、子どもも大人も楽しく読む
ことができます。

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「統計
学の図鑑」です。オールカ
ラーとふんだんな図で、とて
もていねいに説明しています。
統計学を一望できる本書は、
ずっと手元に置いておける役
立つ一冊です。

お金のしくみ、経済のしくみに
ついて、わかりやすく解説した
オールカラーの図鑑です。お金
の「基本的なしくみ」から始まり、
家庭の収入や支出などの「身
近なお金」、会社や商店、銀
行などの「生活の周りにあるお
金のやりとり」、いま話題の「仮
想通貨、電子マネー」、経済・
財政政策、国際金融など、幅
広く取り上げています。大人の
学び直しにも。

基礎からしっかりわかる
カンペキ！

小学理科
【新課程対応版】

親子で楽しむ
和算の図鑑

親子でかんたん
統計学の図鑑

親子でかんたん
お金と経済の図鑑

繁 浩太郎◉著　B5判　128頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-7314-6

2万個以上の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。クルマ作り
の技術に造詣が深まります。

自動車
解剖マニュアル

筆保 弘徳（横浜国立大学）◉監修・著　岩槻 秀明、他◉著
B5判　128頁　本体2580円（税別）
ISBN978-4-7741-6657-5

身近な天気の話題から専門的な知識まで『気象』にかか
わるすべてを網羅した図鑑です。

気象の図鑑

西村 尚子◉著　石浦 章一◉監修　B5判　128頁
本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-6997-2

ヒトを中心とした生命科学を、DNAや細胞のしくみや働
きを通して、基礎から理解できるよう解説します。

ヒトの遺伝子と
細胞

理科教育研究会◉著
B5判　128頁　本体2680円（税別）
ISBN978-4-7741-5815-0

知っているようで実はよくわかっていない電気の基
礎から、オームの法則やキルヒホッフの法則に至る
専門的知までを豊富な図を交えてビジュアルにわか
りやすく解説しました。

電気の図鑑

小学校 中学校 一般 NDC : 400
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 419
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 417
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 330
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 467
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 540
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 440
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 537
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 451
低 中 高

理科教育研究会
本体

※カバーは前版のものです。

基礎からしっかりわかる
カンペキ！

小学理科
【

谷津 綱一
本体

親子で楽しむ
和算の図鑑

涌井 良幸、涌井 貞美
本体

親子でかんたん
統計学の図鑑

子どものための「お金と経済」プロジェクト
B5判　200頁　
ISBN978-4-297-10522-8

親子でかんたん

全ぺージ、
オールカラーで
見やすく、
わかりやすい！

イラストを
効果的に
使って解説！

1
SDGs

4
SDGs

4
SDGs

3
SDGs

8
SDGs

9
SDGs

17
SDGs

17
SDGs

10
SDGs

13
SDGs

NEW

  本書の目次  
第1章　生物 第2章　化学
第3章　地学 第4章　物理

さらに「第5章新課程」を追加！
　1. プログラミング学習
　2. 自然災害
　3. 理科と社会をつなげよう
　4. 宇宙開発

4
SDGs
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数  学

杉山 博宣◉著　四六判　296頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11777-1

黒川 信重◉著　四六判　176頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-10861-8

場合の数や確率は、習った記憶があるけれどもいったい何だったんだろ
う、と思われる方は多いかもしれません。組合せや順列は、実は数学
の問題そのものへのアプローチ方法を身につけられる好材料なのです。

数学最大の難問として有名なリーマン予想。大元には、ギリシャ時代からの素
数の研究があります。素数とは何か、リーマン予想へとどうつながってくるのか、
等もとりあげながらリーマン予想の最新事情や今後の展望を丁寧に解説します。

思考力を鍛える場合の数と確率
「分解」と「統合」でみるみる身につく

リーマン予想の今，
そして解決への展望

西郷 甲矢人、能美 十三◉著　四六判　280頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-10723-9

小山 拓輝◉著　四六判　280頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-7741-9916-0

瀬山 士郎◉著　四六判　160頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-10510-5

圏論の道案内
矢印でえがく数学の世界

「面積」とは何か
幾何・代数・解析の捉え方

点と線の数学
グラフ理論と4色問題

涌井 良幸、涌井 貞美◉著　B5判　384頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-7741-9226-0

本書は、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。

ビジュアル
高校数学大全

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

岡本 健太郎◉著　B5判　320頁
予価2580円（税別） ISBN 未定

「数学はアート」ととらえ、見せる数学を紹介していきま
す。折り紙、パターンや模様を解説し、Excelで実際に
描いていきます。折り紙、Excelという身の回りにあるツー
ルで描かれる数学のアートの世界を存分にお見せします。

アートで魅せる
数学の世界

小学校 中学校 一般 NDC : 414
低 中 高

今野 紀雄、成松 明廣◉著　四六判　296頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11667-5

未解決問題を題材に数学を楽しんでみませんか。なぜ未解決
なのか、解ける可能性はあるのか、その場合のアプローチは何
かも併せて考えていきます。さまざまなタイプの未解決問題を
考えることは現代数学の現状と未来を知ることにつながります。

未解決問題から
楽しむ数学
3x＋1問題， 完全数などを例に

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

瀬山 士郎◉著　四六判　208頁
本体価格1580円 ISBN978-4-7741-5982-9

数学記号の意味・読み・使い方がわかる！　数式が読めるよ
うになる辞典風数学エッセイ。小学生レベルの数字「1,2,3…」
からはじめて、最終的には大学レベルに到達。気軽に散歩を楽
しむように、数学記号を一個一個、楽しく読み解いていきましょう。

数学記号を
読む辞典

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

長岡 亮介◉著　四六判　320頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-11732-0

算数・数学って本当はどんな学問なのか、数学教育でこ
そ実現できることは何か、数学の不得意や好き嫌いを生
むのは何かといった話題から、21世紀社会だからこそ可能
な数学教育など、盛りだくさんの内容でお届けします。

本当は私だって数学
が好きだったんだ
知りたかった本質へのアプローチ

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

長岡 亮介◉著　四六判　256頁
本体価格1580円 ISBN978-4-297-11151-9

長岡亮介先生がこれまで行ってきた数多くの講演の中から厳選した
5つをまとめました。数学の歴史や背景を探りながら、数学を勉強す
ることの本質を考えていきます。「数学がわかる」「数学を理解する」
とはどういうことなのか。長岡先生の熱いメッセージをお届けします。

数学的な思考
とは何か

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

数理 哲人◉著　四六判　256頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-12211-9

数学の問題にはじっくり味わいながら解くことでおもしろさ
を感じられるものが数多く存在します。本書では問題が
何をしてほしいのかといった観点で捉えることを試みます。
中高大の入試問題、数学オリンピックの問題等から幅広
く取り上げます。

味わう数学
問題を解く醍醐味

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

谷 克彦◉著　B5判　192頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-10810-6

身近な花、木などの植物や、器、万華鏡など美しいと
思うものには数学的な理由が潜んでいます。本書は見
たことがある例からはじめて、エッシャーやフラクタル
図形など数学的に研究されている図形にまで踏み込ん
で、その数学的な美しさに迫ります。

美しい幾何学
小学校 中学校 一般 NDC : 414

低 中 高

涌井 良幸、涌井 貞美◉著  四六判  360頁
予価1980円（税別） ISBN 未定

本書は高校数学で扱う定理や考え方の本質を「端的に表現し
たイメージ」で脳裏に焼き付け、習得する図鑑です。シンプル
な解説と共に掲載された図や絵を眺めることで、それまで理解
が漠然としていたしくみや考え方をしっかりと習得できます。

高校数学
キモ図鑑

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

木内 敬◉著　B5判　212頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-11452-7

本書は、「目で見てわかる」ようにグラフを多く掲載し、イメー
ジでつかんで感覚をつかめる構成でリーマン予想を考えて
みようというものです。さらに、まだ日本語ではきちんと説明
されていないリーマン・スペクトルという最新の考え方も紹介。

ビジュアル
リーマン予想入門

小学校 中学校 一般 NDC : 412
低 中 高

小山 信也◉著　A5判　264頁
本体2200円（税別） ISBN978-4-297-12113-6

数学者って何をしているの？ という質問に答えるストー
リー仕立ての数学読み物。理論を研究するってどういう
ことか、どんな仕事なのかと聞かれることが多い小山先
生。数学にもっと関心を持ってもらえるようになる一冊です。

「数学をする」って
どういうこと？

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

数学への招待 シリーズ
小学校 中学校 一般 NDC : 411

低 中 高
小学校 中学校 一般 NDC : 413

低 中 高
小学校 中学校 一般 NDC : 411

低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 401
低 中 高

吉田 伸夫◉著　四六判　224頁
本体価格1580円 ISBN978-4-7741-9650-3

そもそも現代科学の方法論自体が門外漢にとって実感しにくいものであること、また
現在正しいとされている理論はたくさんのふるい落としにかけられた仮説たちの生き
残りであることなどをやさしく解説し、科学知識とのつきあい方について提案する。 

科学はなぜ
わかりにくいのか
現代科学の方法論を理解する

小学校 中学校 一般 NDC : 401
低 中 高

小島 寛之◉著　四六判　352頁
予価1680円（税別） ISBN 未定

数学界最高のナゾといってもよい素数の魅力に迫ります。素数
の定義はとてもシンプルですが、解明されていないナゾが多く存
在します。小島先生ならではの視点で丁寧に解説していきます。

素数のナゾに迫る
素数定理のからくりからゼータ関数まで

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

小島 寛之◉著　四六判　292頁
本体価格1780円 ISBN978-4-297-10627-0

解ける方程式、解けない方程式。そのカギを握るのが「体」や「群」であり、編
み出したのが21歳で世を去った数学者エヴァリスト・ガロアです。方程式の図形的
な性質やあみだくじの例を挙げながら、ガロアの発想と理論をわかりやすく説きます。

【完全版】天才ガロアの発想力
対称性と群が明かす方程式の秘密

小学校 中学校 一般 NDC : 411
低 中 高

知の扉 シリーズ
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柴田 晋平、稲村 陽子、他◉著　四六判　272頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3197-9

豊富な知識と経験からおいしいワインを選んでくれるソム
リエのように、星空や宇宙の楽しみ方を教えてくれる「星
空案内人」の入門書です。

星空案内人に
なろう！
夜空が教室。やさしい天文学入門

小学校 中学校 一般 NDC : 443
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

光岡 知足◉著　四六判　232頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-4576-1

人の健康は
腸内細菌で決まる！
善玉菌と悪玉菌を科学する

地学・天文学

化学

医学

小学校 中学校 一般 NDC : 464
低 中 高

石浦 章一◉著　四六判　240頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-6154-9

生命活動に不可欠なタンパク質が、味覚や消化に関わ
る役割のみならず、代謝、酵素や受容体としての役割、
病気ととの関わりについて深く迫ります。

タンパク質は
すごい！心と体の健康をつくる
タンパク質の秘密

3
SDGs

小学校 中学校 一般 NDC : 451
低 中 高

三上 岳彦◉著　四六判　192頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3621-9

数時間という短い時間に爆発的に降る雨が、東京、大
阪など大都市で増えています。最近気になる地球温暖
化による雨の変化についても触れていきます。 

都市型集中豪雨は
なぜ起こる?
台風でも前線でもない大雨の正体

11
SDGs

齋藤 勝裕◉著　四六判　200頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11641-5

固体、液体とともに物質の状態のひとつである気体。空気
を始めとして、ヘリウムやアンモニアなど、様々な気体が存
在しています。そんな気体の秘密に迫っていく書籍です。

