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大学生の学習テクニック　第３版 森靖雄 大月書店 講義もレポートも「就活」も大学４年間をまるごとサポート！

学生による学生のためのダメレポート脱出法 アカデミック・スキルズ
慶應義塾大学日吉キャンパ

ス学習相談員

慶應義塾大学教養研究セ

ンター【監修】
慶應義塾大学出版会

本書では、実際に慶應義塾大学の学習相談に寄せられた質問を元に、「学生の目

線」でレポート・論文執筆のポイントやノートの取り方、レポート提出までのスケジューリン

グなど、大学生に必要な学習ポイントを解説した、全ての大学生のための入門書です。

想定外のマネジメント　第３版 高信頼性組織とは何か カール・Ｅ・ワイク
キャスリーン・Ｍ・サトクリフ

【著】
文眞堂

「想定外」に満ちた世界を生き抜く、信頼性の高い組織とは？サブプライムローンに溺れ

た銀行、大雪被害から復興した鉄道博物館、ユナイテッド航空２３２便の奇跡、Ｆ

ＢＩの指紋照合ミス、そして、トヨタの大規模リコールなど豊富な事例を、高信頼性組

織の５つの原則から分析する。

女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子 東洋経済新報社

総合職でも一般職でも働き続けられないのはなぜ？若い女性に専業主婦願望が強い

といわれているのはなぜ？幹部候補生として採用した女性ほど辞めてしまうのはなぜ？

日本企業で女性人材が育たない原因を明らかにするとともに、女性の活躍を推進して

きた資生堂、大和証券、セブン＆アイ・ホールディングス、ファーストリテイリングなどの取り

組みも紹介。多様な人材活用を実現するための処方箋を提示する。

「Ａ４一枚」仕事術 三木雄信 東洋経済新報社
「ロスタイム割り出しシート」「発想チェックシート」「スピーチシート」「人生計画シート」ｅ

ｔｃ．４３枚のシートが生み出す驚異のノウハウ。

ロジカル・シンキング
論理的な思考と構成のスキ

ル
照屋華子 岡田恵子 東洋経済新報社

本書の狙いは、体系立った、しかもシンプルで実践的なロジカル・コミュニケーションの技

術を習得することにある。あえてこれを「技術」と呼ぶのは、これまでの経験から訓練を積

めば誰でも身に付けられると確信するからだ。

１回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す技術
戦略コンサルタントが教える

「決まる会議」の掟
斎藤岳 東洋経済新報社

会議で結論を出す能力が身につけば、デッカイことができます。そして、自由な時間が増

えます。無手勝流の会議運営から、生産性の高い会議運営に変われば、サラリーマン

人生が変わります。「結論はまた来週…」は禁止。短期間で結果を出すための仕事術

を紹介。

本当はアブない会社を見抜く技術
有価証券報告書でわかる

「ゾンビ企業」の正体
佐藤敏昭 東洋経済新報社

“有価証券報告書は、数字ばかりで何だかとっつきにくそう！？”というのは誤解。専門

家でなくても読みやすい「文章情報」を入口にすれば、会社の正体は誰でもわかる！会

計知識は不要。一般常識だけでＯＫ。有価証券報告書を使いこなせば会社の裏側

がわかる。

東大生が書いた議論する力を鍛えるディスカッションノー

ト

「２ステージ、６ポジション」

でつかむ「話し合い」の新発

想

吉田雅裕 東大ケーススタディ研究会 東洋経済新報社
あらゆる話し合いの「構造」を解き明かす！東大発、グループディスカッション思考を初公

開！

日本語の技法
読む・書く・話す・聞くー４つ

の力
齋藤孝（教育学） 東洋経済新報社

ビジネス、就活、恋愛、人間関係…。文章を書くのが苦手な自分、人と話をするのが

苦手な自分を本気で変えたいと思ったときの必読書！音読、速読、三色ボールペン、

一分間プレゼン、雑談力、齋藤メソッドの集大成。

ハタチまでに知っておきたい性のこと　第２版 橋本紀子 田代美江子 大月書店

からだの仕組みや、避妊の方法、性感染症への対処法など、性にかかわる基礎知識を

実践的に解説。また、大学やバイトでも起きているセクハラやデートDV、性の商品化な

ど、ジェンダー・セクシュアリティの問題を考える。

ポルトガル語表現とことんトレーニング 瀧藤千恵美【著】 白水社

ポルトガル語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。「泳ぎかた」である

文法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自

在！

ベトナム語表現とことんトレーニング 田原洋樹 白水社

ベトナム語の海で泳ぐために大切なことがこの1冊で身につきます。いわば「泳ぎかた」で

ある文法を、とことん練習して固めましょう。泳ぎかたがわかれば、あとはあなたの自由自

在！

マンガでわかる社会学 栗田宣義 嶋津蓮 オーム社

全国名字辞典 森岡浩 東京堂出版

約７０００の名字を収録し、それぞれの名字の由来や発祥地、分布などがわかるよう

に解説。それぞれの名字に、全国・県単位のランキングも記載。日本人の人口比、約

９０％の名字を収録。

中国・朝鮮地名異称辞典 国書刊行会【編】 国書刊行会

つくられる偽りの記憶 あなたの思い出は本物か？ 越智啓太 化学同人

自分がもっている思い出は間違いのないものと考えるのがふつうだが、近年の認知心理

学の研究で、それほど確実なものではないということが明らかになってきている。事件の目

撃者の記憶は、ちょっとしたきっかけで書き換えられる。さらに、前世の記憶、エイリアンに

誘拐された記憶といった、実際には体験していない出来事を思い出すこともある。このよ

うな、にわかには信じられない現象が発生するのはなぜか。私たちの記憶をめぐる不思

議を、最新の知見に基づきながら解き明かす。

身近な人が元気なうちに話しておきたい　お金のこと

介護のこと
井戸美枝 東洋経済新報社 親、子、配偶者、兄弟、親族、内縁関係、友人……

松下幸之助はなぜ成功したのか 人を活かす、経営を伸ばす 江口克彦 東洋経済新報社 出版社内容情報

企業法とコンプライアンス　第３版
“法令遵守”から“社会的要

請への適応”へ
郷原信郎【編著】 東洋経済新報社

「法令遵守」を否定することは決して「法令」を軽視することではない。企業が「社会的

要請」を把握し、コンプライアンス方針を明確化するためには、法の趣旨・目的と社会の

価値観との関係を正しく認識する必要があり、そのためには、企業活動に関する法を体

系的に理解することが不可欠である。企業にとって重要な法律ないし法分野として、会

社法、独占禁止法、金融商品取引法、知的財産法、労働法の５つを取り上げ、「企

業法としての体系」を重視しつつ、趣旨・目的との関係を中心に解説する。

欲望の資本主義 丸山俊一
NHK「欲望の資本主義」制

作班
東洋経済新報社

この星は欲望でつながっている―。世界の知性が新しい経済を問い直す。大反響！異

色のＮＨＫ経済教養ドキュメント待望の書籍化！未放送インタビューも多数収録した

拡大版。

ＭＢＡ生産性をあげる１００の基本 グロービス 嶋田毅【執筆】 東洋経済新報社
ビジネススクールの２年間で学ぶ武器としてのスキルセットが「１フレーズ」ですっきりわか

る。

部首ときあかし辞典 円満字二郎 研究社 部首の意味がわかると同時に、漢字の基本的な意味も理解できます。

英語談話標識用法辞典
４３の基本ディスコ－ス・マ

－カ－
松尾文子 廣瀬浩三 研究社

コミュニケーションの場では、言葉の文字どおりの意味だけでなく、話し手・書き手の発話

意図を示すサインを正しく理解することが重要です。

漢字の使い分けときあかし辞典 円満字二郎 研究社

＜特色＞●409項目、のべ1163字の漢字の同訓異字を解説。　現在、使用される

可能性のある漢字やその訓読みを、できる限り広く取り上げました。（文化審議会が

定めた『常用漢字表』内で扱われている同訓異字は約130項目・のべ300字程度）

●各項目の最初に、使い分けのポイントをまとめて表示。原則として使い分けなければ

ならないものを「基本」、場合によっては使い分けるとよいものを「発展」と区別して、各

項目の見出しの下に、

研究社日本語口語表現辞典 佐藤友子 松岡洋子 研究社
国語辞典」ではわからない、日常の“話し言葉”や“慣用句”を理解して使いこなすため

の「日本語辞典」です。

行動経済学入門 筒井義郎 佐々木俊一郎 東洋経済新報社
人間の非合理な感情や行動を体系的に解き明かす！行動ファイナンス、幸福の経済

学、実践的な内容まで、幅広く網羅した、日本初の入門テキスト！

たった１分で会話が弾み、印象まで良くなる聞く力の教

科書
魚住りえ 東洋経済新報社

えっ？こんなに簡単？人に好かれる！仕事に使える！雑談にも強くなる！１分で変わ

る！人間関係まで良くなる。苦手な人＆場面も５０のコツで乗り切れる！

誰が日本の労働力を支えるのか？ 寺田知太 上田恵陶奈 東洋経済新報社

７００万人超の働き手を失う２０３０年の日本が選ぶのは外国人か？人工知能

か？英オックスフォード大学と野村総合研究所の共同研究による衝撃の近未来シミュ

レーション！

イノベーターたちの日本史 近代日本の創造的対応 米倉誠一郎 東洋経済新報社

高島秋帆、大隈重信、笠井順八、三野村利左衛門、益田孝、岩崎弥太郎、高峰

譲吉、大河内正敏…アヘン戦争から新興財閥の成立まで。彼らはどのように未来を切

り拓いていったのか？従来の史実では描かれてこなかった躍動感あふれるストーリー。構

想４０年、歴史家・米倉誠一郎の集大成。

必ずできる。
マッキンゼーの２５年で鍛え

上げたプロヴォカティブ・
山梨広一 東洋経済新報社

ストレッチ×メイクイット×インサイト×デッサン４つの思考法を駆使！実現可能性が劇

的に上がる「仕事法」。

新明解語源辞典 小松寿雄 鈴木英夫 三省堂

日常の言葉を中心に約四、五〇〇語を収録。語源（説）・由来・語史を簡潔に記

述。先行研究をふまえ、用例をあげた分かりやすい解説。「化学」「科学」「会社」「哲

学」などの翻訳語・和製漢語も収録し、語史面から解説。
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金融から学ぶ会社法入門 大垣尚司 勁草書房

企業のライフサイクルに即して、設問・資料・図表を駆使して高度な内容を分かりやすく

説明。会社法理解に必須のファイナンス理論や経営知識も盛り込んだ、金融パーソン・

金融ローヤーのための会社法教科書。『金融から学ぶ民事法入門』の姉妹書・『金融

と法』の続編。

社内営業の教科書
上司・同僚・部下を味方に

つける
高城幸司 東洋経済新報社

社内で企画＆意見が通る！みんなに協力してもらえる！希望部署に抜擢される！…

そして、会社で働くことが楽しくなる！伝説のトップセールスマンが大切にしている「働き

方」。

ＭＢＡ１００の基本 グロービス 嶋田毅【執筆】 東洋経済新報社
すべての答えは「基本」にある。ビジネススクールの２年間で学ぶ必修基礎＆フレーム

ワークが「１フレーズ」ですっきりわかる。

最近の粉飾〔第7版〕　-その実態と発見法- 井端　和男 税務経理協会

筆者の実務経験に基づく粉飾発見法を詳述。粉飾を年代順に整理、主な粉飾には

財務分析事例研究を掲載。東芝粉飾、シャープ経営破綻をエクセル利用の統計的分

析手法を取り入れ徹底究明。

粉飾発見に役立つやさしい決算書の読み方　会計知

識のない人の入門書
井端　和男 税務経理協会

会計知識のない人のため、筆者唱道の法則と常識による決算書概観および20のポイ

ントのチェックにより粉飾などの異常を探り出し、企業財務の実態を掴んで正しい評価に

導く分析法を詳述

モテる会社の人事のしくみ　給料で社員は口説けない! 髙山　正 税務経理協会

人口知能やロボット技術の進歩により、私たちの働き方が今まさに変わろうとしていま

す。そんな時代だからこそ求められる新しい人事制度の構築法を分かりやすく解説。す

べての働く人にお勧め。

世界一わかりやすい リスクマネジメント集中講座
ニュートン・コンサルティング

株式会社【監修】
勝俣 良介【著】 オーム社

これだけは知っておきたい「リスクマネジメント術」を世界一わかりやすい講義形式で学べ

る！

どんなときどう使う 日本語表現文型辞典 新装版
日本語能力試験N1～N5

の重要表現を網羅
友松悦子 宮本淳 アルク 文型が探しやすい。新しい日本語能力試験Ｎ１～Ｎ５のレベル。

起きてから寝るまで話せる英文法

1日の生活に合わせ、文法

が身に付くフレーズを英語で

つぶやく→会話力&文法力

がみるみるアップ!