化学の目で見る
気体
身近な物質のヒミツ

小学校 中学校 一般 NDC : 431
低 中 高

13
SDGs

中西 貴之◉著　四六判　208頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-8693-1

なぜ人はドキドキ
するのか？

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

3
SDGs

小山 真人◉著　四六判　192頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3706-3

活火山と定義しなおされている富士山。過去の大噴火サイクルから、いつ
噴火してもおかしくない状況となっている。そこで、最新の科学的知見と観
察によって大噴火の可能性と大噴火が起きたときの被害、災害対策を描く。

富士山大噴火が
迫っている！
最新科学が明かす噴火シナリオと災害規模

小学校 中学校 一般 NDC : 453
低 中 高

13
SDGs

小学校 中学校 一般 NDC : 453
低 中 高

編集工房 SUPER NOVA◉著　四六判　248頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3607-3

地震列島日本で暮らすうえで知っておきたい地震のメカ
ニズムを解説し、日本列島周辺がどのような地震の危機
にさらされているかを解説します。

なぜ起こる？
巨大地震のメカニズム
切迫する直下型地震の危機

13
SDGs

13
SDGs

桂 義元◉著　四六判　224頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-8575-0

なぜ免疫ががん治療に有効なのか？ 免疫の働きを長
年研究してきた著者が、この難問にずばっと切り込
みます。

免疫はがんに
何をしているのか？
見えてきた免疫のメカニズム

小学校 中学校 一般 NDC : 494
低 中 高

3
SDGs

中西 貴之◉著　四六判　192頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-7471-6

リンパの基礎知識から、免疫、リンパと病気、その他リ
ンパの最新情報などを解説していきます。私たちの生命
を支える不思議な世界が見えてきます。

身体をめぐる
リンパの不思議

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

3
SDGs

飯島 裕幸◉著　四六判　192頁
予価1780円（税別） ISBN 未定

治療経験豊富な眼科医が、わかりやすい文章と豊富なイラストで、症状発生のメ
カニズムや治療方法を科学的に解説。長年の治療現場で要望の高い情報を盛
り込むので、内容の質もばっちり。目の症状や治療を知りたいならまずはこの1冊！

ココが知りたかった！

目の病気の
メカニズム

小学校 中学校 一般 NDC : 496
低 中 高

3
SDGs

田中 真知◉著　四六判　240頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-2858-9

身近な毒から、動物植物毒、鉱物毒、毒と薬、毒と
事件など、毒にまつわる事柄を、科学的にやさしく
解説します。

へんな毒
すごい毒

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

12
SDGs

3
SDGs

中村 好一◉著　四六判　152頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11950-8 

疫学は病気と健康に関する課題に対してデータと調査を基に真実に迫ってい
く学問です。様 な々データがある中で、どのようにデータを見て偏り（バイアス）
のない正しい因果関係を導き出すのかを実際の例とともに考えていきます。

疫学とはなにか
データと理論思考で探る
病気の原因と予防

小学校 中学校 一般 NDC : 493
低 中 高

3
SDGs

審良静男研究室◉監修　坂野上 淳◉著　四六判　208頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-4455-9

新しい自然免疫学
免疫システムの真の主役

小学校 中学校 一般 NDC : 491
低 中 高

3
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齋藤 勝裕◉著　四六判　192頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-10444-3

今なお科学者を惹き付けるベンゼン環について、化学の
基礎からスタートして特異な結合と構造、量子化学までわ
かりやすく解説。

ベンゼン環の化学
身近な化学からノーベル賞まで

小学校 中学校 一般 NDC : 438
低 中 高

9
SDGs

中西 貴之◉著　宮坂 昌之◉監修　四六判　232頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-12001-6

ワクチンの話をできる限り簡単に、かつ冷静に、客観的に、かつ科学
的に解説。新型コロナウイルスワクチンはもとより、ワクチンの歴史や
種類、近い将来実現しそうなワクチン技術についてもふれています。

今だから知りたい

ワクチンの科学
効果とリスクを
正しく判断するために

小学校 中学校 一般 NDC : 493
低 中 高

3
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宇佐見 義之◉著　四六判　224頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3417-8

カンブリア爆発の謎
チェンジャンモンスターが残した
進化の足跡

小学校 中学校 一般 NDC : 457
低 中 高

14
SDGs

カンブリア紀に生命は突如として爆発的な進化をおこしたとされ、近年、中
国のチェンジャン地方から出土する化石によって研究が積み重ねられ「爆発
的進化」の理解が進んできました。カンブリア紀の研究最前線をレポートします。

佐藤 健太郎◉著　四六判　208頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3114-6

有機化学美術館へ
ようこそ
分子の世界の造形とドラマ

小学校 中学校 一般 NDC : 437
低 中 高

9
SDGs

分子の姿を視覚的に楽しみながら、有機化学における発見の歴史
など、様々な角度から化学の世界に触れることができます。有機化
学の世界が無味乾燥な記号の羅列ではないことがわかるはずです。

9
SDGs

化学

NEW

NEW

NEW

NEW

Now
Printing
2021年7月
発売予定



17

知りたい ！ サイエンス

小林 吹代◉著　四六判　200頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11385-8

関根 章道◉著　四六判　176頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-10337-8

セキュリティ上の脅威から私達を守ってくれる暗号やパスワードのしくみを、著
者が高校の授業で使った練習問題（手計算、basic利用等）を盛り込みな
がら読み解きます。現在主流であるRSA暗号の歴史的な背景も振り返ります。

中学数学から
はじめる暗号入門
現代の暗号はどのようにして作られたのか

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

小林 吹代◉著　四六判　232頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-11936-2 

オイラーの素数の見つけ方は画期的でした。約数の和が自分自身
＋1ならばそれは素数です。これはオイラーの5角数定理によるも
のです。本書はオイラー流の素数の見つけ方などをご紹介します。

オイラーから始まる
素数の不思議な見つけ方
分割数や３角数・４角数などから考える

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

小林 吹代◉著　四六判　240頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-8574-3

ガロア理論を今度こそ理解したい人のための超入門書で
す。ガロア理論を図形の観点から「5次以上の方程式に
解の公式が存在しない」ことの理由を探っていきます。

ガロア理論
「超」入門
方程式と図形の関係から考える

小学校 中学校 一般 NDC : 411
低 中 高

織田 孝幸◉編著　四六判　272頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-5167-0

なぜ！ こんなに数学は
おもしろいのか
数学カフェへようこそ

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

吉田 信夫◉著　四六判　160頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-8434-0

ガリレオ・ガリレイは
数学でもすごかった!?
数学から物理へ　名著「新科学対話」からの出題

小学校 中学校 一般 NDC : 420
低 中 高

吉田 信夫◉著　四六判　200頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-4955-4

虚数と複素数から見えてくる
オイラーの発想
e,i,πの正体

小学校 中学校 一般 NDC : 413
低 中 高

岩沢 宏和◉著　四六判　144頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-7901-8

確率論の初期の基盤を築いたのはホイヘンスでした。
確率論の源流に迫りながら、賭けに勝つための方法をホ
イヘンス流に読み解いていきます。

ホイヘンスが教えて
くれる確率論
勝つための賭け方

小学校 中学校 一般 NDC : 417
低 中 高

岩沢 宏和◉著　四六判　224頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-6007-8

「確率」は身の周りに多く存在しています。サイコロ、チェ
ス、暗証番号当てなど面白い確率問題や天才たちが挑
んだ難問や解法に使った計算テクニックを取り上げます。

確率のエッセンス
大数学者たちと魔法のテクニック

小学校 中学校 一般 NDC : 417
低 中 高

竹内 薫◉著　四六判　200頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3556-4

ガロア理論を今度こそ理解したい人のための超入門書で
す。ガロア理論を図形の観点から「5次以上の方程式に
解の公式が存在しない」ことの理由を探っていきます。

へんな数式
美術館
世界を表すミョーな数式の数々

小学校 中学校 一般 NDC : 410
低 中 高

数学

山中 健生◉著　四六判　272頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-7310-8

ミクロな生物が、地球というマクロなものに与える影響は
どのようなものなのでしょう？　さまざまな角度から、微
生物と地球・生物の関係についてぐぐっと迫る1冊。

地球とヒトと
微生物
身近で知らない驚きの関係

小学校 中学校 一般 NDC : 450
低 中 高
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米川 博通◉著　四六判　256頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-5237-0

動物の細胞にはミトコンドリアという小さな器官があります。健康と
長寿の陰の立役者として重要な役割を担っていることが分かってき
ました。ミトコンドリアの不思議な振る舞いを分かりやすく解説します。

生と死を握る
ミトコンドリアの謎
健康と長寿を支配するミクロな器官

小学校 中学校 一般 NDC : 463
低 中 高

3
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中西 貴之◉著　四六判　208頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-3220-4

いろいろな細菌を紹介しつつ、細菌の辿ってきた道筋や
人間の理解を超えた細菌、苛酷な環境で生きる細菌・
へんな細菌なども紹介します。

人を助ける
へんな細菌すごい細菌
ココまで進んだ細菌利用

小学校 中学校 一般 NDC : 579
低 中 高
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ハインツ・ホライス、他◉著　四六判　240頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-4907-3

ダーウィン以来200年にわたり、あらゆる進化学説が唱えられてきました。21
世紀になった今も学者の間で共通理解は得られていません。本書は、進化論
の歩みをたどり、代表的で興味深い説を追いながら進化論について考えます。

眠れなくなる
進化論の話
ダーウィン、ドーキンズから現代進化学まで全部みせます

小学校 中学校 一般 NDC : 467
低 中 高

15
SDGs

大島 靖美◉著　四六判　168頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-9556-8

生命進化を遡りながら生物の睡眠を考察。眠りの起源
と進化、その違いや機能などについて、やさしく解説し
ます。世にも珍しい睡眠の進化に迫る１冊です。

動物はいつから
眠るようになったのか？
線虫、ハエからヒトに至る睡眠の進化

小学校 中学校 一般 NDC : 481
低 中 高

14
SDGs

15
SDGs

小学校 中学校 一般 NDC : 469
低 中 高

金子 隆一◉著　四六判　264頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-7741-4640-9

ヒトが生き残るまでの間に、どのような祖先が生まれては
消滅していったのか、滅亡していった「アナザー人類」
を中心に興亡を解説し、いまの人類のルーツを探ります。

アナザー
人類興亡史
人間になれずに消滅した”傍系人類”の系譜

15
SDGs

そもそも平面ってなに？　曲がるの？　といった素朴な疑問から丁寧に解消していき、正多
面体からやわらかい幾何であるトポロジーへと平面や立体の話題を自然につなげていきま
す。身近にある紙などを使って実際に図形を作って試してみることもできるコラムも設けま
すので、楽しみながら多面体、その先にある非ユークリッドを学ぶことができます。

正多面体は本当に
5種類か やわらかい幾何は

すべてここからはじまる

小学校 中学校 一般 NDC : 414
低 中 高

生物学

NEW

NEW
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大髙 敏男、平野 利幸、他◉著  A5判  176頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-12154-9

本書では、製図の基本、機械製図や建築製図における2次元
CADの技法や活用方法の基本を習得。そして3次元CADでのモ
デルデータの作成手法や種々のアセンブリ手法などを習得します。

CADが
一番わかる

小学校 中学校 一般 NDC : 501
低 中 高

白石 拓◉著　A5判　208頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11596-8

二次電池は社会に欠かせないデバイスであり、スマートフォンやカメラ
などの電子機器や電気自動車に使われています。電池の基本解説
から、リチウムイオン電池を含む二次電池の特徴について解説します。

最新 二次電池が
一番わかる

小学校 中学校 一般 NDC : 572
低 中 高

長澤 靖之◉監修・著　A5判　184頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-7741-5225-7

インフラの生命線たる水道について紹介する本。上水道
の仕組みをわかりやすく解説するほか、節水対策や漏水
や汚染、老朽化といったメンテナンスについても解説する。

上下水道が
一番わかる

小学校 中学校 一般 NDC : 518
低 中 高

飯島 晃良◉著　A5判　176頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11464-0

消防法では火災の原因となりかねないため規制している物質を「危険物」と呼
びます。本書は、危険物を取り扱うための知識として、危険物の性質、貯蔵・
取扱い、運搬、危険物による火災の予防と消火などについて具体的に説明します。

危険物取扱が
一番わかる

小学校 中学校 一般 NDC : 574
低 中 高

真江島 光、坂林 和重◉著　A5判　176頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11175-5

情報技術には必要不可欠な基盤となる通信設備。本書
は、通信設備のしくみや身近な応用例から、徹底的に通
信設備の概念を理解しようとするものです。

通信設備が
一番わかる

小学校 中学校 一般 NDC : 547
低 中 高

9
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小渡 邦昭◉著　A5判　192頁
本体1800円（税別） ISBN978-4-297-12012-2 

プレス加工は金属の板に力を加えて形状を変える技術です。自動車や家電、通信機器、
事務機など、小さな電子部品から大きな自動車のボディーまで様々な分野で用いられてい
ます。本書ではプレス加工に関する基本的な知識をコンパクトにまとめました。

プレス加工が一番わかる
小学校 中学校 一般 NDC : 566

低 中 高

9
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9
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榎本 満帆、浅川 新◉著　A5判　176頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-11763-4

防火、消火、耐火の基本的な知識を身につけ、火災を起こさないポイント、被害を最小限に
止めるための基本的な知識を紹介します。燃焼のしくみを理解することから解説をはじめ、防
火や消火のメカニズム、防火・消火設備についても説明します。

防火・消火・耐火が
一番わかる

小学校 中学校 一般 NDC : 519
低 中 高

11
SDGs

しくみと技術が一番わかる

11
SDGs

NEW
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NEWNEW
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一般 NDC : 549

常深 信彦◉著　A5判　192頁　本体価格1680円 ISBN978-4-7741-4391-0

発光ダイオードが一番わかる

一般 NDC : 549

内富 直隆◉著　A5判　208頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-6457-1

半導体が一番わかる

一般 NDC : 549

安藤 幸司◉著　A5判　192頁　本体価格1780円 ISBN978-4-7741-4653-9

半導体レーザが一番わかる

一般 NDC : 549

清水 暁生◉著　A5判　176頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-8276-6

電子回路が一番わかる 一般 NDC : 527

佐川 旭◉監修　小垣外 明子◉著  A5判  176頁  本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-8161-5

リフォーム業務が一番わかる

一般 NDC : 548

町田 聡◉著　A5判　176頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-5462-6

3D技術が一番わかる 一般 NDC : 527

柿沼 整三◉著・監修　遠藤 智行、他◉著  A5判  192頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-5628-6

断熱・防湿・防音が一番わかる

一般 NDC : 547

小暮 裕明、小暮 芳江◉著　A5判　224頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-4868-7

電波とアンテナが一番わかる 一般 NDC : 526

五十嵐 太郎、佐藤 考一、他◉著  A5判  192頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-6819-7

高層建築が一番わかる

一般 NDC : 547

谷口 功◉著　A5判　160頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-5372-8

通信技術が一番わかる 一般 NDC : 525

田中 毅弘◉監修　A5判　176頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-7062-6

ビルメンテナンスが一番わかる

一般 NDC : 545

涌井 良幸、涌井 貞美◉著　A5判　224頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-6025-2

家電が一番わかる 一般 NDC : 524

高山 峯夫、田村 和夫、他◉著　A5判　176頁　本体1780円（税別） ISBN978-4-7741-5342-1

耐震・制震・免震が一番わかる

一般 NDC : 544

松本 光春◉監修　A5判　176頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-7574-4

電気工事の工具が一番わかる 一般 NDC : 492

宇喜多 義敬◉監修　稲葉 明、他◉著  A5判  176頁  本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-6992-7

病院の設備が一番わかる

一般 NDC : 326

常深 信彦◉著　A5判　192頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-6746-6

電気工事が一番わかる 一般 NDC : 365

日下部 理絵◉著　A5判　176頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-7965-0

マンションの設備・管理が一番わかる

一般 NDC : 543

今泉 大輔◉著　A5判　184頁　本体価格1780円 ISBN978-4-7741-4958-5

電力供給が一番わかる

一般 NDC : 540

福田 京平◉著　A5判　232頁　本体価格1580円 ISBN978-4-7741-3733-9

電気が一番わかる 一般 NDC : 537

松平 智敬◉著 （学）小倉学園 専門学校 東京自動車大学校◉監修 A5判 176頁 本体1940円（税別）ISBN978-4-7741-9019-8

自動車整備が一番わかる

一般 NDC : 572

福田 京平◉著　A5判　256頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-5981-2

電池のすべてが一番わかる 一般 NDC : 501

今泉 大輔◉著　A5判　176頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-5667-5

再生可能エネルギーが一番わかる

一般 NDC : 542

見城 尚志、陳 正虎◉著　A5判　224頁　本体価格1980円 ISBN978-4-7741-5584-5

最新小型モータが一番わかる 一般 NDC : 519

上川 路宏◉著　A5判　192頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-7147-0

産廃処理が一番わかる

一般 NDC : 541

武永 行正◉著　A5判　176頁　本体価格1880円 ISBN978-4-297-10155-8

シーケンス制御が一番わかる 一般 NDC : 588

永井 毅◉監修　A5判　176頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-7539-3

食品加工が一番わかる

一般 NDC : 541

有馬 良知◉著　A5判　176頁　本体価格1880円 ISBN978-4-297-10255-5

電気回路が一番わかる 一般 NDC : 570

田島 慶三◉著　A5判　184頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-4963-9

化学製品が一番わかる

一般 NDC : 543

福田 務◉著　A5判　184頁　本体価格1680円 ISBN978-4-7741-4206-7

発電・送電・配電が一番わかる 一般 NDC : 566

井上 忠信◉監修　A5判　192頁　本体1780円（税別） ISBN978-4-7741-4467-2

金属加工が一番わかる

一般 NDC : 540

安藤 幸司、常深 信彦◉著  A5判  184頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-5103-8

電気の基礎が一番わかる 一般 NDC : 586

日本繊維技術士センター◉編　A5判　192頁　本体価格2380円 ISBN978-4-7741-5137-3

繊維の種類と加工が一番わかる

一般 NDC : 574

武田 徳司、他◉著　A5判　176頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-7216-3

生活用品の化学が一番わかる

一般 NDC : 578

尾崎 邦宏◉監修、他　A5判　320頁　本体2480円（税別） ISBN978-4-7741-4909-7

高分子材料が一番わかる 一般 NDC : 501

松本 光春◉著　A5判　216頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-5012-3

センサが一番わかる

一般 NDC : 431

高島 舞、大谷 文章◉著  A5判  176頁  本体1880円（税別）  ISBN978-4-297-10617-1

光触媒が一番わかる 一般 NDC : 566

型技術協会◉編　A5判　192頁　本体価格1780円 ISBN978-4-7741-4816-8

金型が一番わかる

一般 NDC : 524

喜入 時生◉著　松本 幸大◉監修 A5判 192頁 本体1880円（税別）ISBN978-4-7741-6135-8

建築材料が一番わかる 一般 NDC : 675

齋藤 正宏◉著　A5判　176頁　本体1900円（税別） ISBN978-4-7741-9737-1

物流が一番わかる

一般 NDC : 501

三木 貴博◉監修　A5判　192頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-6991-0

金属材料が一番わかる 一般 NDC : 532

平野 利幸◉著　A5判　176頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-8498-2

機械加工が一番わかる

一般 NDC : 501

常深 信彦◉著　A5判　176頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-5541-8

複合材料が一番わかる 一般 NDC : 509

宇喜多 義敬◉著　小林 勝美◉監修  A5判  192頁  本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-7215-6

品質管理が一番わかる
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一般 NDC : 549

松本 光春◉著
A5判　176頁　本体価格1880円 ISBN978-4-7741-5804-4

電子部品が一番わかる 9
SDGs

一般 NDC : 528

大髙 敏男、佐々木 美弥、他◉著
A5判　192頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-8042-7

空調設備が一番わかる

一般 NDC : 514

窪田 陽一◉監修
A5判　208頁　本体価格1780円 ISBN978-4-7741-6117-4

道路保全が一番わかる 9
SDGs

一般 NDC : 514

窪田 陽一◉監修
A5判　208頁　本体1780円 ISBN978-4-7741-4005-6

道路が一番わかる
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素材・材料 工業

建築・土木

電気工学・電子工学
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小学校 中学校 一般 NDC : 452
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 453
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 460
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 454
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 521
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 213
低 中 高

立体写真館①　新装版

星がとびだす星座写真

立体写真館②　新装改訂版
ハッブル宇宙望遠鏡で見る驚異の宇宙

小学校 中学校 一般 NDC : 443
低 中 高

立体写真館 ビジュアルはてなマップ

伊中 明◉著　四六判　128頁

ご好評頂いた『星がとびだす星座写真』の新装版です。星座は夜空の星を平面や天球上
で結んだものですが、実際には地球から近い星も遠い星もあります。地球からの距離に合わ
せて、著者独自の方法で立体感をつけたものがこの写真集。最長10光年以上の巨大な人に
なった気分で、星座が浮かぶ立体空間を楽しむことができます。3Dメガネ付き。

『ハッブル宇宙望遠鏡で見る驚異の宇宙』の新装改訂版です。
本を開くと、ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた、雄大で美しく神秘的
な宇宙の姿が目の前に広がります。今回の新装改訂版では、新
たに作成した8点の3Dアートも掲載。さらに美しく、驚きに満ちた星
たちの一生をお楽しみいただけます。3Dメガネ付き。

立体写真館シリーズ

加藤 義久、池原 研◉監修　B5判　128頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-7741-8269-8

千葉 達朗◉著　B5判　144頁　本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-4785-7

ふだん私たちが見る海は、海水で真っ平です。その海の水を抜いたら、どんな地形が現れ
るのでしょうか。そこは地上にもまして高低差の激しい凸凹を見ることができます。プレート
がぶつかりあった複雑な形状、地上と同じような高い山、深い谷などが姿を現します。本書
は海水を取り除いて、海底の地形を3Ｄ地図で紹介する書です。太平洋、大西洋、インド洋、
北極海、南極海、そして日本近海の海底地図を見ながら、地殻変動や断層、火山、潮流
など複雑な海底の謎を解き明かします。