長尾和夫 アルク

「つぶやき」練習法で英会話学習の世界を変えた「起き寝る」シリーズに文法編が登

場！一人で、どこでも、繰り返し学べる「つぶやき」練習法を駆使して、英文法と英会

話を連動させて学びます。

生きている会社、死んでいる会社
「創造的新陳代謝」を生み

出す１０の基本原則
遠藤功 東洋経済新報社

経営コンサルタント３０年の集大成！事業、業務、組織、人―４つの「新陳代謝」で

会社は強くなる。働き方が変わる！新しい組織論。

デービッド・アトキンソン　新・生産性立国論
人口減少で「経済の常識」

が根本から変わった
デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社

人口減少で「経済の常識」が根本から変わった。日本に「労働者の黄金時代」が訪れ

る。「労働者の質」はトップレベル。「無能な経営者」こそ問題だ。生産性向上のための

「超具体的な方法」を初公開。

正統派リーダーの教科書 江口克彦 東洋経済新報社

新社長が前社長を否定する会社は衰退する。超一流の社長は「３種類の部下」を

持っている。「人間は偉大」と考えれば不祥事など起きない…松下幸之助の最強参謀

が明かす成功法則。

経営者のための実践コーポレートガバナンス入門 稼ぐ力を取り戻す！ 深澤寛晴 東洋経済新報社

コーポレートガバナンスの強化が日本の「稼ぐ力」を高める！日本の強みは健在なのに、

「稼ぐ力」はなぜ低い？強みを稼ぐ力につなげるために、日本企業は財務活動と資金

配分に対する意識を高め、稼げる事業の現場に効率的に資金を配分することが求めら

れる。

事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック

Ｍ＆Ａ契約書式編
塩野誠 宮下和昌 東洋経済新報社

各種法的論点の検討に必要な法令の条文を細かく引用！定評ある法律実務書・法

律専門書へのレファレンスブックとしても活用可能！

忍者の誕生 吉丸雄哉 山田雄司【編】 勉誠出版 忍者とは何か？

マンガ誕生 大正デモクラシーからの出発 清水勲 吉川弘文館

手塚治虫のストーリー漫画や長谷川町子の四コママンガはどこからきたか。コマを送るス

トーリー漫画の画期的なスタイルが生み出されたのは、大正デモクラシーの時代だった。

現代コミックへとつらなるマンガ出生の物語。

キクタン 韓国語 初中級編 改訂版
聞いて覚える韓国語単語

帳

HANA韓国語教育研究所

【編】
アルク

本書は、ハングル能力検定協会が2011年２月に発行した『「ハングル」検定公式ガイ

ド 合格トウミ【改訂版】初・中級編』で、ハングル検定準２級の出題範囲に指定され

た単語の中から、重要単語896語を収録しました。１日16単語覚えれば、８週間で

完成できます。 無料でダウンロードできる音声で韓国語の特有の用言の活用、発音変

化も耳から正しく学習できるようになっています。

キクタン 韓国語 中級編 改訂版
聞いて覚える韓国語単語

帳

HANA韓国語教育研究所

【編】
アルク

本書は、ハングル能力検定協会が2011年２月に発行した『「ハングル」検定公式ガイ

ド 合格トウミ【改訂版】初・中級編』で、ハングル検定準２級の出題範囲に指定され

た単語の中から、重要単語896語を収録しました。１日16単語覚えれば、８週間で

完成できます。 無料でダウンロードできる音声で韓国語の特有の用言の活用、発音変

化も耳から正しく学習できるようになっています。

翻訳というおしごと 実川元子 アルク

「外国語を生かせる仕事」として、根強い人気を誇る翻訳業。そもそも翻訳とは、どんな

仕事なのか。そして、これからの翻訳者には何が求められるのか。自動翻訳などの技術

が進化する中、翻訳者には「未来」はあるのか。実務、映像、出版の翻訳者10人にイ

ンタビューを重ね、浮かび上がってきた「翻訳というおしごと」の現在と未来を、出版翻訳

者／ライターとして25年のキャリアを持つ著者が、翻訳の現在を取材し鮮やかにえがく。

「カジュアル系」英語のトリセツ ルーク・タニクリフ アルク

携帯メール、SNS、チャット…など、文字で交わす「今どきの英会話」に必携！　今どき

の会話でネイティブスピーカーが日常的に使う、カジュアルな英語にスポットを当てたフ

レーズ集です。リアルな会話例と目からウロコの解説で、口語表現、スラング、略語がよく

わかる！　FAQ、略語リスト、およそ560のフレーズを検索できる便利なINDEX付き。

ビジネススクールで教えている武器としてのＩＴスキル グロービス経営大学院 嶋田毅 東洋経済新報社
アルゴリズム、統計学、プラットフォーム型ビジネス、プログラミング…道具として使いこな

すための１９のポイント。ビジネスパーソンの新・必修教養が５時間でざっくりわかる。

欲望の資本主義 2 闇の力が目覚める時 丸山俊一
ＮＨＫ「欲望の資本主義」

制作班
東洋経済新報社

テクノロジーが進歩しているのに、なぜ経済成長できないのか？常に創造性を求められ

る社会は幸せなのか？「ショウ」と化した資本主義はどこへ行くのか？異色のＮＨＫ経

済教養ドキュメントの書籍化！未放送部分も多数収録。

韓国語のしくみ《新版》 増田忠幸【著】 白水社

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なの

は全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シ

リーズ！　※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

フィリピノ語のしくみ《新版》 下平英輝【著】 白水社

言葉にはそれぞれ大切なしくみがあります。細かい規則もいっぱいありますが、大切なの

は全体を大づかみに理解すること。最後まで読み通すことができる画期的な入門書シ

リーズ！ ※以下のサイトから音声データを無料ダウンロードできます。

https://www.hakusuisha.co.jp/search/g7884.html

翻訳スキルハンドブック～英日翻訳を中心に 駒宮 俊友 アルク

プロの翻訳者は、どんなスキルと知見をもとに、日々翻訳を行うのか？　本書は、翻訳

者に必須のスキルを、英日翻訳のプロセスに沿って具体的に提示。実践的な78のスキ

ルを学ぶことで、翻訳の勘所がしっかり身に付く。翻訳を学ぶ人、翻訳者としてデビューし

たての人、自分の翻訳作業を見直したい全ての人におすすめの一冊。豊富な例文を

検討することで、翻訳の勘所がしっかり身に付きます。

起きてから寝るまで英語表現1000 吉田研作【監修】 荒井貴和 アルク

今日したこと、言ったことをすべて英語で言ってみる学習法で、英会話は相手がいなくて

もうまくなる！ SNSで使うフレーズや、時代を反映させたライフスタイルで使用するフレー

ズを1000以上も収録。さらに覚えたフレーズを、状況に応じ自分でアレンジしてアウト

プットできるよう、文法や語彙の解説が充実です。

接遇英語のプロが教える　「出だし」だけ＋ジェスチャー

からはじめるおもてなし英語
中野 美夏子 アルク

接遇英語の人気講師である著者がたどりついたもっとも簡単なおもてなし英語で、誰で

も英語でのコミュニケーション力アップ。英語学習が久しぶりの受講生にも「これならでき

る！」と思わせるおもてなし英語で、積極的にコミュニケーションを取りに行きましょう。お

もてなしの第一歩は「出だし」(例：Would you like ... ?)だけでいいのです！

まんがでわかる地頭力を鍛える 細谷功【著】 星井博文【まんが原作】 東洋経済新報社
インターネットで、プロ並みの知識が数秒で手に入る時代。結果で差がつくのは、自分の

頭で考える力＝地頭力！２７歳がけっぷちＯＬ、アタマ良くなる！無敵になる！

「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく　東大読書 西岡壱誠 東洋経済新報社

速く読める。論理の流れを追える。一言で説明できる。多面的に解釈できる。ずっと忘

れない。東大生だけが知っている、究極の読書術！勉強にも仕事にも効く！「こんな読

み方、あったんだ」

名言で楽しむ日本史 半藤一利 平凡社

知っておきたい、伝えたい、日本史の「名言」265を独断で精選、年代順に一言一頁、

歴史探偵ならではの、鋭くユーモア溢れる解説を施す。歴史の面白さ、学ぶべきは「名

言」に凝縮されている！
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あれを食べに、この山に行ってきました 食と酒の山紀行 鈴木みき 平凡社

女子登山ブームの火付け役で人気漫画家の鈴木みきによるコミックエッセイ。山で食べ

るおいしいごはん、お酒をテーマにした7つの山行記。笑って泣けて、役に立つ。地図、カ

ラー写真掲載。

マインドフル・フォーカシング 身体は答えを知っている デヴィッド・Ｉ．ローム【著】 日笠摩子 創元社
人生を前に進めるために。行き詰まったと感じたとき心の内側に秘めている宝を掘り出す