自然災害は人間が及びもつかない破壊力で突然襲いかかります。そして日本は大地震をもた
らすプレート境界に位置し、活断層や活火山が随所にあります。本書はそれら「いつか来
る災害」の元となる活火山や活断層、海底火山、海溝などの「赤色立体地図」を一挙
に掲載します。この技法では火山や地形は、森や海や人工物のない本来の状態で表現され、
地殻で何が起こっているのか、そしてかつての噴火や地震の生 し々い爪痕までも見ることが
できます。地震大国日本列島の出で立ちや構造まで実感できるでしょう。

体感！ 海底凸凹地図

大好評の“ビジュアルはてなマップ”

［最新版］活火山 活断層
赤色立体地図でみる 日本の凸凹

池田 圭一◉著　B5変形判  128頁  本体2040円（税別） ISBN978-4-7741-9622-0

本書では、数万円程度で買えるデジタ
ル顕微鏡を使い、簡単に入手できる調
味料、硬貨、植物、昆虫…など「身の
回りにあるもの」の拡大写真をたくさん
掲載しています。安価なデジタル顕微
鏡で手軽に見られる美しい被写体、58
点掲載！「驚きの世界」がここにあります。

デジタル顕微鏡で楽しむ！
ミクロワールド美術館

東京地図研究社◉編・著　B5判　144頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-7741-6423-6

島崎 晋、東京地図研究社◉著　B5判　128頁
本体2180円（税別） ISBN978-4-7741-8384-8

江戸風土研究会◉編・著　津川 康雄◉監修  B5判 128頁  
本体1780円（税別） ISBN978-4-7741-7297-2

地形のヒミツが見えてくる

体感！ 東京
凸凹地図

この地にこの城を建てた理
わ け
由

凸凹地図で
読み解く
日本の城

江戸の暮らしが見えてくる

地図で読み解く
江戸・東京

本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-9376-2

本体2280円（税別） ISBN978-4-7741-9375-5

立体写真館③　新装改訂版
ハッブル宇宙望遠鏡でたどる
果てしない宇宙の旅
本を開くと、ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた、雄大で美しく神秘的な宇
宙の姿が目の前に広がります。さぁ、一緒に宇宙空間の旅へと出発しま
しょう。今回の新装改訂版では、新たに作成した6点の3Dアートも掲載。
はるかな星の時間ときらめく宇宙空間を味わってください。3Dメガネ付き。

本体2380円（税別） ISBN978-4-7741-9374-8

本を開いてレンズから覗くとあら不思議！ 
平面だった星達が空間の中に浮かび上がります。

※一体型なのでメガネをなくすことはありません。

電車や車を降りて実際に自分の脚で歩いてみればわかる
とおり、東京は実に多くの坂や谷、台地や崖のある「凸凹」
地形の宝庫です。本書は東京の中心部から周辺部にかけ
て、地形的に特色のあるスポット（水辺・山地・激坂・丘陵）
を選び、見やすい陰影段彩図と写真を交えて解説します。
解説文には地理的特徴だけでなく、歴史や文化的エピソー
ドも盛り込み、地図を見るだけでなく読んでも楽しめます。
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ライフスタイル 健　康

古田 雄介◉著　四六判　192頁
本体1380円（税別）
ISBN978-4-7741-9169-0

竹下 さくら◉著  四六判 160頁
本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-11426-8

畠中 雅子＋新美 昌也◉著
A5判　208頁　本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-9677-0

高岡 里佳◉著
A5判　192頁　本体1400円（税別）
ISBN978-4-7741-9220-8

故人が遺したデジタル遺品の基礎知識、放っておいた場
合の行く末、どう開いてどう処理・相続するかを解説します。

心構えから各種保険などの見直しポイントや意外と知られ
ていない盲点までを100の鉄則にしています。新型コロナ
や自然災害などで先行きの不安から保険料の負担を減ら
したいという声も増えています。本書でご自身にあった保
険ライフを作り上げてください。

公的医療・介護保険の枠内枠外で医療や介護に実際にか
かる費用から、費用負担に備える民間医療・介護保険の
選び方、費用負担を軽減する高額療養費・高額介護サー
ビス費制度、確定申告の医療費控除、有料老人ホームの
お金、傷病手当金や介護休業給付、財産を守るための成
年後見制度までを、FPならではの視点でアドバイスします。

親が歳を取ってくると、病気や介護のことが心配になって
きますが、なかなか準備はしにくいもの。入院やその後
に続く介護には、労力やお金がかかるだけでなく、周囲
との関係や自分の生活との兼ね合いなど、精神的なスト
レスもかかります。いざ、入院や介護に直面したときに、
あわてない、うろたえないためのポイントを教えます。

竹下 さくら
本体
ISBN978-4-297-11426-8

川上 由里子◉著　A5判　224頁　本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-10829-8

突然訪れる大切な人の介護。介護離職をする人は年間約10万人。離職して介護に専念
する人のなかには、介護が終わったあと、「うつ」になってしまう人や収入が途絶え経済
的に立ち行かなくなる人もいます。介護と仕事の両立では、想像以上に難しい事態に直
面することが少なくありません。本書は、大切な人を介護しながら、自分の暮らしや仕事
も手放さず続けていくためのヒントとアイデアをまとめたものです。

デジタル遺品
デジタルの遺品・資産を
開く！託す！隠す!

1時間でわかる
やれば得する！
保険の見直し
100の鉄則

入院・介護のお金
知らないと損する
48のこと

　ケアマネが教える［はじめての］
親の入院・介護
あわてない、うろたえない
ための鉄則55

小学校 中学校 一般 NDC : 369
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 339
低 中 高

働きながら介護する
ケアも仕事も暮らしもバランスとって

これで安心！

これで安心！これで安心！

DECO◉編　B5判　128頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-7741-7999-5

地方で働く人たちの、働きかたを紹介する仕事図鑑です。
今の就職活動について疑問に思う人たちや地方での暮
らしを望む人たちに、都心での“就活”では得られない
情報や地方での働きかた、生きかたのヒントを提供します。

ローカル
仕事図鑑
新天地のハローワーク

小学校 中学校 一般 NDC : 366
低 中 高

梅方 久仁子◉著　A5判　168頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-11867-9

日本の「ものづくり」を支える機械・電気の資格について、分野
別に種類や特徴、取得方法などを紹介しています。これから「も
のづくり」に関わっていきたいと考えている方のためには、仕事
の面白さややりがい、業界の現状と将来性なども解説しています。

機械・電気の
資格と仕事

小学校 中学校 一般 NDC : 530
低 中 高

山崎 陽子◉著　A5判　152頁
本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-11982-9

「きものって自由。冒険しても、大
丈夫。」山崎陽子さんが着続けたこ
とで見えた自分好みのスタイル、「こうでなければ」という着こ
なしにとらわれない楽しみ方を紹介します。もっときものを日常に、
自由なきもの時間のためのエッセイです。

坂井 より子◉著
B5判　128頁　本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-7710-6

坂井 より子◉著
四六判  152頁   本体1400円（税別）
ISBN978-4-7741-8639-9

家族3世帯で住み暮らしながら、主婦業をこなして40年。
当たり前の毎日を過ごす中に取り入れてきた「季節の収穫
から料理を作る」「アイデアと考え方次第でまわせる家事」
や「少しの手間で居心地のいい家づくり」などベテラン
主婦の著者による、たのしい段取り生活のためのヒント集。

「マイパターンをもつ」「料理をたのしくするために」「こ
れまでの暮らし」をはじめ、毎日の暮らしまわりや人と家族
のこと、物の持ち方などヒントと役立つあれこれを紹介しま
す。より子さんの暮らしに対する考え方やその根底にある
大切にしているものが伝わる、希望が湧き出る1冊です。

受け継ぐ暮らし 
より子式・四季を愉しむ家しごと

暮らしをつむぐ 
より子式・日々 の重ねかた

小学校 中学校 一般 NDC : 590
低 中 高より子さんのライフスタイル

8
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山崎 陽子◉著　A5判　144頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-10577-8

きものを「気楽に、可愛く、カジュアルに」
「一式なんて揃えない」「着ると決め
たらいつでもどこにでも着ていく」をモッ
トーとする著者の体験とノウハウを文と
写真でご紹介。なるべくラクする、リー
ズナブルな手入れとケアのアイデアも。

小学校 中学校 一般 NDC : 593
低 中 高きものが

着たくなったなら

中学校 一般 NDC : 369

枝元 なほみ◉著　A5判　128頁
本体1380円（税別） ISBN978-4-297-10630-0

料理家・枝元なほみが定番おでんの下ごし
らえの方法から、超時短のレシピ、さらには
各地を巡ってヒントを得た変わりレシピまで紹
介します。家ではじめられる定番おでんづくり
を、いつもと違うだしと素材で味わってみませ
んか？ 

小学校 中学校 一般 NDC : 593
低 中 高枝元なほみの

今夜はおでん
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図解即戦力図解即戦力

見開き構成＆豊富な
図版でわかりやすい！図版でわかりやすい！

基礎から最新動向
までが一冊で！

松岡 康浩、竹田 クニ◉著　A5判　208頁
本体1500円（税別） ISBN978-4-297-11365-0

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

治良 博史◉著　A5判　256頁　本体1500円（税別）
ISBN978-4-297-11748-1

畑中 学◉著　A5判　224頁
本体1600円（税別） ISBN978-4-297-11478-7

人が生活していく上で必要な衣・食・住
の一翼を担う食品業界。本書では食品業
界を“生産者から消費者に届くまで”のサ
プライチェーンとして、素材型・加工型製
造業を中心に、食材生産（農畜水産業）、
流通・小売（食品産業）、外食産業まで
のあらましとしくみを俯瞰します。食品消
費の変化からフードシステム、最新ロジス
ティックスや堅調に伸びる食品の電子商取
引まで業界の最新動向がわかります。

食の多様化、就農人口の減少と高
齢化で日本農業は変革を迫られてい
ます。生産性向上にICTの導入も
進みはじめ、品種のブランド化、6
次産業化も成功例を生み出していま
す。消費者からは食の安全、環境
対策、労働者の権利確保などの要
求が高まっており、また気候変動や
関税の影響など経営を左右する要
因は多様化しています。日本の農業
はどう変わっていくのか、しくみと今
後のビジネスの展望がわかります。

商社と聞くと、まず商取引を仲介する会社
というイメージを持つかもしれません。しか
し現在の商社はそれだけに限らず、あらゆ
る分野にモノとカネを投入して儲けを生み
出す投資会社という側面が濃くなっていま
す。本書では、商社業界の歴史や取り巻
く状況から、商社マンの仕事や待遇、新
ビジネスまで、現在の商社の姿を理解す
るために必要な知識をわかりやすく解説し
ています。

不動産業界と一括りにしても、属する
企業の業態はさまざまです。本書では
「開発・分譲」「流通」「賃貸」「管
理」「証券化」の5つの事業に分類し
ています。市場規模や就業人口などの
基礎数字から、関連する法律、キャリ
アプラン、不動産テックなどの最新動
向まで、業界のしくみとビジネスについ
て幅広く解説しています。

Chapter1　食品業界の最新動向
Chapter2　食品業界を構成する各業界のあらまし
Chapter3　農畜水産業のあらましと仕事
Chapter4　食品製造業の種類と特徴
Chapter5　食品製造業の仕事内容
Chapter6　食品流通業のあらましと仕事

Chapter1　日本の農業はどこへ行くのか
Chapter2　日本の農業を知るための基礎知識
Chapter3　主要作物の生産・消費・流通の最新動向
Chapter4　生産性向上の鍵を握る資材とその業界の動き
Chapter5　変革する農業経営
Chapter6　国の食糧戦略を示す農政

第1章　商社業界の最新動向
第2章　商社の変遷
第3章　日本の7大総合商社
第4章　分野に特化した専門商社
第5章　商社の組織構造
第6章　商社マンの採用・待遇・キャリアパス

Chapter1 不動産業界の基礎知識と現状
Chapter2 不動産業の各事業の構成と流れ
Chapter3 開発・分譲に関連する事業と業務
Chapter4 流通に関連する事業と業務
Chapter5 賃貸管理に関連する事業と業務
Chapter6 ビル・マンション管理に関連する
 事業と業務

Chapter7　外食産業のあらましと仕事
Chapter8　食品業界にかかわる法令
Chapter9　食品業界の課題と将来
付章：食に関する主な資格

Chapter7　流通の変化と展望
Chapter8　農業と環境
Chapter9　スマート農業の可能性と課題
Chapter10　世界における日本農業の戦略

第7章　商社の利益を生み出す8つの機能
第8章　商社が展開するビジネスモデル事業例
第9章　商社が手掛ける新ビジネス
第10章　商社業界の行方
付録　5大商社の主なグループ企業

Chapter7 不動産証券化・投資
 その他に関連する事業と業務
Chapter8 不動産業界で必要とされる
 スキルと資格
Chapter9 不動産業界の職場とキャリアプラン
Chapter10 不動産業界の新規ビジネスと
   将来像

図解即戦力食品業界の
しくみとビジネスがこれ1冊で
しっかりわかる教科書

図解即戦力農業のしくみと
ビジネスがこれ1冊でしっかり
わかる教科書

図解即戦力商社のしくみと
ビジネスがこれ1冊でしっかり
わかる教科書

図解即戦力不動産業界の
しくみとビジネスがこれ1冊で
しっかりわかる教科書

小学校 中学校 一般 NDC : 588
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 612
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 335
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 588
低 中 高

NEW

NEW

NEW

NEW

本書の内容

本書の内容

本書の内容

本書の内容
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図解即戦力

土信田 雅之◉監修
A5判  224頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-11878-5

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

NDC : 338

伊藤 亮太◉著
A5判  240頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-11319-3

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 10

SDGs

NDC : 338

黒田 真行◉著
A5判  256頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-11910-2

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

NDC : 673

カデナクリエイト◉著
A5判  224頁  本体1600円（税込）ISBN978-4-297-11243-1

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

NDC : 673

降籏 達生◉著
A5判  224頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-11235-6

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

NDC : 510

あずた◉著
A5判  240頁  本体1600円（税込）ISBN978-4-297-12074-0

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

NDC : 527
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（税込）ISBN978-4-297-11257-8

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

NDC : 339

AIエンジニア研究会◉著
A5判  248頁  本体1980円（税込）ISBN978-4-297-11900-3

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

NDC : 007

長塚 孝子◉監修
A5判  224頁  本体1400円（税込）ISBN978-4-297-11245-5

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

NDC : 338

たかぎこういち◉著
A5判  192頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-12090-0

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

NDC : 589

松宮 和成◉著
A5判  240頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-12158-7

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

NDC : 499

ロジ・ソリューション株式会社◉著
A5判  224頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-11906-5 

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

NDC : 675
廣瀬 知砂子◉著
A5判  256頁  本体1500円（税込）ISBN978-4-297-12152-5

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

NDC : 576

2021年
6月発売
予定

2021年
6月発売
予定
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充実のラインナップ！
業界系シリーズ一覧

IT、ビジネスジャンルも展開中！

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

バウンド◉著　A5判　224頁
本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-11629-3

伊藤 亮太◉著　A5判　240頁
本体1500円（税別）
ISBN978-4-297-11740-5

小宮 紳一、西村 一彦◉著
A5判　256頁　本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-11886-0

キャッシュレス決済研究会◉著
山本国際コンサルタンツ　山本正行◉監修　A5判　
192頁  本体1500円（税別） ISBN978-4-297-11181-6

のびきよ、朝岳 健二◉著
A5判　256頁　本体1780円（税別）
ISBN978-4-297-11540-1

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

SDGsはこれから取り組まなければいけないビジネスの
最重要目標です。本書ではそもそもSDGsとは何かをイ
ラストを交えてわかりやすく解説するとともに、成功して
いる企業事例を取りあげながら、SDGsとビジネスを結
びつけるための取り組みを紹介しています。

金融とは何かといった基礎からはじめ、経済・景気・金利・
政策といった話題との関連性もわかりやすく解説します。
金融機関の役割は何か、市場とは、株式・為替のしく
み、債券とはなど、知っているようで知らない疑問の答
えをやさしく示しています。

最新のIT用語をわかりやすく解説する図解本です。最
新のトレンド用語から、Web、ネットワーク、システム、
IT寄りのビジネス用語まで幅広く取り上げています。知っ
ておきたいIT用語、聞いたことはあるよく知らない用語
などをイラストで解説します。

キャッシュレス決済の定義と分類、各決済方式の仕組
み、代表的な企業やサービスなど全体像を俯瞰して解
説します。QRコード決済の最新情報から、カード決済
や電子マネーを含む各種決済サービスを整理し、図解
を使ってわかりやすく解説します。

おもに社内でのネットワークの構築と運用について、ネッ
トワーク技術の解説も交えながら初心者向けにわかりや
すく解説しています。シミュレーション形式で小規模ネッ
トワークの構築事例を示しており、読みながら導入の流
れを理解することができます。

情報セキュリティに関する基本的な知識を、キーワード
形式で、イラストを使ってわかりやすく解説しています。
掲載している項目は、「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目が中心になって
います。

図解即戦力 
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

図解即戦力 
金融のしくみが
これ1冊でしっかり
わかる教科書

図解即戦力 
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

図解即戦力 
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

図解即戦力 
ネットワーク
構築&運用が
これ1冊でしっかり
わかる教科書

図解即戦力 
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

小学校 中学校 一般 NDC : 331
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 338
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 338
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高
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ビジネスIT 働き方

テレワーク研究会◉著
四六判 160頁  本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-11472-5

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

楠田 悦子◉著　四六判　144頁　本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-11880-8

働き方改革やコロナウイルスの流行、2021年のオリンピッ
クを控えて、テレワーク・リモートワークの検討や導入を
する企業が増えています。本書では、テレワークやリモー
トワークを導入する場合に、環境整備や労務管理、仕事
の進め方はどう変わるのかを、わかりやすく紹介します。

環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）
を指す「ESG」が、SDGsと並んで注目を集めています。本書では「投
資家」「企業」「消費者」の視点からESGの基本を説明し、なぜESG
が必要とされ、世の中にどのような影響を及ぼすのかを解説します。

　　　　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。

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！

60分でわかる！
テレワーク
導入ガイド

60分でわかる！
eスポーツ 最前線

60分でわかる！
MaaS
モビリティ革命

60分でわかる シリーズ

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

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

60分でわかる！
SDGs最前線

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 798
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 680
低 中 高

　　　　　　ファンメディケーション㈱◉著
ふくろうクリニック 理事長・院長 山口 潔◉監修　四六判 160頁
本体1100円（税別） ISBN978-4-297-11525-8

60分でわかる！
認知症対策
最前線

小学校 中学校 一般 NDC : 369
低 中 高

岡田 昭人◉著　A5判　296頁
本体2200円（税別）ISBN978-4-297-12014-6

オックスフォード大学において日本人ではじめて博士号を取得した比
較教育学・国際教育学の人気教授が、世界のエリートに共通する
「学びの型」を集大成。学びの成果を最大化する方法を教えます。

学びの呼吸
世界のエリートに共通する学習の型

小学校 中学校 一般 NDC : 375
低 中 高

石川 幹人◉著　四六判　192頁
本体1480円（税別）ISBN978-4-297-11357-5

先延ばし、マウント、おせっかい……同僚・上司・部下のやっかいな
ふるまいには理由があった?!　進化心理学、認知行動論の第一人者
が “あるある”を25属に体系化、心理や行動のナゾを解き明かす。

職場のざんねんな
人図鑑
やっかいなあの人の行動には、理由があった！

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

川口 伸明◉著　四六判　464頁
本体2380円（税別）ISBN978-4-297-11159-5

全世界80ヶ国・約2億件のイノベーションデータから近未来のライ
ブシーンを描き出す！  夢から“あたりまえ”になっていくこれからの
進化、そしてそれらを形にするために必要な「未来の部品」とは？

2060 未来創造
の白地図
人類史上最高にエキサイティングな冒険が始まる

小学校 中学校 一般 NDC : 304
低 中 高

向後 千春◉著　四六判　192頁
本体1680円（税別）ISBN978-4-297-11661-3 

「教えること」を教える先生が書いた、教え方のバイブル！ 部
下も自分もラクに仕事が進められる、教え方の極意がここに。
これなら誰でも「教え上手」になれる！さあ、始めてみましょう。

世界一わかりやすい
教える技術

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

泉 貴嗣◉著　A5判　224頁
本体1780円（税別）ISBN978-4-297-11752-8

この本では「SDGsってなにをすればいいの？」を考えるためのヒントをま
とめています。「SDGsってなんだろう？」から、「じゃあ、なにをすればい
いの？」へ。その一歩を踏み出すための1冊として、ぜひ活用してください。

やるべきことがすぐわかる！

SDGs実践入門
中小企業経営者＆担当者が
知っておくべき85の原則

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

沢渡 あまね◉著　A5判　304頁
本体1780円（税別）ISBN978-4-297-12016-0

私たちの働き方は本当によくなったのか？　一企業だけ、
一部門だけ、一個人だけの努力では成し遂げられない
価値創造へ踏み出すための、変革の教科書。

バリューサイクル・
マネジメント
新しい時代へアップデートし続ける仕組みの作り方

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高

石津 貴代◉著　四六判　136頁
本体1200円（税別）ISBN978-4-297-12121-1

メンタルトレーニングは、緊張や感情、ストレスをコントロールして、自
信を付け、目標達成や自己成長に役立てる、心の筋トレです。本書は、
第一線で活躍する石津貴代氏が、一般に向けてわかりやすく解説。

メンタルトレーニング
の教科書
本番に強くなる！
自信をつける！

小学校 中学校 一般 NDC : 780
低 中 高

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

「デジタル・トランスフォーメーション」「注目すべきテクノロジー」の章、
「MaaS」「ニューラル・ネットワーク」の話題などを新たに追加。ITの「時流」
も、そこから一歩先んじるための「本質」も、コレ1冊でかんたん総づかみ！

【図解】コレ1枚でわかる
最新ITトレンド
［新装改訂3版］

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

兼安 暁◉著
四六判  160頁  本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-12032-0

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、ITの活
用を通して、企業の組織やビジネスモデルを変革させて
ゆくことです。そもそもDXって何？といった話から、最新
状況、業種ごとの影響などをわかりやすく解説します。

60分でわかる！
DX 最前線

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

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！
ESG
超入門

4
SDGs

河瀬 季◉著　A5判　208頁
本体2280円（税別）ISBN978-4-297-11682-8

元ITエンジニア弁護士の著者だからこそ語れる、ITエンジニア
に必要な法律のエッセンス。自分の、会社の、相手の身を守
るために必要な知識と処方箋を、やさしい切り口でまとめました。

ITエンジニアの
やさしい法律Q＆A
著作権・開発契約・労働関係・契約書で
揉めないための勘どころ

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

3
SDGs

IoTビジネス研究会◉著
四六判　160頁
本体1100円（税別）
ISBN978-4-297-11623-1

60分でわかる！

IoTビジネス
最前線［改訂2版］

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高
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問題地図