１９のステップ。

一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 岸啓介 インプレス

「手戻りを少なくしたい」「図解を見やすくしたい」「ストーリーをもっとわかりやすくしたい」

…。そんな人のために、「これさえ覚えておけばOK！」な資料作成の「最低限」の知識

をビジュアルで解説！　本書では、IT企業で、各種資料のデザインや投資家向け決算

資料、顧客向け提案資料、社内向け業務資料などの資料作成のアドバイスや、その

ポイントをマニュアルにまとめる仕事を行っている著者が、実務で役立つ最低限のポイン

トに絞って解説。ビフォー→アフターの大きな作例を見ながら、上司や顧客から「即

OK！」がもらえる説得力のある資料

いちばんやさしいJavaScriptの教本
人気講師が教えるWebプロ

グラミング入門
岩田宇史 インプレス

講義+実習のワークショップ形式で、小さなプログラムを作りながら基本を学べる「はじめ

てでも挫折しない」JavaScriptの入門書を作りました。なぜそうするのかを知りたい、仕

組みがしりたい、応用できる基礎を身に付けたい、そんな読者のさまざまな要望に応える

新しい教本です。本書で学ぶ豊富なサンプルプログラムのコードはサポートページからダウ

ンロードできるので安心です。勘違いしやすい箇所は講師がフォロー。

いちばんやさしい機械学習プロジェクトの教本
人気講師が教える仕事に

AIを導入する方法
韮原祐介 インプレス

●AIをビジネスに導入するノウハウを丁寧に解説ビジネス上の新しい価値を生み出した

り課題を解決したりするときに、有力な選択肢の1つとなるツールが「AI」です。本書で

は、ビジネスにAIを導入するための構想から実装、運用までの一連の取り組みを「機械

学習プロジェクト」と呼び、実践的な導入方法を丁寧に解説します。●やるべきことが全

部わかる現在では、AIの利用を後押しするクラウドサービスなども立ち上がり、環境面で

は事業に取り入れるハードルがぐんと下がったとい

いちばんやさしい為替の教本
人気講師が教える実務で

使える通貨と経済のしくみ
神田卓也 インプレス

■いまさら聞けない、為替のしくみがわかる新聞やニュースでよく目にするにもかかわらず

きちんと説明するのがむずかしい「為替」。通貨と通貨を交換する仕組みである「為替」

の動きは、経済活動全体に大きな影響を及ぼします。本書は、そんな為替の仕組みを

豊富な図をもちいてやさしく解説しながら、経済の「？」までひもといていきます。■この

本にはこんなご利益があります！経済ニュースを読むための教養が身につく経済指標の

読み方がわかる円高・円安がどのような仕組みで決まるかわか

一生使える見やすい資料のデザイン入門 プレゼン資料が劇的改善 森重湧太 インプレス

WEBで大人気の資料デザイン入門がついに書籍化！仕事で即役立つデザインのコツ

満載！◎見やすい資料はこんな資料■1スライド＝1メッセージ■視覚情報を活用し

ている■箇条書きに頼りすぎない■無駄な要素がない■情報が凝縮されている人にわ

かりやすく伝えるには、「見やすさ」が重要です。文字、図、表などの使い方にほんの少し

気を配り、見やすさを意識するだけで、資料の仕上がりはぐっと見違えてきます。本書で

は、Webのスライド共有

ＡＩ時代に輝く経営の教科書 吉村慎吾 ダイヤモンド社
ＡＩに仕事が奪われる、お金や出世に興味がない、ｈｕｍａｎ２．０の大量出

現。この難局を乗り越える新常識。

大学2年生のための中国語　第2版
慶應義塾大学商学部中国

語部会
慶應義塾大学出版会

中級者対象の総合中国語テキストの第2版。激変する現代の姿と古来変わらぬ中国

の実像に触れながら、基本的な読解力、単語力と基本文法の習得を目指す。最新の

中国国内及び中国を取り巻く世界情勢の変化に合わせて、内容をアップデート。また、

読者がウェブページから本書のリスニング音源をスマートフォン等からダウンロードできるよ

うにした。

大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川幸一 慶應義塾大学出版会

「法律は知らない者には味方しない！」大学生のうちに身につけておくべき「生活の知

恵」としての法律を、学生生活、就職、結婚、老後に至るまでさまざまなライフステージ

に分けて解説する、社会人へのパスポート！詳細な知識・用語については本文脇の注

で説明しながら、イラストや図表もふんだんに駆使した見やすいレイアウト。今後の生活

で必要となる法律知識を、各章6頁にコンパクトにまとめた、一般学生の初年次教育に

も最適。

迷わず書ける記者式文章術
プロが実践する４つのパター

ン
松林薫 慶應義塾大学出版会 ▼「速く」「正確に」「わかりやすく」書く技術を伝授。

どこでもできる!　1人でできる!　大人の体力測定 田中喜代次 藪下典子 メディカルトリビューン

身の回りにあるものを使って、短時間で1人でも手軽にできる体力測定を紹介。屋内で

できるもの、屋外でできるもの、フィットネス施設で行うものの3つに分けて解説する。書

き込みページあり。

自由英作文はじめの１冊 工藤洋路 アルク

「説明をする」「意見を述べる」「要約する」。入試や試験でよく出る課題を、６レッスン

に凝縮。英語でコミュニケーションをとる楽しさを体感しながら、文章が書き上がるまでの

手順・考え方とライティング力UPのポイントがつかめます。中学校で習うような１文は書

けるけれど、文章になるとどう書いていいかわからない。 そんな悩みを抱える、自由英作

文ビギナーにぴったりの１冊です。

起きてから寝るまで英単語帳 改訂第二版 荒井貴和 武藤克彦 アルク

実生活で本当に役立つ語彙力を身に付けたいなら、まずは日常生活の英単語から！

朝起きてから夜寝るまでの生活シーンにあるモノでも、その英語表現は意外と知らない

もの。そんな表現を豊富なイラストとともに紹介しました。身の回りにあるモノやそれに関

連した動作を、豊富なイラストと音声で紹介。イラストや音声を使って表現を覚えましょ

う。（附属のCD-ROMは、電子書籍には収録していません）

線一本からはじめる伝わる絵の描き方 ロジカルデッサンの技法 OCHABIInstitute インプレス

この本は、「絵を描くロジックを知る」というアプローチで絵の描き方を学ぶ、まったく新しい

デッサンの教科書です。超初心者から学びなおしたい経験者まで、幅広い題材で楽しく

デッサン力を磨けます。「デッサン」と聞くと、しっかりと細部まで描き込まれた写実画という

イメージが湧くかもしれません。しかし本書は、写実的に描くことよりも、形や特徴をとらえ

た「伝わる絵」がさらっと描けるようになることを目的としています。そのため、いきなり写実

画だとハードルが高い人や、基礎をしっかりと学びたい人、そして絵に苦手意識がある人

でも取り組

文系女子のための日商簿記入門 堀川洋 インプレス 簿記は難しくない！

日本史で学ぶ経済学 横山和輝 東洋経済新報社

宋銭を知れば仮想通貨がわかる？　働き方改革は徳川吉宗に学べ？　歴史を読み

解きながら経済学の知識を身につける知的冒険の書。仮想通貨と鎌倉・室町時代に

流通した中国銭が似ている？織田信長はプラットフォームビジネスの先駆者？一見無

関係に見える過去の史実と現代の経済問題が、実は密接な関係にあり、大いに学ぶ

べきことがあることは、珍しいことではない。歴史は、考えるヒントの宝庫だ。経済学の基

本や最先端の経済問題を、過去の史実から学ぶことは、ためになるだけでなく、面白

い。気鋭の経済学者が織り成す、「ビジネスのヒント

働くママ＆パパの子育て110の知恵
子どもも仕事も愛したいあな

たへ

保育園を考える親の会

【編】
医学通信社 100人の体験の知恵シリーズ②

フランス文法はじめての練習帳 中村敦子 白水社

フランス語習得の近道は、適切な問題集を一冊完全にやりきること。このドリルなら、簡

潔明瞭な文法解説、ポイントをおさえた練習問題で、フランス語力が早く確実に身につ

きます。

「好き嫌い」と才能 楠木建 東洋経済新報社

仕事の最強論理は「努力の娯楽化」！２０万部突破のロングセラー経営書『ストー

リーとしての競争戦略』の著者が１９人の経営者・プロフェッショナルに迫る「好きこそも

のの上手なれ」の内実。

年表でみるモノの歴史事典 上 ゆまに書房編集部【編】 ゆまに書房
図書館、学校に最適！詳細な年表150点精選。閲覧者が図書館で最初に調べたい

基本図書。

年表でみるモノの歴史事典 下 ゆまに書房編集部【編】 ゆまに書房
図書館、学校に最適！詳細な年表150点精選。閲覧者が図書館で最初に調べたい

基本図書。

右脳思考
ロジカルシンキングの限界を

超える観・感・勘のススメ
内田和成 東洋経済新報社

優れたビジネスマンは勘で仕事する。「なんか、変だぞ」「これは面白い」…本物の経営

者が当たり前に実践する思考法。

防災福祉コミュニティ形成のために　実践編
公助をベースとした自助・互

助・共助
川村匡由 大学教育出版

浅間山大噴火の被災地の生存者による教訓をもとに、被災地の復興のためには、如

何に公助をベースとした自助・互助・共助に取り組むかとした、防災福祉コミュニティの

形成のための実践編である。
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ＭＢＡ　問題解決１００の基本 グロービス【著】 嶋田毅【執筆】 東洋経済新報社