「書くことが好きじゃなくて
もうまくいく」
文章との向き合い方を教えます。

古い仕事のやり方に固執し、
いつまでたっても
アップデートされない組織を、
どう変えていけばいいか？

上阪 徹◉著　四六判　176頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11722-1

沢渡 あまね、元山文菜◉著　四六判　208頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-11639-2

文章の問題地図 「で、どこから変える？」
伝わらない、時間ばかりかかる書き方

前を見ても横を見ても
問題だらけの営業部、
どう変えていけばいいのか？関屋 裕希◉著　四六判　176頁

本体1380円（税別） ISBN978-4-7741-9789-0

感情の問題地図
「で、どう整える？」ストレスだらけ、モヤモヤばかりの仕事の心理

旧態依然の日本式マネジメントを
変え、優秀な外国人従業員の力を
引き出す方法を教えます。千葉 祐大◉著　四六判　192頁

本体1680円（税別） ISBN978-4-297-10415-3

異文化理解の問題地図
「で、どこから変える？」グローバル化できない職場のマネジメント

業務改善の問題地図「で、どこから変える？」
進まない、続かない、だれトク改善ごっこ

小学校 中学校 一般 NDC : 336
低 中 高シリーズ「問題地図」 知っておきたい現実と解決策がわかる！

問題はなぜ
起こるのか？
原因と全体像を
図解しながら
解決策を教え
ます。

沢渡 あまね◉著
四六判　224頁
本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-8368-8

職場の問題地図
「で、どこから変える？」
残業だらけ・休めない働き方

使えないITに
振り回されて
いませんか？

沢渡 あまね◉著
四六判　272頁
本体1680円（税別）
ISBN978-4-7741-9463-9

システムの問題地図
「で、どこから変える？」
使えないITに振り回される悲しき景色

問題の原因を
図解で示しつつ、
解決策を教え
ます。

プレッシャーと制約で
悩む中間管理職の問題、
どこから、どう手をつけて
いけばいいか？
管理職1人で抱え込まず、
チームプレイでともに
成長しながら乗り切る！

親が突然要介護
状態に…、etc
そろそろ働き
方変えないと
ヤバいでしょ！

前を見ても横を
見ても
問題だらけの営
業部、
どう変えていけ
ばいいのか？

沢渡 あまね◉著
四六判　224頁
本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-8774-7

沢渡 あまね◉著
四六判　240頁
本体1580円（税別）
ISBN978-4-7741-9874-3

沢渡 あまね◉著
四六判　240頁
本体1480円（税別）
ISBN978-4-7741-9427-1

藤本 篤志◉著
四六判　176頁
本体1480円（税別）
ISBN978-4-297-10417-7

仕事の問題地図
「で、どこから変える？」
進捗しない、ムリ・ムダだらけの働き方

マネージャーの問題地図
「で、どこから変える？」
あれもこれもで、てんやわんやな現場のマネジメント

働き方の問題地図
「で、どこから変える？」
旧態依然の職場の常識

営業の問題地図
「で、どこから変える？」
いつまで経っても成長しない営業マンと営業チーム

8
SDGs

NEW
NEW
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PC 全商品 小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

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

「前向きな怠惰」で仕事はもっとラクになる――かつてな
い内容でExcel本の歴史を塗り替えた伝説の1冊が全面リ
ニューアル。グラフの落とし穴と使い方、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Offi  ce 365＋
Windows 10に刷新しました。Excel入門、決定版！

たった１日で即戦力になる
Excelの教科書［増強完全版］

吉田 拳◉著　A5判　360頁
本体1980円（税別）  ISBN978-4-297-11207-3

たった1秒で仕事が片づく
Excel自動化の
教科書［増強完全版］

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） ISBN978-4-297-11738-2

基本的な操作方法だけでなく、インターネットやメールの設定、地図
や写真アプリの利用方法などをやさしく＆詳しく解説。タスクビューや
タイムラインの便利な使い方、OneDriveやスマートフォンとのデー
タのやり取り、音声操作などWindows 10ならではの機能も紹介。

今すぐ使えるかんたん

Windows 10
2021年最新版

門脇 香奈子◉著　B5変形判　352頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-10241-8

Excelの記録マクロからVBAによる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、かんたんに習得できる内容になっています。

今すぐ使えるかんたん

Excelマクロ＆VBA
［Excel 2019/2016/2013/2010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

最新のWord/Excel/PowerPoint 2019の重要操作が1冊
でわかる解説書です。パソコンを楽しむ、パソコンで仕事をす
る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
Word & Excel &
PowerPoint 2019

技術評論社編集部、AYURA◉著　B5変形判　512頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10095-7

パソコン書シリーズ売り上げNo.1「今すぐ使えるかんた
ん」シリーズの最新刊です。「Word 2019」と「Excel 
2019」の基本操作がこの1冊でマスターできます。

今すぐ使えるかんたん
Word ＆ Excel
2019

リブロワークス◉著　B5変形判　368頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11436-7

PC操作に慣れた方でも忘れがち＆見落としがちなあれこれを徹
底解説。ネットを使いこなすための「セキュリティ」にも言及して
おり、安心安全にWindowsを使用するための書籍となります。
Windows 10の最新＆詳細な機能を知りたい方に必携の1冊です。

今すぐ使えるかんたん
Windows 10 完全ガイドブック
困った解決＆便利技
2020-2021年最新版

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

Macの機能を網羅した機能引き解説書です。Windows
との対応表や目的別索引、ショートカットキーの一覧など
で知りたい内容も引きやすく、もしものために手元に置い
ておく辞書的な扱いとしても活用できる必携の書籍です。

今すぐ使えるかんたん

Mac 完全ガイドブック
［改訂2版］

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、データの効率的な入力方法からテーブル
やピボットテーブルを使ったデータの管理方法、必要なデータの抽出・集計方法
を技集形式で解説します。Excel 2019/2016/2013/Microsoft 365対応。

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 業務データを抽出・集計・分析
［2019/2016/2013/365対応版］

リブロワークス◉著　B5変形判　256頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-10139-8

メールの使い方や活用方法を中心に、連絡先、予定表、
タスク管理といったOutlook 2019全般の操作をわかり
やすく解説します。

今すぐ使えるかんたん
Outlook
2019

リブロワークス◉著　B5変形判　224頁
本体1480円（税別） ISBN978-4-297-11851-8

インターネットの基礎からサービスの楽しい使い方、メールの基礎から便利
に使うためのテクニックまでばっちりわかります。大きな画面と親切な手順
で解説を行っているので、初心者で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
インターネット＆メール
［Windows10対応版］［改訂3版］

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） ISBN978-4-297-10097-1

初めてPowerPoint 2019を使う人にもわかりやすくスライドの
作り方やプレゼンの実行方法を丁寧に解説します。アニメーショ
ン効果の設定やスライドマスター機能の利用などもしっかり紹介。

今すぐ使えるかんたん

PowerPoint 2019

井上 香緒里◉著　B5変形判　256頁
本体1000円（税別） ISBN978-4-297-11432-9

マウスのクリック、ダブルクリック、ドラッグなどの操作が不安、キー
ボード入力に自信がない、そんなパソコン初心者の方 も々本書の解
説通りに操作すれば、一通りのパソコン操作がマスターできます。

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 10 対応版［改訂4版］

技術評論社編集部、AYURA◉著　B5変形判　320頁
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-10083-4

最新のExcel 2019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おり、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

Excel 2019

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
とその周辺のさまざまなテクノロジについて、わかりやすく解説します。

かんたん
パソコン入門
［改訂7版］

技術評論社編集部、AYURA◉著　B5変形判　320頁
本体1200円（税別） ISBN978-4-297-10087-2

Wordの最新版「Word 2019」の機能を、初めて使
う人でもわかりやすく紹介します。既に利用している人が
より便利に活用できる様 な々テクニックも紹介します。

今すぐ使えるかんたん

Word 2019

パソコン入門 パソコンに初めて触れるなら、まずはこちら！

Excel上級 データ処理を迅速化、自動化して業務を効率的に！

MS Offi  ce入門 文書や資料作成などビジネスには欠かせません！

35万部突破！
シリーズ累計

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

Mac版Offi  ce 2019／Offi  ce 365の解説書です。最新
バージョンのExcel、Word、PowerPoint、Outlook
の基本操作・便利な使い方のほか、OneNoteや
OneDriveの活用方法を解説しています。

今すぐ使えるかんたん

Offi  ce for Mac
完全ガイドブック 困った解決＆便利技
［改訂3版］

日花 弘子◉著　B5変形判　320頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-10230-2

Excel関数の基本と使用頻度の高い関数の使い方を実
用サンプルでくわしく解説した1冊。関数とは何かから便
利な組み合わせ技まで幅広く紹介。

今すぐ使えるかんたん

Excel関数
［Excel 2019/2016/2013/2010対応版］

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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                  AYURA◉著　B5判　128頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-11069-7

家庭で利用できる自治会やPTAで役立つ便利な書類が満
載！　お知らせや回覧、チラシ、ポスター、書類などのサン
プルを収録するとともに、アレンジに役立つワンポイントテク
ニックや、ワードとエクセルの基本的なつかい方を紹介します。

実例満載
Word＆Excelでできる
自治会・PTAで役立つ
書類のつくり方

                  稲村 暢子◉著　B5判　128頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-11177-9

仕事の現場ですぐに使える、WordとExcelのビジネス
書類の書籍です。付属CD-ROMにサンプルを収録する
とともに、書籍内ではそれぞれの書類の作り方や、アレン
ジに必要なワンポイントテクニックを紹介します。

実例満載
Word＆Excelでできる
営業・経理・総務ですぐに使える
ビジネス書類のつくり方

                  辻野 功◉著　B5判　128頁
本体1780円（税別） ISBN978-4-297-11083-3

家庭で利用できる貼り紙や便利な書類、ちょっと気の利いたはがき、地図、お店で
使えるPOPサンプルを収録するとともに、アレンジのワンポイントテクニックやワード
の基本的な使い方を紹介。誌面はWord 2019とWindows 10で手順を解説し
ています。付録CD-ROMに収録したサンプルは、Word 2019/2016/2013対応。

実例満載
Wordでできる
POP・はがき・案内図・暮らしで
役立つ書類のつくり方

AYURA◉著　B5変形判　192頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-10885-4

Wordの「はがき宛名面印刷ウィザード」を利用して、
Excelで作成した住所録からはがきや封筒、宛名ラベル
の宛名面を作成していく本です。

今すぐ使えるかんたん

はがき 名簿 宛名ラベル
［改訂5版］

                   澤崎 敏文◉著  B5変形判  168頁
本体1980円（税別）  ISBN978-4-297-11940-9

PowerPointは、動画教材や解説動画を「手軽」に作成するのにうってつ
けのソフト。ワイプ画面を入れた解説や、スマホで撮影した動画の取り込み
も簡単。アニメーション機能などで動きのある表現も簡単に実現できます！

PowerPointでかんたん！
動画作成
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

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

スライドやチラシ、企画書などが魅力的にならないのは、センスがないことではなく、デザ
インの基本ルールを知らないことが原因です。基本ルールをマスターすれば、Wordや
PowerPointであっても、読みやすく伝わりやすい、そしてかっこいい資料が作れるようにな
ります。3版からユニバーサルデザイン関連の内容が加わり、さらにパワーアップ！

よい資料を作るためのレイアウトルール

伝わるデザインの基本
増補改訂3版

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

エクセル方眼紙で文書を作る
のはやめなさい

「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識

イーディーエル
株式会社◉著
B5変形判　200頁
本体2280円（税別）
ISBN978-4-297-11680-4

教育現場で今注目のGoogle for Education。現場のお悩みを
解決し、「主体的・対話的で深い学び」を実現できるGoogle 
for Educationの活用ノウハウや実践例を紹介します。生産性
を劇的に向上させるアプリの使い方をはじめ、G Suiteの導入や
設定、管理運用のために知っておくべきことも解説しています。

今すぐ使える！
Google for Education
授業・校務で使える活用のコツと実践ガイド

全商品 小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

PC

MS Offi  ceを使いこなす パパっときれいに見やすくつくろう！

教育関連書 ICTで深い学びを

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

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。

大きな字でわかりやすい

ワード 2019入門

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

類書と比べて一番大きな字・大きな画面で手順を省略せ
ずに解説し、超初心者やパソコンに不慣れな高齢者でも
迷うことなく文書を作ることができます。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。

大きな字でわかりやすい

エクセル 2019入門

                  楳村 麻里子、他◉著　B5判　304頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11047-5

Word、Excel、PowerPointを一冊に収め、ひと通り
の基礎を学ぶことができます。はっきりとした見やすい総
ルビで、漢字の苦手な読者をサポートします。また、入力
する文字にも、ふりがなを振ってあります。

留学生のためのかんたん
Word/Excel/
PowerPoint入門

                  松下 孝太郎◉著  A4変形判  176頁
本体1200円（税別）  ISBN978-4-297-10012-4

大きな画面と大きな文字でウィンドウズ10とインターネッ
トの基本をわかりやすく解説します。操作を省略してい
ませんから初めての人でも安心！ 

大きな字でわかりやすい

Windows 10
インターネット入門

                  リンクアップ◉著  A4変形判  192頁
本体1280円（税別） ISBN978-4-297-10549-5

大きな字と大きな画面で解説する、一番わかりやすいAndroidスマートフォ
ンの解説書です。インターネットでの検索やカメラでの写真撮影、LINE（ラ
イン）の利用法など、スマートフォンの基本操作を丁寧に紹介しています。

大きな字でわかりやすい

スマートフォン超入門
［Android対応版］

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

一番わかりやすいWindows 10の解説書です。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迷うことがありません。

大きな字でわかりやすい

パソコン入門
ウィンドウズ10対応版 改訂3版

シニア、日本語勉強中の方に すべての人にPCスキルを！

NDC : 021

累計16万部
突破！！
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四禮 静子◉著
A5判　224頁
本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-11274-5

四禮 静子◉著　A5判　240頁　本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-12044-3

「資料は“内容”さえよければいい」「Wordくらい、なんとなく使
えているから問題ない！」そう言っておきながら……、体裁が整ってお
らず「読みにくい」と言われてませんか？  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！

いまの作りかたのままだと、相手に大迷惑をかけているかもしれません！ 社会人として「最低限」だけ
ど守れていない資料作成のノウハウを取り上げ、迷惑書類を根本解決する方法を事例ごとに完全解
説。だれでも再編集・入力しやすい「全社会人にやさしい資料」を作るWord／Excelのテクニック
を2000人以上の受講生に指導したベテラン著者がお教えします！

NEW

NEW

NEW

NEWNEW
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クリエイティブ

世界一わかりやすい シリーズ
・15レッスンで基礎から応用まで実践力が身につく
・各章末の練習問題で学習内容を復習
・学習に必要なレッスンファイルはWEBからダウンロード

ロクナナワークショップ◉著　A4変形判　160頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-10911-0

「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、最新のバージョンに対応。「なるべく早く
Illustratorをマスターしたい！」という方に最適な入門書です。

デザインの学校 これからはじめる
Illustratorの本
［2020年最新版］

I＆D 宮川千春、木俣カイ◉著　ロクナナワークショップ◉監修　A4変形判　160頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10909-7

写真の補正やトリミングはもちろんのこと、写真の合成や加
工、ポストカードの作成まで、Photoshopの基本的な操作
をひととおり学ぶことができます。大きくて見やすい誌面も魅
力的。Photoshopの、最初の本としておすすめの1冊です！

デザインの学校 これからはじめる
Photoshopの本
［2020年最新版］

                     阿部 信行◉著　B5判　368頁
本体2980円（税別） ISBN978-4-297-11480-0

グラフィックデザインを行う上で必須であるIllustrator、Photoshop、
InDesignの3つのソフトの、最低限必要と思われる機能に絞り込ん
で解説するので、この1冊を学習すれば一通りの操作が使えるように
なります。また、各アプリ間の連携も学ぶことができます。

Illustrator & Photoshop
& InDesign  これ1冊で基本が
身につくデザイン教科書

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

画面の名前やよく使うツールの操作方法といった基礎の基礎
からしっかりと解説していく教科書です。小手先のテクニック
ではなく、しっかりと仕事の基礎となる技術を身に付けたいとい
う人に、最初に選ぶ本としてぴったりの1冊です。

世界一わかりやすい

Photoshop
操作とデザインの教科書
                            ［改訂3版］

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

「作例を作りながら学べる」「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
ドアップ。「わかりやすい本はないかな？」「なるべく早く二
つをマスターしたい！」という方に最適な入門書です。

デザインの学校 これからはじめる
Illustrator &
Photoshopの本
［2021年最新版］

                       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

職人のノウハウ満載！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目からウロコのテクニッ
クを多数掲載。豊富な図説と動画でテンポよく学習できま
す。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。

イラレのスゴ技
動画と図でわかるIllustratorの
新しいアイディア

阿部 信行◉著　B5判　352頁
本体3600円（税別） ISBN978-4-297-11870-9

仕事で動画を扱うためにPremiere ProとAfter Eff ectsの操
作をマスターしたい人に向けた、2つのソフトをまるごと使える
ようになるための入門解説書です。写真家やWebデザイナー
はもちろん、映像を仕事にしたいすべての人のための1冊です。

Premiere Pro ＆
After Eff ects
いますぐ作れる！ ムービー制作の
教科書［改訂3版］

ピクセルハウス◉著　B5判　288頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-11129-8

ベクトルハウス◉著　B5判　352頁
本体2680円（税別） ISBN978-4-297-12078-8

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

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

                     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2180円（税別） ISBN978-4-297-10079-7

世界一わかりやすい
Illustrator
操作とデザイン
の教科書  ［改訂3版］

世界一わかりやすい
InDesign
操作とデザイン
の教科書  ［改訂2版］

世界一わかりやすい
Illustrator ＆ Photoshop
操作とデザイン
の教科書  ［改訂3版］

知りたい
レイアウト
デザイン

知りたい
タイポグラフィ
デザイン

知りたい
配色デザイン

ヒョーゴノスケ◉著
B5判　144頁
本体1980円（税別）
ISBN978-4-297-11874-7

「ラブライブ！ サンシャイン！！」「映画ドラえもん」など幅広い
ジャンルに携わる大人気イラストレーターが制作過程をすべて
公開。人物画、風景画などを例に描きおろしのイラストで考
え方やポイントを説明します。「パースは点ではなく丸で考え
る」「あえて形を崩す」など、演出面のテクニックについて
も紹介。「ヒョーゴノスケ流」を余すところなく解説します。

ヒョーゴノスケ流　
イラストの描き方

桑名由美◉著  B5変形判  256頁
本体1580円（税別）  ISBN978-4-297-11430-5

WordPressはバージョンアップにより、「ブロックエディ
ター」という新しい機能が搭載され、より視覚的にペー
ジを作成することができるようになりました。本書では、
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。

今すぐ使えるかんたん

WordPress
［WordPress
5.x対応版］

齋藤渉（chipco design）◉著　B5判　192頁
本体2280円（税別） ISBN978-4-297-11932-4

「新刊、どんなデザインにする？」多くの同人作家の悩みにこた
えてきたデザイナーだからできる、「同人誌のデザイン」のアイデ
ア&テクニック集！この本では、同人誌デザインのアイデアを、「こ
こをこうすればもっとよく見せられる」という風にBefore-After形
式で解説します。さまざまな事例をとりあげているので、試してみ
たくなるアイデアとテクニックがきっと見つかること間違いなし！

魅せる！ 同人誌
のデザイン講座
Before-Afterでわかる
試したくなるアイデア&
テクニック

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 726
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 727
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 757
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 757
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 757
低 中 高

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

NEW NEW
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NEW
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シリーズ

プログラミング・ネットワーク

プログラミングの基礎を学び、簡単なアプリ―ケーションを
作ることができるレベルまで導く入門書です。
1単元＝1時間で取り組む構成となっており、さまざまな言
語の初めの一歩としてお使いいただきたいシリーズです。

たった1日で
基本が身に付く！

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

高橋 広樹◉著　B5変形判　224頁
本体2380円（税別） ISBN978-4-297-10480-1

Swiftの基礎をマスターする、いちばんやさしい本です。Swiftの
基礎を学びながら、iPhoneのアプリ（ゲーム）を作成していきます。
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
に留めます。とにかくアプリを完成させることを目的としています。

たった1日で基本が身に付く！

Swift アプリ開発

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

たった1日で基本が身に付く！

JavaScript 超入門

WINGSプロジェクト 竹馬 力◉著　山田 祥寛◉監修  B5変形判　192頁　
本体2060円（税別） ISBN978-4-7741-9618-3

たった1日で基本が身に付く！

Ruby on Rails 超入門

伊藤 裕一◉著　B5変形判　192頁
本体2060円（税別） ISBN978-4-7741-9112-6

たった1日で基本が身に付く！

Python 超入門

WINGSプロジェクト 宮本 麻矢◉著　山田 祥寛◉監修　B5変形判　208頁
本体2060円（税別） ISBN978-4-7741-8994-9

たった1日で基本が身に付く！

HTML&CSS 超入門

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

たった1日で基本が身に付く！
Androidアプリ開発超入門
［改訂2版］

リブロワークス◉著　B5変形判　200頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11746-7 

たった1日で基本が身に付く！

Unity 超入門

WINGSプロジェクト 齊藤 新三◉著　山田 祥寛◉監修　B5変形判　192頁
本体2060円（税別） ISBN978-4-7741-8993-2

たった1日で基本が身に付く！

Java 超入門

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

たった1日で基本が身に付く！

C言語 超入門

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

たった1日で基本が身に付く！

C# 超入門

プログラミング言語の大全集！　100以上のプログラミング言
語や処理系、関連言語を幅広く解説。C、Java、Python、
PHP、Ruby、JavaScript...主要言語はもちろんマイナー
言語まで収録。初心者にも経験者にも楽しい一冊です。

クジラ飛行机◉著　B5変形判　216頁　本体1800円（税別）
ISBN978-4-297-11347-6

プログラミング言語大全
プログラミング言語ってたくさんあるの？ 何が違うの？ 
そんな疑問が解決する1冊！

小学校 中学校 一般 NDC : 547
低 中 高

秋田 純一◉著
A5判　160頁　本体2180円（税別）
ISBN978-4-297-11601-9

ざっくり理解しているけど直感的に結びつかないコン
ピュータのしくみを、揚げて炙ってチップの中身まで目に
することで、身近に感じて学べる一冊です。

揚げて炙ってわかる
コンピュータのしくみ

小学校 中学校 一般 NDC : 548
低 中 高

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

プログラミング独習者がつまずきやすい知識を厳選して取り上げ、初
心者をサポートします。図解を多用し、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。