クリティカル・シンキング、見える化、ＫＰＩ、フレームワーク、選択と集中、ファクトベー

ス、インセンティブの経済学、テクノベート、ＴＱＣ、システム思考、プロセス・コンサルティ

ング…すべての答えは、「基本」にある。ビジネススクールの２年間で学ぶ経営＆仕事の

ベストプラクティスが「１フレーズ」ですっきりわかる。

発達障害のある子の育ちの支援 家族と子どもを支える 辻井正次【著】 中央法規出版

発達障害をどのようにとらえればよいのかを解説するとともに、ペアレントトレーニング、ス

キルプログラムを使った、発達障害のある子どもの「できること」を伸ばす支援を提案。最

新の研究や知見をもとに、教育関係者をはじめ、親や支援関係者が「今すべき」最善

の支援を探る。

こうすればうまくいく！　ＡＤＨＤのある子どもの保育
イラストですぐにわかる対応

法
水野智美【著】 徳田克己【監修】 中央法規出版

「突発的に走り出す」「人の話を聞いていない」などの行動が見られる子どもについて、Ａ

ＤＨＤの〈衝動型〉と〈不注意型〉という特徴から解説。保育現場で遭遇する困った場

面での適切な対応法をクイズとイラストでわかりやすく示す。保護者や周りの子どもへの

対応方法も収載。

英語でニッポン案内ハンドブック 島崎秀定【監修・執筆】
英語でニッポン案内ハンド

ブック製作委員会【編】
アルク

【オール実体験ルポ】×【プロの指南】で他に類を見ない「英語で外国人に日本を案内

するノウハウ本」が登場。「江戸情緒残る庶民の町ツアー」「日本の自然と温泉ツアー」

「クール・ジャパン紹介ツアー」といった9つのカテゴリーごとに、実際に外国人を案内した

ケーススタディーを通して、準備の方法や現場での心得や対処の仕方、頻出

Q&amp;Aなどを学べます。臨場感あふれる体験ルポで、英語ガイドのイメージトレーニ

ングができます。

どんなときどう使う 日本語語彙学習辞典 安藤栄里子 惠谷容子 アルク

日本語能力試験N3以上の語彙を中心に編纂した日々の日本語学習に役立つ語彙

学習辞典。それぞれの語に、４カ国語訳や例文、音声が付いて、学習を手厚くサポー

トします。日本人向けの国語辞書は、情報量が多すぎたり、ほしいところに例文がな

かったり、意味の説明が日本語で書かれているので理解できなかったりと、日本語学習

者にとって使い勝手がよいとは言い難いですが、本書は日本語学習者向けに作られて

います。

レポート・論文の書き方入門　第４版 河野哲也 慶應義塾大学出版会
累計発行部数20万部を超える当社最大のベスト＆ロングセラーを、2002年の第3版

刊行以来、約15年ぶりに改訂。

日本人の勝算
人口減少×高齢化×資本

主義
デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社

在日３０年、日本を愛する伝説のアナリスト×外国人エコノミスト１１８人だから書け

た！大変革時代の生存戦略。

就活テクニック大全
最小の努力で「トップ内定」

し「仕事力」も高める
坂本直文 東洋経済新報社

企業研究、自己分析、エントリーシート、インターン、面接―内定者の「使えた！」と面

接官の「効果あり！」だけを厳選。

著作権法入門早わかり
クリエイターのための知的創

造物法活用術
佐藤薫 出版メディアパル

知的創造に関わるクリエイターのために著作権法の活用術を解説。電子出版権の新

設や、昨年改正された権利制限規定、著作権保護期間延長等、最新の改正につい

て触れている。

キクタン ベトナム語 初級編
聞いて覚えるベトナム語単

語帳
吉本康子 今田ひとみ アルク

初級段階のベトナム語学習者が学びやすいベトナム北部の言葉を中心に408の単語

を紹介。どれも旅行や仕事でよく使われる単語ですので、旅先でのコミュニケーションやビ

ジネスの現場などですぐに役立ちます。単語の意味を覚えるだけでなく、発音や用法も

しっかりマスター。実際のベトナム語の発音をイメージしやすいように、声調記号やカタカ

ナ表記に工夫を凝らしています。冊子版での付属CDは、収録されておりません。

同時通訳者のここだけの話 プロ通訳者のノート術公開 関根マイク アルク

英語と日本語を巧みに操る売れっ子同時通訳者ーーそんなキラキラしたイメージの裏に

ある、泥臭くてリアルな“通訳男子”の姿を包み隠さず綴った通訳エッセイ。国際会議

で、要人会談で、はたまた法廷で、目にし、耳にした、フリー通訳者の立場だからこそ言

える現場発の「ここだけ」の話が満載。通訳という仕事のダイナミズムと、ことばを通して

人とつながる意義、人と人をつなげる喜びをたっぷり詰め込んだ一冊です。

やりがち英語ミスこっそりチェック帳 関野孝雄 アルク

英語レベルの高低にかかわらず、自分がどんな間違いをしているか、知る機会はなかな

かないもの。自己流の英語で印象が決まるビジネス・シーンでは、特に注意が必要で

す。知らずにミスを繰り返すとしたら、ちょっと恥ずかしいですよね。うっかり「やりがち」なあ

んなミス、こんなミス。あなたは大丈夫ですか？　こっそり、さくっとチェックしてみましょう。

教養としての　世界史の学び方 山下範久【編著】 東洋経済新報社

大分岐、世界システム論、生態史観、グローバルヒストリーｅｔｃ．世界のエリートに

とってなぜ「世界史のリテラシー」が重要か？西洋中心史観から全世界レベルで歴史を

捉えなおす。

気の利く大人のひと言目 齋藤孝 東洋経済新報社
相手と異なる意見を言う→「一般的には」、やんわりとお断りしたい→「このたびは」、本

気で褒めたり励ましたい→「むしろ」ほか、すぐに使えて一生役立つ３８の会話のコツ。

「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる　東大作文 西岡壱誠 東洋経済新報社

「誰が読んでも」正確に伝わるあとがき作り。見違えるほど「読みやすく」なる目次作り。

「説得力」が劇的に高まる１人ディベート。読者が思わず「引き込まれる」質問トラップ。

ムダなく「効率的」に書ける枝葉切り。あらゆる場面で一生使える「スゴい文章術」。「書

き方の手本になる本」も多数紹介！

雑談の苦手がラクになる　会話のきっかけレシピ 枚岡治子 大月書店

顔見知りくらいの関係だと何を話していいかわからず、何気ない雑談がとっても苦手。そ

んな著者が、少しずつ苦手を克服してきたツール「会話のきっかけレシピ」をイラストととも

に紹介。「会話の達人」にはなれなくても、気持ちがラクになります。

いい子をやめれば幸せになれる 山下悠毅 弘文堂

５つのステップで親から押しつけられた価値観を捨て、自分の人生を生きるいつも頑

張っているのになぜか自分に自信がない。どんなに恋人に尽くしても振られてしまう。他

人への評価が極端。「どうせ自分なんて」と謙遜する一方で、だらしない人を見ると許せ

ない──こうした生きづらさを抱える人が増えています。それは子どもの頃から「いい子」

になろうと努力しすぎてきたせいかもしれません。親から与えられた「いい子」像から自由

になり、あなた自身の人生を生きるために、具体的なヒントと実践ワークが満載

労働法　第2版 和田肇 相澤美智子 日本評論社
働き方改革関連法対応。労働法の基礎的な仕組みや考え方、関連法規や制度間

のつながりも理解できる。現代雇用社会の実態に向き合って学べる新しい教科書。

東京貧困女子。 彼女たちはなぜ躓いたのか 中村淳彦 東洋経済新報社 〝その日暮らしは十分できます。

行列のできる人気女性ＦＰが教える　お金を貯める

守る　増やす　超正解３０
井澤江美 東洋経済新報社

「ＮＩＳＡ」と「ｉＤｅＣｏ」で、定年後に差が出る！「損しない相続」「入るべき保

険」は超簡単！「保険」「年金」「貯蓄」「投資」の黄金比はこれだ！貯まる家計、ラクラ

ク節約、賢い節税。大人気セミナー講師が全ノウハウを初公開！

プロ絵師の技を完全マスター キャラ塗り上達術 決定

版

CLIP STUDIO PAINT

PRO/EX 対応
サイドランチ インプレス

こんなイラストメイキング本が欲しかった！ 魅力的なキャラを描くための「プロ絵師の技」

を徹底解説！ 「レイヤー設定は通常なの？乗算なの？」「ブラシの設定が知りたいんだ

けど…」「配色のRGB値を教えて！」イラストメイキングにこんな不満を感じたことはありま

せんか？本書はそんな不満や疑問を解消すべく、「キャラ塗り」におけるプロ絵師の使用

ツールやテクニックを徹底的に解説しました！レイヤー構成、レイヤー設定、使

海外名作映画と巡る世界の絶景 インプレス編集部【編】 インプレス

あなたの憧れの“あの映画”に出てきた“あの風景”を、実際に見られる場所が世界各地

にあるって、知っていますか？本書では海外名作映画の中に登場する美しい絶景の

数々を映画のストーリーや実際に撮影されたシーンと共にご紹介。お手持ちのスマホで

掲載されているバーコードを読み込むことで、自宅や出先、飲み会の席などでもバーチャ

ル旅行を楽しんだり、本書を読みながら「こんなシーンあったね！」「実際にこんな場所が

あったの？」と会話に花を咲かせることも出来ます。映画の中で観た風景とはまた違った

美しさを楽しみながら、次の長期休暇や

色と構図で風景をアートに変える 四季の風景写真術 柄木孝志 斎藤朱門 インプレス

今人気のあるフォトグラファー8人が、SNSで流行中の多彩な色合いの風景写真の撮り

方を解説！ 正統派の色合い、構図で撮影した美しい風景写真だけでなく、SNSで人

気の「高彩度」「低彩度」といったアーティスティックな色合い風景写真の撮り方がわかり

ます。写真は「春夏秋冬」で分けながら、「色」と「構図」を軸に四季を撮るためのポイン

トを紹介。各写真家が執筆した風景写真の魅力、マナーコラムも収録しているので読

み応え抜群です！ 朝霧の幻想的なイメージ、澄み渡る青空のイメージ、力強い夕日

のイメージ、幸運な虹のイメージ、多彩
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鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方 ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute インプレス