基礎からの
プログラミングリテラシー
コンピュータのしくみから技術書の選び方まで
厳選キーワードをくらべて学ぶ！

小学校 中学校 一般 NDC : 547
低 中 高

                   岡嶋 裕史、吉田 雅裕◉著  B5判  240頁
本体1680円（税別） ISBN978-4-297-12038-2

政府は「AI戦略2019」で、文理問わず全ての大学・高専生に初級レベルの数理・
データサイエンス・AIを習得させるとしました。本書はそのモデルカリキュラムの
基礎的な範囲に対応した教科書で、AIリテラシーの基礎を広く解説します。

はじめての
AIリテラシー

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

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

本書は一般の人たちに向けたデータサイエンスの図解絵
本です。難しい数式を使わずに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。

絵と図でわかる
データサイエンス
難しい数式なしに考え方の
基礎が学べる

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

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

AIの基本的な話から、AI技術がもたらす社会への影響、AIに内在す
る問題や限界とその打開策まで、マンガとイラストでわかりやすく解説
します。人や社会はAIとどう関わっていけば良いのかがわかる1冊です。

絵と図でわかる
AIと社会
未来をひらく技術との関わり方

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

きたみ りゅうじ◉著　A5判　288頁
本体2100円 ISBN978-4-297-11171-7

ネットワークの用語がすべてイラストで解説され、 仕組みからしっかり理解
することができます。 今回の版から、 インターネット編は「基礎編」と「技
術編」の2つにわかれ、 また新たに「セキュリティ編」が追加されました。

図解でよくわかる
ネットワークの
重要用語解説
改訂5版

小学校 中学校 一般 NDC : 547
低 中 高

　　　　　　  増井 敏克◉監修　吉田 航、横山 健太◉著
A5判  192頁  本体1880円（税別）ISBN978-4-297-11720-7

企業のIT担当者の業務は多岐に渡ります。社内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、セキュリティ対策や業務システムの導入もあります。
そこで本書では、IT担当者が知っておきたい基礎知識について解説します。

基礎からの
IT担当者リテラシー

小学校 中学校 一般 NDC : 007
低 中 高

iPhoneのアプリを作るなら

日本発祥の言語といえばRuby!

AIやビッグデータの領域で人気の言語

手軽に試せる言語！Web開発には欠かせない

スマホアプリを作るなら

2Dや3Dのゲームを作るなら

本格的なホームページ作成にはこちら

プログラミング言語の王道

本格的なアプリやゲームを作るなら

今いちばん使われている言語！

プログラミング言語の大全集！　100以上のプログラミング言
語や処理系、関連言語を幅広く解説。C、Java、Python、
PHP、Ruby、JavaScript...主要言語はもちろんマイナー
言語まで収録。初心者にも経験者にも楽しい一冊です。

プログラミング言語大全
プログラミング言語ってたくさんあるの？ 何が違うの？ 
そんな疑問が解決する1冊！
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小説／読書論 写真

Dain◉著  四六判  392頁（付録48頁）
本体2200円（税別）
ISBN978-4-297-11153-3

人生は短く、読む本は多い――運命の一冊をモノにする方法とは？「本
を探すな、人を探せ」「本屋は出会い系、図書館は見合い系」「読書
本から盗んだ技術で、その読書本の論理破綻や誤読を探せ」かつて
ない本の味わい方を名著の数 と々ともに伝える、日本最高峰の書評ブロ
ガー初の著書。「読書は毒書」禁断の劇薬小説＋トラウマンガリスト付き。

わたしが知らない
スゴ本は、 きっと
あなたが読んでいる

小学校 中学校 一般 NDC : 019
低 中 高

ミネムラコーヒー◉著
A5判　256頁　本体1780円（税別）
ISBN978-4-297-11379-7

異世界転生×Google Spreadsheets！　まさかの技術小説！ 「Google 
Spreadsheetsは燃え尽きたExcel職人の魂で動いているんだ」 Gooogle 
Spreadsheets、その先進性と共有性の高さからExcelを超えるとも言われる
次世代表計算ツール。まさかそれが死者の魂で動いているなど、誰が想像した
であろうか？　Google Spreadsheetsの世界で繰り広げる表計算冒険活劇！

転生したら
スプレッドシート
だった件

小学校 中学校 一般 NDC : 913
低 中 高

榎本 秋、 榎本事務所◉著
A5判　256頁　本体1680円（税別）
ISBN978-4-297-12098-6

本書は創作において常に最大の人気ジャンルである「異
世界」を題材に、設定として固めるべきキーポイントや破
綻なくまとめるためのコツ、およびテーマに基づいた設定
の詰め方を順を追って解説しました。"行ってみたくなる"
世界を創造しましょう。

マンガ・イラスト・ゲームを面白くする
異世界設定の
つくり方

小学校 中学校 一般 NDC : 901
低 中 高

ニック・エリオポラス◉文　ルーク・フラワーズ◉絵
国枝 祐希◉訳　A5判　184頁　本体1280円（税別）
ISBN978-4-297-11028-4

ニック・エリオポラス◉文　ルーク・フラワーズ◉絵　酒井 章文◉訳
A5判　176頁　本体1280円（税別） ISBN978-4-297-11728-3

ニック・エリオポラス◉文　ルーク・フラワーズ◉絵
尼丁 千津子◉訳　A5判　168頁　本体1280円（税別）
ISBN978-4-297-11030-7

ニック・エリオポラス◉文　ルーク・フラワーズ◉絵　酒井 章文◉訳
A5判　172頁　本体1280円（税別） ISBN978-4-297-12041-2

「これはもうゲームじゃない。マイク
ラの世界が現実になったんだ……。」
5人の子どもたちがMinecraftのゲー
ムの中と外で繰り広げながら謎に迫
る冒険ものがたりシリーズ。イラスト
満載のMinecraft公式小説です。小
学生以上のマインクラフトファンに向
けて、総ルビでお届けします。

①マインクラフト
ゲームにとびこめ！

③マインクラフト
かいていのひみつ

②マインクラフト
コウモリのなぞ

④マインクラフト
きかいのはんらん

小学校 中学校 一般 NDC : 933
低 中 高

野寺 治孝◉著　B5判　160頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11619-4

交換レンズも、難しい設定も、必要なし！ 【24 -105 mm
標準ズーム】レンズ1本で、ほとんどの写真撮影を行う野
寺治孝氏による、カッコいい写真を撮るためのフォト・レシ
ピ本です。写真集のように楽しめる作品を多く掲載しなが
ら、ポイントを解説します。

レンズ1本で撮る
フォトレシピ
写真がもっとかんたんで楽しくなる野寺流撮影講座

小学校 中学校 一般 NDC : 743
低 中 高

6151、中野晴代、他◉著　B5判　160頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10583-9

 「Instagramならでは」の撮影に熟知した人気インス
タグラマー3名を著者として迎え、商品撮影における
47個のヒントをご紹介する書籍です。Instagramを
はじめとするSNSで「魅せる＆映える」撮影テクニッ
クを、これ1冊でマスターしてください！

インスタグラム
商品写真の
撮り方ガイド

小学校 中学校 一般 NDC : 674
低 中 高

いがりまさし◉著　B5判　160頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-10236-4

植物写真歴30年以上の著者が、全国で展開している植物写真ワー
クショップの経験を元に、そのテクニックを14のスタイルに分けて作例
とイラストで解説。この一冊で植物の生きた姿をとらえる技がマスター
できます。季節に合わせた撮影テクニックなども、200種におよぶ植
物の作例写真を交えて詳しく紹介しており、一年を通して活用できます。

野の花写真
撮影のテクニックと実践
デジタルカメラで楽しむ
四季折々の草木

小学校 中学校 一般 NDC : 743
低 中 高

鹿野 宏、ナイスク◉著　B6変形判　192頁
本体1580円（税別） ISBN978-4-297-12072-6

スマホで動画が簡単に撮影できるようになり、SNSに他
の人とは違うこだわりの映像をアップしたいと思う人は多
いと思います。そこで、他の人とクオリティにおいて差別
化したい人に向けて、一眼カメラを使ってプロ並みの映像
を撮影するテクニックを紹介します。

今すぐ使えるかんたんmini
デジタル一眼 動画撮影
基本＆応用テクニック

小学校 中学校 一般 NDC : 743
低 中 高

永峰 英太郎◉著　岡 克己◉撮影　B5判　160頁
本体1880円（税別） ISBN978-4-297-10475-7

カメラはスマートフォンくらいしか使ったことのない「カメラど素人」
の永峰さん。あるとき、プロカメラマンである岡さんの写真を見せ
てもらって、「どうすればこんな写真が撮れるんだろう？」と驚きま
す。それ以来、週末は岡さんと一緒に撮影の勉強に出かけること
に。さて永峰さん、写真を上手に撮れるようになったのでしょうか？

カメラど素人が、
プロのカメラマンに撮影の
テクニックを教わって
きました。

小学校 中学校 一般 NDC : 743
低 中 高

成澤 広幸◉著　B5判　144頁
本体1980円（税別） ISBN978-4-297-11698-9

本書は一眼レフを使用した、ハイクオリティなタイムラプス
撮影の指南書です。モーションタイムラプス、ホーリーグ
レイル、比較明合成を使って星の軌跡を描くなど、作品
としての完成度を高めるための高難度のテクニックも学ぶ
ことができます。

プロが教える
タイムラプス
撮影の教科書

小学校 中学校 一般 NDC : 743
低 中 高

マインクラフト
木の剣のものがたりシリーズ
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SDGs 関連書籍索引
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気候変動に具体的な対策を
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海の豊かさを守ろう
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緑の豊かさも守ろう
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平和と公正をすべての人に
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パートナーシップで目標を達成しよう
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エネルギーをみんなに そしてクリーンに
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働きがいも経済成長も
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産業と技術革新の基盤をつくろう
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人や国の不平等をなくそう
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すべての人に健康と福祉を
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質の高い教育をみんなに

SDGs各項目に関連する書籍の一部を抜粋して並べてみました。ぜひ企画展示等を行う際のご参考にしてください。
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住み続けられるまちづくりを
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つくる責任つかう責任



　2015年9月、「国連持続可能な開発サミット」が開催され、150を超える首脳が参加して、MDGsを受け継ぐ
2030年までの新たな目標となる「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されました。
　17の目標と169のターゲットからなるSDGsは、ユニセフがSDGs採択前から重視してきた公平性のアプローチ、
"誰ひとり取り残さない"を掲げ、①MDGsで達成できなかった課題、②MDGsには含まれていなかった課題、③
新たに浮上してきた課題、を包括的に含んだ、先進国も途上国も取り組むべき普遍的な目標です。

ユニセフHPより(https://www.unicef.or.jp/sdgs/)

SDGｓの17の目標について考えるうえで役に立つ書籍に、目標に対応したアイコンを記しました。ご参考にしてください。

SDGs関連書籍索引つき！

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

 https://gihyo.jp/book   houjin@gihyo.co.jpWeb Mail
303-3513-6158      503-3513-6051

※ 本体価格・在庫は 2021 年 5月現在のものとなります。変更になる場合が
ありますのでご了承ください。

※ 価格は税別です。
※ ご注文は最寄りの書店、技術評論社 販売促進部 法人営業課まで。
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