＼絵心がなくても、「立体的」な絵を描ける！／大人気ロジカルデッサンの書籍から第

二弾登場。「光と陰」にフォーカスをあてた、まったく新しいデッサンの教科書です。「頭の

中のアイデアを形にしたい」「新しい商品のイメージを相手に共有したい」「きれいな景色

を絵にしてのこしたい」仕事や生活の中で、こんな風に“絵が描けたらいいのにな……”と

思うことはありませんか？この本は「光と陰」をはじめ、形、色、奥行き、質感といった立

体的な絵を描くた

日本語で外国人と話す技術 高嶋幸太 くろしお出版
外国人も日本語で話したい！？日本語を少し学んだ相手と楽しくコミュニケーションす

るためのコツとは？日本語教師が教えます！

老活・終活のウソ、ホント70
データや研究実践、経験か

らみた実像
川村匡由 大学教育出版

10年以内に65歳以上の高齢者が30％以上となる、世界一高齢国のわが国で、「確

かで後悔しない老活」のためのポイントを70に絞り、公的なデータや筆者の長年の調査

研究を踏まえ、その善後策を紹介する 。

民法総則 生田敏康 下田大介　ほか 法律文化社

民法総則をはじめて学ぶ人のためのコンパクトな入門書。抽象度が高く難解な民法総

則を、体系にそってわかりやすく解説。民法総則をはじめて学ぶ人のためのコンパクトな

入門書。抽象度が高く難解な民法総則を、体系にそってわかりやすく解説。複雑な制

度は図解を用い理解を助ける工夫をした。姉妹編の『民法入門』と同じく、2017年民

法改正に対応。

SDGsを学ぶ 国際開発・国際協力入門 高柳彰夫 大橋正明【編】 法律文化社

SDGsとは何か。目標設定と実現課題を解説。大学、自治体、市民社会、企業と

SDGsのかかわり方を具体的に提起。SDGs（Sustainable Development

Goals：持続可能な開発目標）とは何か、今日の世界にどのような意義をもつのか。

目標設定と実現課題を第一線の研究者・実務家が掘り下げて解説。第?部はSDGs

各ゴールの背景と内容を明示。第?部はSDGsの実現に向けた政策の現状と課題を分

析。大学、自治体、市民社会、企業とSDGsのかかわり方を具体的に提起。

公務員をめざす人に贈る 行政法教科書 板垣勝彦 法律文化社

行政法で問題となる紛争類型を4タイプで示すなどの工夫で、ほとんどの事例に対応。

公務員志望者のニーズに応えたテキスト。◎ 行政作用法，行政組織法，行政救済

法という行政法の全体像を一冊の本でコンパクトに描き，国家公務員・地方公務員

志望者のニーズに完璧に応えたテキスト。

ジェンダー法学入門　第3版 三成美保 笹沼朋子 法律文化社

ジェンダー・バイアスに基づく差別や法制度への影響を明らかにし、社会の常識を問い直

す。「性の多様性」の章を新たに設け、LGBT、SOGIの課題についてより詳しく解説。

2015年以降の法や判例、社会変化を反映し、バージョンアップ。

写真図解でわかりやすい　マンネリを打破する写真上

達の教室
河野鉄平 インプレス

※この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた

端末で読むことに適しています。<br/>また、文字列のハイライトや検索、辞書の参

照、引用などの機能が使用できません。<br/>　購入前にお使いの端末で無料サンプ

ルをお試しください。<br/><br/>本書では、さまざまな写真知識やテクニックを織り交

ぜつつ、被写体のとらえ方を提案し、「風景」「スナップ」「ポートレート」｢テーブルフォト」

の4ジャンルの「定番カット」から「打破カット」までを、豊富な写真図解とともに

ゼロからスタート簿記入門 渡辺竜介 山北晴雄 税務経理協会

簿記初学者および大学の教科書として最適な本です。本書は「読んで理解する」だけ

でなく、真の力を身につけるために、「書く・解く」をメインとした多くの練習問題を用意し

ています。

おひとりさまの死後事務委任 島田雄左 吉村信一 税務経理協会

「死後事務委任契約」に加えて，「遺言」「信託」「成年後見」「身元引受・身元保

証」の５つの制度を活用して，安心で満足な終活を行うためのポイントをひとつひとつ

丁寧に解説しています。

ビジネスフレームワーク図鑑
すぐ使える問題解決・アイデ

ア発想ツール70
株式会社アンド 翔泳社

企画立案、プロジェクト実行、組織マネジメントに即効！思考がどんどんカタチになるフ

レームワーク集！「アイデアが浮かばない！」

ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に働く

ための本
對馬陽一郎【著】 林寧哲【監修】 翔泳社

当たり前すぎて誰も教えてくれない仕事術で働きづらさが解消できる！発達障害の特

徴に苦しむ社会人のためのビジネススキルのアイデアを紹介。発達障害の特徴をカバー

する仕事のアイデアが満載。発達障害あるあるの悩み→その原因→具体的な解決アイ

デアの手順で解説。施設での実例をベースにしているので非常に具体的。

アルゴリズム図鑑
絵で見てわかる26のアルゴリ

ズム
石田保輝 宮崎修一 翔泳社

アルゴリズムはどんな言語でプログラムを書くにしても不可欠ですが、現場で教わることは

めったになく、かといって自分で学ぶには難しいものです。本書は、アルゴリズムを独学す

る人のために作りました。はじめて学ぶときにはイメージしやすく、復習するときには思い出

しやすくなるよう、基本的な２６のアルゴリズム＋７つのデータ構造をすべてイラストにし

ています。ソートやグラフ探索などの「動き」を図で追うことで、考え方や仕組みを理解す

る手助けをします。よいプログラムを書くために知っておかなきゃいけないアルゴリズムの世

界を、楽しく学

ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が会社の人間

関係で困らないための本
對馬陽一郎 安尾真美【著】 翔泳社

発達障害の特徴に苦しむ社会人のために人間関係を円滑にするアイデアを紹介。発

達障害あるあるの悩み→その原因→具体的な解決アイデアの手順で解説。ＰＣスキ

ルやメモ、アプリの使い方など、解決方法に多くのページを割いている。

やってはいけないデザイン 平本久美子 翔泳社

ノンデザイナーさんのモヤモヤをスッキリ解消！あなたのチラシ、ポスター、プレゼン資料、

広報誌が必ず良くなる秘訣。むずかしい専門用語やデザイン理論はなし！やってしまい

がちなデザインの失敗をやさしくレスキュー。

対人援助の現場で使える 聴く・伝える・共感する技術

便利帖
大谷佳子 翔泳社

本書は、介護・福祉・医療・看護業界で働く専門職や、その他さまざまな現場で、さま

ざまな人の相談にのる方のため、仕事にすぐに役立つ「傾聴の技術・伝える技術・共感

の技術」をやさしく解説する。「スムーズな信頼関係の土台を築くテクニック」は、対人援

助職にとって大変重要なスキル。専門知識や技術だけに頼らず、心理学に基づいたコ

ミュニケーションテクニックを知っていただき、それぞれの現場で活用してください。

SQLの絵本　第2版
データベースが好きになる新

しい9つの扉
アンク 翔泳社 仕組みを絵で理解。試してわかるデータベースの基礎知識。

Unityでわかる！ゲーム数学 加藤潔 翔泳社 ゲームに必要な数学を動かしながら学ぼう!

コンピューターを使わない小学校プログラミング教育
“ルビィのぼうけん”で育む論

理的思考
小林祐紀 兼宗進【編著・監修】 翔泳社

本書は、コンピューターを使わずにできるプログラミング教育の具体的な事例を紹介する

本です。

地域で愛される子ども食堂 つくり方・続け方 飯沼直樹 翔泳社
善意だけでは続かない。安全で、楽しい子ども食堂を運営するために必要なノウハウを

わかりやすく紹介！

疲れたら動け！ 毎日の精神的な疲労に効く 小林弘幸 クロスメディア・パブリッシング

じつは、疲れを感じているときに、ごろごろ体を休めてはいけません。疲労感が増し、抱え

ている疲れが慢性的なものに変化してしまうからです。では、どうするのが正解なのか？

答えは、疲れたときほど、動くこと。疲れが取れる魔法のキーワードは、「疲れたら、動

け！」です。そもそも、あなたは「何」に疲れているのでしょうか？仕事、家事、育児、人

間関係…要因は様々あるでしょうが、その多くは、「精神疲労」である、と著者の小林

医師は分析します。体が疲れているというより、気持ちが疲れている人が多い、と言うの

です。実際、疲れを感じた時の

欲望の資本主義 3 偽りの個人主義を越えて 丸山俊一
ＮＨＫ「欲望の資本主義」

制作班
東洋経済新報社

巨大化するＧＡＦＡへの懸念、そして仮想通貨への期待と不安が交錯する今、資本

主義の行きつく先はどこなのか？「市場」「自由」「個人主義」をキーワードに、多角的な

視点から社会のあり方を再考する。異色のＮＨＫ経済教養ドキュメント、書籍化！未

放送部分も多数収録。

イメージでわかる・使える英単語　前置詞編 田中茂範 アルク

小さなパーツながら多くの学習者が苦手意識を持つ前置詞。正確に使えるようになるた

めに有効なのが、個々の「コア（コアイメージ）」を押さえることです。本書では、日常で

特によく使われる30の前置詞（一部副詞を含む）を取り上げて学びます。それぞれの

前置詞（・副詞）の意味の広がり、他の語との意味の対応関係を視覚的に理解する

ことができます。

イメージでわかる・使える英単語　動詞編 田中茂範 アルク

haveやbe、do、getなどはいずれも日常会話に欠かせない頻繁に使われる動詞。こう

いったごく基本的な単語は、辞書を調べると複数の意味があります。本書では、基本動

詞の意味を理解するために「コア」という考え方を取り入れます。「コア」とは、「言葉の

『核』となる本質的な意味」のことです。基本動詞の日本語の訳語それぞれに共通する

意味を詳細な解説とイラストを通して理解した上で、多くの例文を通してその「コア」の

意味を定着させます。

起きてから寝るまで中国語表現1000 顧蘭亭 及川淳子【執筆・解説】 アルク

本書は、ネイティブが使う自然な中国語表現を1000収録。覚えたフレーズを状況に応

じてアレンジして使えるような文法や語彙の解説が充実。フレーズを会話により近づけた

「簡短対話」では、人間関係やニュースなどへのつぶやきも収録し、SNSでも便利です。

またSNS関連の表現、よく使われる中国語の略語をまとめました。実際に中国語を使う

面で役に立ちます。 - 5/20 -
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英文法のトリセツ じっくり基礎編 新装版
英語負け組を救う丁寧な取

扱説明書
阿川イチロヲ アルク

著者、阿川イチロヲ氏は、高校時代の英語の偏差値が40前後という「元・英語の負け

組」。英語が苦手な人の思考回路を知り尽くした著者だからこそ書けた、とびきり丁寧で

親切な英文法の取扱説明書です。「不定詞」や「動名詞」といった普通の文法書なら

必ず登場する項目はあえて外して、「品詞」や「文のカタチ」など英文法の基本中の基

本をベースに、英語と日本語との根本的な違い、使い方とその注意点について「じっく

り」解説。

ネイティブ感覚 基本動詞使い分けブック ルース・ファロン アルク

あなたはその場の状況に応じた正しい動詞が選べますか？　本書は、40年近く日本人

の英語を指導してきたアメリカ人のルース・ファロン先生が、学習者が間違えやすい動詞

を精選。日本語の46個の動詞に対し、複数語を使い分けなければならない英語の動

詞計210語を、短時間で、楽しく身に付けます。それぞれの動詞が持つ微妙なニュアン

スの違いを、丁寧な解説とイキイキとした例文で学びましょう。

日本の色図鑑 吉田雪乃【監修】 松尾ミユキ【絵】 マイルスタッフ

作りに凝った上製本で、オシャレな日本の伝統色の色図鑑。 大人にも子どもにも知っ

てほしい、ストーリー性のある日本の美しい伝統色88色をベースに、その関連色をぞれ

ぞれ紹介し、延べ352色の日本の伝統色を紹介しています。メインの88色は印刷物や

インターネットでの再現できる数値も掲載。デザイナーやカラーコーディネーターなどの仕

事にはもちろん、親子で読むこともできる絵本のようにビジュアルにも凝った作り。本好き

なら1冊飾っておきたくなる1冊です。

子育ては、なんとかなる！ 横山路子 マイルスタッフ

育児に悩み「いい母親になれない」「育てかたが悪かった?」と思った時、読んで下さい。

何か大切なことに気付くかもしれません。子育ては失敗と挫折とピンチの連続!それでも

母は家族の太陽です!この本は、老舗おもちゃ店「百町森」の会報誌で10年続いた人

気の子育て連載を1冊にまとめたものです。妊娠・出産から、オムツはずし、卒乳、アト

ピーとアレルギー、保育園や幼稚園の入園、イライラ、叱り方に悩む、小学校入学、家

庭学習など誰もがぶつかる育児の壁を、自身の失敗談や挫折、

特別な支援を必要とする子どもの理解と教育
茨城大学教育学部障害児

教育教室

茨城大学教育学部附属特

別支援学校【編著】
かもがわ出版

教員免許取得のための必修科目となった「特別な支援を必要とする子どもの教育」の

テキスト。実践につながる基本的内容を網羅。

いつからでもやりなおせる子育て　第2章 池添素 かもがわ出版
ネットやマスコミにあふれる情報が親と子どもを追い込んでいる現実。たっぷり甘えて充電

することが困難をのりこえる力になる。

リーダーとして論語のように生きるには
徳を備えた人になるための

実践書『弟子規』
車文宜 手計仁志 クロスメディア・パブリッシング

ビジネスリーダー必見!! リーダーは『論語』に学べビジネス社会を生き抜くための『弟子

規』『論語』などの東洋哲学的なアプローチが、今、世界のリーダーたちに求められていま

す。複雑化した時代は、ダイバーシティという側面のほかに、秩序や価値観の混乱をも

たらしてしまいました。何が正解かわからない社会だからこそ、「不変的な規範」が求めら

れるようになったのです。著者である車文宜氏と手計仁志氏は、この「不変的な規範」

を『弟子規』から探し出しました。『弟子規』は『論語』を源流と

チームを変える習慣力

コーチングのプロが教える心

理的安全性を高めるマネジ

メント

三浦将 クロスメディア・パブリッシング

20万部突破の「習慣力」シリーズ第３弾！コーチングのプロが教える、心理的安全性

を高めるマネジメント◎現場の仕事は楽しくできるのに、マネジメントとなると頭を抱えて

しまう◎思うようにチームメンバーが動いてくれずイライラする◎マネージャーとしての孤独

を感じる――マネジメントの悩みのほとんどは、人間関係の悩みです。これを解決する

たった一つの方法は「相手との位置関係を見直してみる」ことです。重要なのは「タテの

関係」ではなく「ヨコの関係」を築くことです。ですが人は知らず識らずのうちにタテの関係

で部下と接してしまってい

実践 スタンフォード式 デザイン思考
世界一クリエイティブな問題

解決
ジャスパー・ウ【著】 見崎大悟【監修】 インプレス

デザイン思考とは、「人々がもつ本当の問題」を解決するための考え方です。共感、定

義、アイデア、プロトタイプ、テストといったプロセスを通して、ユーザーを深く理解し、新し

いプロダクトのアイデアを生み出します。著者は、デザイン思考教育の総本山であるスタ

ンフォード大学d.school在学中に、デザイン思考のファシリテーターとしてキャリアをス

タートし、卒業後は楽天やメルカリでデザイン思考を実践してきました。本書は、著者が

これまで学んだd.schoolの授業や、ファシリテーターとしてかかわってきたワークショップを

ベース

入門『地頭力を鍛える』　３２のキーワードで学ぶ思考

法
細谷功 東洋経済新報社

戦略的思考、ロジカルシンキング、地頭力、具体と抽象、無知の知…３２のキーワー

ドの「ＷＨＡＴ（何？）」「ＷＨＹ（なぜ？）」「ＨＯＷ（どう使う？）」がすっきりわ

かる。

Pythonで機械学習入門
深層学習から敵対的生成

ネットワークまで
大関真之 オーム社 ストーリーでPythonと機械学習がわかる!!

改訂版　社会保障の財政学 小西砂千夫 日本経済評論社

集中講義　高校生の経営学
経営学部の受験を迷ってい

る人に
洞口治夫 小池祐二【編著】 文眞堂

経営学ってどんな学問？高校の各教科をテーマに経営学の視点で講義。「経営学って

どんな学問？」「経営学部ではどんなことを学ぶの？」「経営学は、経済学や商学、社

会学、政治学などと、どこが違うの？」そんな疑問を持っている高校生のために、大学教

授と高校の先生が経営学のやさしい解説書を作りました。大学の学部選びに迷ってい

る人、経営学部進学を志望している人、そして進路指導に携わる先生方へ。

だれも置き去りにしない
フィリピンＮＧＯのソーシャ

ル・ビジネス
トーマス・グレイアム【著】 久米五郎太【監修・訳】 文眞堂

人々を幸せにするビジネスとは？第１６回日経アジア賞ほか、比、米、仏などで各賞を

受賞したトニー・メロト氏が率いるＮＧＯガワッド・カリンガを廻る旅。

企業と社会が見える経営学概論 井上秀次郎 安達房子【編】 大月書店

学説史やテイラー、フォードなど生産管理の歴史的発展といった経営学の基礎から、経

営組織・経営戦略・生産システム・人的資源管理の各論、GAFA、グローバル化、企

業の社会的責任など最新の諸問題まで包括する入門書！

働きながら小さく始めて大きく稼ぐ０円起業 有薗隼人 クロスメディア・パブリッシング

副業・起業のポイントは、「今の仕事を辞めずに(=働きながら)」「リスクを抑える(=小さ

く始める)」こと！人生100年時代、老後2000万円問題も追い風となり、収入アップの

起業や副業に注目が集まっています。ですが、一口に起業や副業といっても「起業なん

て自分には無理」「副業って何したらいいの?」という人も多いのではないでしょうか。実は

起業や副業はそんなに大げさな話ではなく、誰でもできることです。そして起業や副業を

始めるうえで重要なことは、今の仕事を辞めずに始めることです。誰でもできることをわざ

わざ思い切って、

現地駐在記者が教える 超実践的ベトナム語入門 富山篤 アスク出版 世界有数の難解な言語と言われるベトナム語。

ビジネスEメール・チャットツールの英語表現 EメールテンプレートDL付 松浦良高 クロスメディア・ランゲージ

ビジネスで書くE メールやチャット（SlackやWhatsAppなど）の英語表現集。そのまま

使える100 文例フォーマットと、部分的にアレンジできる言い換え表現を豊富に掲載す

る。グローバル化や外国人スタッフの登用により、英文E メールの使用環境はここ数年

で変わっている。本書は、外資系広告会社の戦略部門で世界を股にかけて活躍する

著者が、「いまどきのビジネス場面で飛び交うリアルなE メールやチャット」の文例を、わか

りやすく場面別に紹介する。

親が倒れた！親の入院・介護ですぐやること・考えるこ

と・お金のこと　第2版
太田差惠子 翔泳社

介護の基本は「自己申告」と「情報収集」！自分から動かないと何も進まない。“知りた

いところ”からすぐに読める！制度改正対応＆新項目追加で充実の第２版！

レイアウトデザイン［Photoshop＆Illustrator］ 上田マルコ 尾沢早飛 翔泳社
基本をベースに、文字、配色、写真、タイトル＆ロゴなど装飾アイデアまで！旬なテクニッ

クが満載！今すぐ使える、最新レシピが一冊に！

小学校プログラミング教育の研修ガイドブック 小林祐紀 兼宗進 翔泳社
本書は、現場の先生方や教育関係者、小学校・自治体に向けて、小学校におけるプ

ログラミング教育の研修内容や実践例を紹介したガイドブックです。

こういう写真てどう撮るの？ 森下えみこ【著・イラスト】 上田晃司 インプレス

スマートフォンやコンパクトデジタルカメラで写真を撮影したことはあるものの、うまく撮れな

い人、もっと写真がうまくなりたい人は数多い。ただ、カメラの初心者向け書籍は、専門

用語がむずかしく、なかなか読み進めることができず挫折……、というのがよくあるパター

ンだ。本書では、その悩みを解決するために全編オールカラー＆漫画で撮影テクニックや

カメラの機能を解説。コミックエッセイのジャンルで高い人気を誇る森下えみこさんを著者

に迎え、軽妙かつユーモアのあるタッチで、自身が抱えている悩みを解決していく。全体

の監修は、これまでた

スペシャリストをめざせ！CIA(公認内部監査人)合格

へのパスポート　第2版
三輪豊明 税務経理協会 2019年新試験に対応！

2025年、人は「買い物」をしなくなる 望月智之 クロスメディア・パブリッシング

われわれが日常的にしている「買い物」をテーマに、およそ5年後の近未来を鋭く予測す

るのが本書だ。ITの発展によって、いま「買い物」をめぐる動きや勢力地図が大きく変

わっている。たとえば、ウェブはスマホにシフトし、5G（第5世代通信技術）やDtoC

（Direct to Consumer）といった新しい技術や考え方が本格化。AI技術のさらな

る進展やAmazonの動向も気になるが、一方でリアル店舗の数は減少を始めている。

戦前からの約100年間という時間軸でショッピング

１０秒で新人を伸ばす質問術 島村公俊 東洋経済新報社
ソフトバンクで２万人の社員教育に関わった「新人育成の超プロ」が教える極意。最短

の指導で最速の成長を促す！
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ＡＩに負けない子どもを育てる 新井紀子 東洋経済新報社

ＡＩが苦手とする読解力を人間が身につけるにはどうしたらいいのか？読解力向上の

ために親、学校、個人ができることを提言。小学校・中学校で実際に行われて成果を

あげている授業・取組みを公開！大人が読解力を身につける方法も明らかにする。

人生１００年時代の医療・介護サバイバル
親と自分のお金・介護・認

知症の不安が消える
中澤まゆみ 築地書館

2年ごとに変わる介護保険制度。老後の医療費と介護費への不安。将来、5人に1人

はなるという認知症。

英文法のトリセツ とことん攻略編 新装版
英語負け組を卒業できる取

扱説明書
阿川イチロヲ アルク

「英語負け組」を卒業できる取扱説明書。英語入門者に絶賛された『英文法のトリセ

ツ―じっくり基礎編』の続編です。本書では、前著で身につけた基礎知識をベースに、

「不定詞、動名詞、過去分詞、that 節、時制の一致、現在完了」など、英語負け組

の宿敵とも言える英文法界の厄介モノたちを満を持して迎え撃ちます。

「世界の英語」リスニング グローバル時代の必須英語 里井久輝 アルク

英・米だけが英語じゃない！　必要なのは「多様な英語」を聞く力です。今や世界の英

語使用者の約8割は非ネイティブ。スペイン語なまり、ヒンディー語なまり、ドイツ語なまり

…など、「多様な英語」に対応できる英語力は必須！　アフリカ、ラテンアメリカ、ヨーロッ

パ、アジア出身の27人の英語を、テキストとともにダウンロード音声で聞くことができま

す。

キクタン フランス語 【初中級編】仏検３級レベル
聞いて覚えるフランス語単語

帳

大阪市立大学フランス語教

材研究会【編著】
アルク

仏検3級レベルの単語や、日常会話でよく使う語彙から精選された624語（フレー

ズ）を掲載しています。1日8語×約11週間学ぶことにより、無理なく楽しく単語力をパ

ワーアップできます。 「フランス語プチ文法」「動詞活用表」など役に立つ付録も収録。フ

ランス語の語彙力アップを狙う人にとって、他にはない、格好の1冊であるということができ

るでしょう。

キクタン フランス語会話【入門編】
聞いてマネしてすらすら話せ

る
福島祥行 アルク

フランス語の会話力の養成に狙いを定めた「会話編」が登場。フランス語をある程度学

んだ方、フランス語に初めて触れるという方にもおすすめ。フランス語の音について簡単な

輪郭を身に付けた後、初級文法の主な項目を扱って、旅行によくあるシチュエーション

別の会話例や、日常的会話例に挑戦します。

キクタン スペイン語会話【入門編】
聞いてマネしてすらすら話せ

るすら
福森雅史 アルク

会話力の養成に狙いを定めた会話編。「文法」編では、本書を使用するにあたって必

要とされる最小限のスペイン語文法について学ぶことができます。「フレーズ」編では、会

話でよく使われる60のフレーズを収録。「会話」編では、学んだ「フレーズ」で、生き生きと

した実際のスペイン語会話が繰り広げられます。

キクタン ブラジル・ポルトガル語 【入門編】基本500語

レベル

聞いて覚えるポルトガル語

単語帳
福森雅史 アルク

最初に文字の読み方を覚えると、ほとんどの単語を読むことができるポルトガル語の特徴

を踏まえ発音の基本が学べる「発音・アクセント」のページや、冠詞とセットで効率的に

名詞の性を覚えるような工夫、動詞活用表など、実際のコミュニケーションで使いやすい

内容です。「ビジネス・ポルトガル語」「サッカー用語」「あいさつ表現」等も充実。

基礎管理会計 清水孝 庵谷治男 中央経済社
管理会計を学び、経営戦略を動かす。初めて管理会計の世界にふれる方々を対象に

管理会計の基礎について解説。実践的な例題と章末問題により理解を深められる。

大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川幸一 慶應義塾大学出版会 ▼18歳はもう大人？

思考を鍛えるレポート・論文作成法　第3版 井下千以子 慶應義塾大学出版会 ▼累計3万部の好評レポート・論文入門書の第3版

大学１年生のための中国語　第2版
慶應義塾大学商学部中国

語部会【編著】
慶應義塾大学出版会 ▼中国語初修者のための好評テキスト、第2版！

科学的な適職
4021の研究データが導き

出す最高の職業の選び方
鈴木祐 クロスメディア・パブリッシング

転職・複業(副業)・独立…キャリアの多様化が進む時代に、自分にぴったりの仕事を

選ぶには？この本は、科学的根拠（エビデンス）に基づき、&quot;「キャリア選択」と

いう正解のない悩みに答えを出す方法&quot;を具体的に解説します。後悔の少ない

意思決定をするにはどうしたら良いのか／私たちに本当の喜びをもたらす働き方とは何

か／「人生の選択」という正解のない悩みにどうやって答えを出せばいいのか…これらの

ベーシックな問いに取り組み、「自分が幸せになれる仕事＝適職」を正しく選ぶ確率を

上げていきます。

障害年金相談対応マニュアル 椎野登貴子【編著】 大城章顕 新日本法規出版 障害年金相談に必携!

プロ絵師の技を完全マスター 魅せる背景 上達術 決

定版

CLIP STUDIO PAINT

PRO/EX対応
サイドランチ インプレス

【大人気イラスト技法書　待望のシリーズ第2弾】こんな背景メイキング本が欲しかっ

た！ 苦手意識を持ちがちな背景描画をプロ絵師が徹底解説！ 「レイヤー構成はどう

なっているの？ 」「ここはどういう手順で描いているの？ 」「彩色時の具体的なRGB値を

教えて！ 」イラストメイキングにこんな不満を感じたことはありませんか? 本書はそんな不

満や疑問を解消すべく、「背景描画」におけるプロ絵師の

事例解説当事者の主張にみる婚姻関係の破綻 赤西芳文【編著】 新日本法規出版 裁判で効果的な主張をするために!

心配ないよ、だいじょうぶ
子どもが不安を克服するた

めのガイド
ポピー・オニール【著】 渡辺滋人【訳】 創元社

こわがりのきみへ。フィズといっしょに不安をのりこえよう！７歳～１１歳の子どものための

ＣＢＴ。

楽しくなければ仕事じゃない

「今やっていること」がどんどん

「好きで得意」になる働き方

の教科書

干場弓子 東洋経済新報社 全国の書店５０００店と直取引！出版界で大注目の経営者、初の著書！

相談対応 相続Ｑ＆Ａ
法律・税金・保険・ライフプラ

ンニング
伊藤崇 渡邊竜行【編著】 新日本法規出版

令和2年4月施行の民法（相続法）改正を踏まえ、相続に関わる諸問題をQ＆Aで

わかりやすく解説した最新版です。相続相談に携わる方が相続争いの防止や相続税

対策などのポイントを、相談者に対してわかりやすく明解に回答するための、必携の一

冊です。

中国はなぜ成長し、どこに向かうか、そして日本は？ 和中清 クロスメディア・パブリッシング

中国で「傑出創作賞」を受賞した話題作が日本上陸！中国の成長要因と、日本の

衰退要因は、不思議なほどに符合する本書は、30年にわたり中国でビジネスを展開し

てきた日本人の著者が書いた書籍です。近年、中国は目覚ましい成長を遂げました。

その成長の過程を30年間ずっと現地で見てきた著者が語る中国の姿は、まさしく等身

大の中国と言えるでしょう。第1章で、中国の成長の要因を「思想と理念」「政治と指導

者」「中国社会の風土と中国人」「中国経済」という４つの観点から紐解き、分

経済的自由への道は、世界のお金の授業が教えてくれ

る

人生の選択肢が広がるパー

ソナルファイナンスの教科書
西村隆男 クロスメディア・パブリッシング

「お金」の問題は誰にとっても身近なのに、多くの人が体系的に学んだことがありません。

本書は、「コーポレートファイナンス(企業財務)」や「パブリックファイナンス(政府財政)」と

並ぶお金の学問である「パーソナルファイナンス(個人のマネー管理)」の入門書。大学教

授が中立的な立場で、「お金」について解説します。●「老後のために投資をしましょう」

と言われても、何から始めていいのかわからない。●お金のプロに聞いてみたいと思って

も、「銀行や証券会社は自分たちのビジネス

科学的に自分を変える39の方法 堀田秀吾 クロスメディア・パブリッシング

「落ち込みやすい」「集中力がない」「怠け癖」「整理整頓できない」「緊張しやすい」「空

気が読めない」etc…そんな自分を変える方法を科学的に解説！世界中の研究論文

をもとに、改善のためにすべきことを具体的に提示。すぐ実践できる「アクション」を39点

ご紹介します。1章 性格・気質 編…人に流されやすいなら、コインで決める など2章

行動・習慣 編…集中力がないなら、かわいい写真を見る など3章 コミュニケーション編

…八方美人（自己肯定感が低いタイプ）なら、とにかくハグ！ など

イラスト＆図解でわかるＤＸ（デジタル・トランスフォー

メーション）

デジタル技術で爆発的に成

長する産業、破壊される産

業

兼安暁 彩流社 ＤＸトップコンサルタントが徹底解説する入門書！

いちばんやさしいPowerPoint VBAの教本
人気講師が教える資料作り

に役立つパワポマクロの基本
伊藤潔人 インプレス

【応用できる基本が身に付くPowerPointマクロの入門書】本書は、VBAのIf文やルー

プ処理、変数といった基本的な概念については、Excel VBAで経験者されている方に

向けたPowerPointマクロの入門書です。ExcelやWordと異なり、現在の

PowerPointにはマクロ記録機能がありません。そのためPowerPointマクロを自分で

作るには、PowerPointのオブジェクト構造について、基礎から順に積み上げるように理

解する必要

新版　切る貼るつくる箱の本
BOX&NEEDLEの工夫を

楽しむ箱づくり
大西景子 マイナビ出版

世界各地で選び集めてきた紙を、職人の手で一点一点手貼りした箱が人気の箱専門

店『BOX&amp;NEEDLE』による、箱のつくり方の本。

将棋の基本　駒別手筋事典 大平武洋 マイナビ出版
歩はひとマス前に行ける。香は前にどこまでも行ける。桂馬は斜め前の一つ前に行け、

他の駒を飛び越えられる・・・。

起きてから寝るまで英語表現1000　海外旅行編 吉田研作【監修】 荒井貴和 アルク

「つぶやき」練習で、海外旅行はもっと楽しく、深く体験できるようになる！　準備・出発

から帰国まで、海外旅行の主要シーン別に、よく使われる「単語」「動作表現」「つぶや

き表現」がマスターできます。ホテル・飛行機のオンライン予約や、現地でのWiFi使用な

ど、旅行を取り巻く技術環境は激変しています。収録フレーズも多様化した今の旅に対

応しています。

Photoshop 逆引きデザイン事典　増補改訂版
［CC/CS6/CS5/CS4/C

S3］
上原ゼンジ 加藤才智 翔泳社

定番の使い方からプロの便利技・ＣＣ新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。ク

リエイティブに、ビジネスに、学習に。
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・キャッチフレーズ：「未来に一歩を踏み出すあなたへ」 ・高校生・大学生から社会人の「次の一歩」を支援する資料を提供 ・「学習」「仕事」「ＱＯＬ(生活の質)向上」を主テーマ

書籍タイトル
書籍巻次･年

次
書籍副書籍名 書籍著者名１ 書籍著者名２ 出版社名 要旨

Illustrator 逆引きデザイン事典　増補改訂版
［CC/CS6/CS5/CS4/C

S3］
生田信一 ヤマダジュンヤ 翔泳社

定番の使い方からプロの便利技・ＣＣ新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。ク

リエイティブに、ビジネスに、学習に。

HTML5＆CSS3標準デザイン講座 30LESSONS

第2版
草野あけみ 翔泳社

本書は「わかりやすさ」と「内容の充実度」で、大好評だった入門書の全面改訂版で

す。基本文法から、正しいマークアップの作法、最新のＣＳＳレイアウト、レスポンシブ

対応の画面設計とコーディングまで、しっかり学べます。考え方や知識を得るための「講

義」パートと、実際に作りながらスキルを身につける「実習」パートからなる、合計３０の

ＬＥＳＳＯＮを順番にステップアップしながら学んでいけます。実習のためのサンプル

ソースはＷｅｂからダウンロードできます。さらにステップアップするための特典ＰＤＦも

提供しています。まさにＷｅｂ制作

キャラクターイラスト「上手さ」の秘密 リクノ 翔泳社

人体の描き方、立体感の出し方、アクションポーズや服の描き方、構図やパースのとり

方ｅｔｃ…１枚のイラストの中で使われている「上手さ」のテクニックを、作例をもとに

１つ１つひも解きながら解説します。お絵描き初心者でも、キャラクターイラストを描くた

めに必要な技法がわかります。「自己流で練習してもぜんぜん上手くならない」「何となく

変なんだけど、どこを直したらいいのかわからない…」と悩んでいる人にぜひ読んでほしい、

オススメの１冊です！

作ればわかる！Androidプログラミング Kotlin対応
10の実践サンプルで学ぶ

Androidアプリ開発入門
金宏和實 翔泳社

本書は、Ａｎｄｒｏｉｄ　ＳＤＫとＡｎｄｒｏｉｄ　Ｓｔｕｄｉｏを利用して、

実際にアプリを作りながら、Ａｎｄｒｏｉｄアプリ開発の基礎知識や実践的なプログ

ラミング方法を学ぶ書籍です。第４版までの「習うより慣れろ」「作って楽しい」というコン

セプトはそのままに、Ｋｏｔｌｉｎ言語でＡｎｄｒｏｉｄアプリを作成します。「とに

かくなにか作りたい」「アプリを作りたいけどなにからはじめればいいのかよくわからない」「ア

プリを作りながらプログラミングのコツをおぼえたい」という方におすすめの一冊です。

シェアする美術 森美術館のSNSマーケティング戦略 洞田貫晋一朗 翔泳社

森美術館は２０１８年美術展覧会「入場者数」１位・２位を達成しました。その背

景には、日本の美術館・博物館の中で最大規模のＳＮＳフォロワー数を活用したデジ

タルマーケティング戦略があります。本書では、森美術館がこれまで取り組んできた展覧

会におけるさまざまなＳＮＳの取り組みを紹介しています。現代アートにおけるプロモー

ションの最前線を知っていただきながら、アートとＳＮＳの相性のこと、多少の失敗談な

ど、楽しみながら読んでもらえる内容になっています。

Python超入門
モンティと学ぶはじめてのプロ

グラミング
及川えり子【著】 オーム社 プログラミング初心者の小中学生たちが絶賛！

できるポケット　Web制作必携 HTML&CSS全事典

改訂版

HTML Living Standard

& CSS3/4対応
加藤善規 できるシリーズ編集部 インプレス

手元に置いて引きやすい定番のHTMLとCSSの事典が、最新仕様に準拠しリニューア

ル！本書は、HTML Living Standardの仕様に準拠した要素（タグ）と、主要なブ

ラウザーで動作するCSS3およびCSS4のプロパティをすべて掲載しています。手元に置

いておきやすいコンパクトなB6判で、目次のほかに要素名・プロパティ名のインデックスも

あるので、必要な情報をサッと調べることができます。◆要素・プロパティご

もっと知りたい！定年の楽しみ方 遠山紘司 学文社

定年を機に心機一転、楽しむことを目指して、新たな人生をスタート！二度目の人生

は「楽しむ」ためのものと位置付けると、それを下支えする基盤を固めておくことが必要に

なる。「生活を安定させるための基盤」である健康と経済、「豊かで生きがいのある定年

生活を送るための基盤」になる人間関係と趣味。これら４つに時間を加え、定年前の

準備段階から、定年後を心豊かにそして、楽しく過ごすための必要な項目をまとめ、紹

介する。

写真がもっと上手くなる　ポートレートテクニック事典

101＋
石橋英祐 上田晃司 インプレス

大人気「写真がもっと上手くなる101＋」シリーズにポートレート編がついに登場！読者

DL特典「スマホで見られる早見表」（PDF形式）付き「思い描いたイメージのポート

レートが撮りたい！」「モデルの魅力をもっと引き出したい！」「自然光やストロボなどライ

ティングにチャレンジしたい」「初心者だけどポートレートを撮ってみたい」そんな想いやイ

メージを持っていざポートレート撮影にのぞんでも、初心者や初級者にとっては、人物を

被写体とした撮

できるポケット　Excelピボットテーブル 基本＆活用マス

ターブック

Office

365/2019/2016/2013

対応

門脇香奈子 できるシリーズ編集部 インプレス

「ピボットテーブル」はマウス操作で高度な集計を行える便利な機能ですが、元となる

データベースの作り方や、機能の使い方にはいくつか注意すべき点があります。本書はピ

ボットテーブルとリスト作成の基本から、ドリルダウンやスライサー、各種フィルターを使った

データ抽出の方法、さらにピボットグラフの作り方まで網羅。データの多角的な分析や、

視覚化して問題点を共有することが可能になります。また、各レッスンにはすぐに使える

練習用ファイルを用意。紙面と同じ操作を試してみることで、ピボットテーブルの理解がさ

らに深ま

江戸の地図屋さん 販売競争の舞台裏 俵元昭 吉川弘文館

一見不正確な描写に、必要な情報がふんだんに盛り込まれ、大名屋敷や寺社を尋ね

る当時必須の手引＝江戸切絵図。多くの需要と熾烈な出板競争の中、知恵と技術

を尽し、究極の江戸図が追求され続けた歴史の舞台裏に迫る。

数え方の日本史 三保忠夫 吉川弘文館

一匹、一双、一振…。日本人は物をどう数えてきたのか。中国の史書や正倉院文書に

源流を探り、数え方の作法、方言など、日本独特の表現法を育んだ歴史を現代までた

どる。数の世界を分かりやすく説いた〝数え方事典〟。

頭のいい子に育てる３歳までに絶対やるべき幼児教育 佐藤亮子 東洋経済新報社
佐藤ママがわが子のために考え、実践した基礎学力を育む具体的方法＆実践的アド

バイス。

文系ＡＩ人材になる
統計・プログラム知識は不

要
野口竜司 東洋経済新報社

専門用語は必要最低限。豊富な業種別事例は「自社での活用」を考えるヒント。「Ａ

Ｉとの共働き」スキルを身につける。英国数理社×ＡＩ時代に対応。ＡＩ活用の現

場から生まれた実践トレーニング本。

「超簡単」60分でわかる！リフォーム・外壁塗装の教科

書
堤猛 クロスメディア・パブリッシング

「こんなはずじゃなかった･･･」と後悔する前に。。。「リフォームしよう！」と思い立って、ま

ず最初に考えるのが工事の依頼先ではないでしょうか？　「どこに頼んでいいのか分から

ない」という言葉をよく耳にしますが、それもそのはず。新聞には毎日のようにリフォーム業

者のチラシが入っていますし、テレビでは手抜き業者やぼったくり業者による被害が報道

されています。消費者の皆さんが業者選びに慎重になり不安になってしまうのも無理も

ありません。実際に、消費者側の知識のなさにつけ込んで

世界のビジネスリーダーがいまアートから学んでいること ニール・ヒンディ【著】 長谷川雅彬【監訳】 クロスメディア・パブリッシング

ヨーロッパでもトップクラスのビジネススクールであるスペインのIE Business Schoolで教

えられている内容を、世界に先駆けて刊行したものが本書である。▼最先端のビジネス

スクールで教えられている「アート」の授業▼Appleのスティーブ・ジョブズは、大学中退

後もカリグラフィー（美術書道）の授業には通い続けた。AirbnbやDropboxを世に

送り出したベンチャーキャピタルY Combinatorのポール・グレアムは、イタリアで絵画を

修めた。Google

上司の「当たり前」をやめなさい
今、部下の前でやってはいけ

ない５０のこと
柴田励司 クロスメディア・パブリッシング

これまでの上司の“常識”がいま、まったく通用しなくなっている！いま、多くの上司の人た

ちが、現場で試行錯誤しています。よき上司たらんとして、かつて自分の上司だった人の

やり方を、改善工夫して頑張っているのではないでしょうか。しかし、残念ながら、部下か

らするとまったく尊敬できない行動や態度になってしまっているケースが多いようです。尊

敬できないくらいならまだマシなほうで、なかにはパワハラやモラハラと受け止められてしまう

ことも少なくありません。それが原因で会社を辞めてしまう部下もいます。部下の多くは退

職時に辞める本

ほんまかいな！根拠がわかる解剖学・生理学　要点

39
川畑龍史 濱路政嗣 メディカ出版 【脱！丸暗記の解剖・生理学第2弾やで～】

3分でわかる がんのケア＆患者説明“これだけ”ワード

224

がん薬物・手術・放射線療

法、緩和ケア、支持療法、

終末期ケア

勝俣範之【監修】 メディカ出版 【がん領域の必須ワードが3分でわかる！】

本づくりこれだけは　新版
編集・デザイン・校正・DTP

組版のノウハウ集
下村昭夫 荒瀬光治 出版メディアパル

本書は、編集者を目指す若い人たちのための入門書として発行し親しまれてきました

が、このほど最新の産業状況や技術革新の進展を補足するとともに、校正・Dと組版・

カラー印刷などの実務知識を補強し、本づくりのノウハウ集としました。出版現場で、日

夜、出版・編集の最前線で活躍されているベテランの皆さんにも「新人教育用テキス

ト」として、ぜひお読みいただければ幸いです。

1週間でPythonの基礎が学べる本 亀田健司 インプレス

プログラミング初体験のあなたでも、1週間でPythonがちょっとだけ使えるようになれる！

Python（ぱいそん）でプログラミングを始めてみたいのだけど、どんな本を読んで勉強し

ても分からない…理解できない…。そんな方にオススメの1冊！本書を読み進めながら、

一緒にサンプルプログラミングを入力してみることで、プログラミングの基礎＆Pythonの基

礎が分かるようになり、ちょっとだけPythonでプログラムが書けるようになります。途中で

読むことを挫折しないよう、
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ひと目で伝わるプレゼン資料の全知識 日比海里 インプレス

プレゼン資料作りに苦戦するビジネスパーソンは多くいます。それは正しいプレゼン資料の

作り方を学校でも会社でも習っていないからです。正しい作り方をしなければ美味しい

料理はできません。プレゼン資料も同じです。正しい作り方をしないと伝わらない資料に

なってしまいます。文字、カラー、レイアウト、図解/図形、グラフ/表……「伝わる」プレゼ

ン資料を作成するために注目すべきポイントがいくつもあります。実はそのすべてにセオ

リーがあります。そして、そのセオリーさえ身につければ、誰でも伝わるプレゼン資料を作成

できるのです。センス

学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情報

リテラシー
富士通エフ・オー・エム FOM出版

パソコン操作スキルだけでなく、レポート作成やデータ活用、プレゼン発表といった学生の

学びをサポートする教材です。

情報リテラシー
Windows10/Office201

9対応
富士通エフ・オー・エム FOM出版 情報リテラシーシリーズのスタンダード商品「情報リテラシー」です。

情報リテラシー アプリ編
Windows10/Office201

9対応
富士通エフ・オー・エム FOM出版

情報リテラシーシリーズのうち、Word、Excel、PowerPointの3つのアプリに特化した

「情報リテシー アプリ編」です。

情報リテラシー 入門編
Windows10/Office201

9対応
富士通エフ・オー・エム FOM出版

情報リテラシーシリーズのうち、Word、Excel、PowerPoint部分を基礎的な内容に

絞って紹介している「情報リテラシー 入門編」です。

情報リテラシー 総合編
Windows10/Office201

9対応
富士通エフ・オー・エム FOM出版 情報リテラシーシリーズのうち、すべての内容を収録した「情報リテラシー 総合編」です。

マンガで合格！　アロマテラピー検定1級・2級　テキスト

＋模擬問題　第2版
ふたば【著】 aiko【監修】 インプレス

アロマテラピーについて何も知らない女子力ゼロのタネちゃんと一緒に、アロマテラピーを

勉強しませんか。本書は、主人公のタネちゃんが、アロマテラピー講師のハナさんとの出

会いをきっかけにアロマテラピーを学んでいくというストーリーに沿って、アロマテラピー検定

2級・1級に合格できる知識が身に付く試験対策書です。かみ砕いた表現と重要箇所

に絞った解説で、初心者でも無理なく学習できます。ところどころ掲載している、タネちゃ

んとハナさん、ユニークな精油キャラクター達の4コママンガによって、楽しく学習しながら知

識を定着させること

激動の世界に対処する　思考の転換5つの鍵 飯田汎 勉誠出版 千年持続社会を創る　日本文明のダイナミズム

「辞める人・ぶら下がる人・潰れる人」　さて、どうする？ 上村紀夫 クロスメディア・パブリッシング

離職、生産性やモチベーションの低下、心身の不調、人間関係のトラブル、ハラスメント

……いま、経営者や人事担当者、マネジャー、チームリーダーの多くが、「人」にまつわる

問題に悩まされています。本書は、医師でありながら経営学修士(MBA)を取得し、産

業医・経営コンサルタントとして活躍する著者が、それら「組織の病」の原因と対策を徹

底解剖。定量的データ分析と経営学・医学・心理学の専門知識に基づき、病の原因

である「マイナス感情」の蓄積プロセスを解き明かします。さらに、組織改善のために必須

であるに

看護学生のための精神看護学　改訂版 東中須恵子【編著】 大学教育出版

精神を病むとはどういうことか、精神を病んだ人の処遇、また、精神科臨床現場での援

助の目的と方法、行われている治療や多職種の連携など精神科看護に必要とされて

きた役割と機能を統括したテキストの改訂版

新しい視点から見た教職入門　第2版 中田正浩【編著】 大学教育出版

教職を目指す学生が教職課程で最初に学ぶ「教職入門」のテキスト。教育実践を経

験してきた実務家教員ができる限り平易な言葉で具体的に詳説。理解を助けるために

各章の初めには要約を、各章末には学習課題を設けた。法令など最新の情報に更新

し、第2版刊行。

詰将棋パラダイス　5手詰傑作選 詰将棋パラダイス【編】 マイナビ出版

本書は、詰将棋パラダイスに掲載された150題と詰パラ編集部作成の50題、合計

200題の５手詰を出題したものです。 「詰将棋パラダイス」には「キッズルーム」「保育

園」と呼ばれる３手５手詰コーナーがあり、この部分は将棋初・中級者でも十分に楽し

める内容になっています。約10年続いている３手５手詰コーナーから詰将棋編集部が

セレクトした問題と編集部作成の良問の問題集ということで、多くの方に取り組んでいた

だける内容となっています。 本格的な詰将棋の世界を楽しみつつ、棋力アップにも役立

てていただければ幸いです。

将棋・中盤戦の考え方 大平武洋 マイナビ出版

「中盤の指し方が分からない」という声をよく聞きます。確かに序盤の指し方を勉強する

ための定跡書は数多くありますし、終盤力を付けたければ詰将棋を解くという王道があ

ります。しかし、中盤力を付けるのは意外と難しく、そこにスポットを当てた戦術書もそれ

ほど多くはありません。本書は大平武洋六段がそんな将棋ファンの要望に応えるために

著した戦術書です。振り飛車編と居飛車編で、テーマの数は合計24。エルモ囲いなど

新しく出てきた戦型も取り上げて、「離れ駒を見て動く」、「相手の理想形を阻む」、「バ

ランスを考える」など、それぞれの

将棋　初段の常識手筋 及川拓馬 マイナビ出版

本書は将棋世界付録で大好評を博した及川拓馬六段の「初段　常識の手筋」、「初

段　常識の手筋２」に新題を追加して書籍化したものです。初段になるための近道は

とにかくたくさんの手筋を覚えることだと言われますが、本書にはまさにタイトルのとおり、有

段者になるための必修手筋が網羅されています。その質の高さは付録の評判で実証済

み。書籍化にあたっては解説もより読みやすいように書き直しています。本書で将棋の

基本手筋を完全にマスターしてください。

運動・からだ図解 生理学の基本　新版 中島雅美【監修】 マイナビ出版 生命を維持するための活動が図解でわかる! !

鉛筆一本ではじめる人物の描き方 ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute インプレス

絵心がなくてもスラスラ描ける！大人気ロジカルデッサンのシリーズ第三弾。人物画に焦

点を当てたまったく新しいデッサンの教科書です。人物画は難しい。そんな風に思ってい

ませんか？顔、身体、服、ポーズなど人物画にはたくさんの情報がつまっており、ハードル

が高いと感じる人も多いと思います。しかし人体の構造を理解し、比率や形をきちんとと

らえることでセンスや鍛錬に関係なく思い思いの人物画を描くことができます。本書は

顔、身体の順に描き方を学び、人のいる情景までを鉛筆1本だけで描いていきます。人

物画の「

基礎からわかる化学工学 石井宏幸 成瀬一郎 森北出版 図表をふんだんに使い，わかりやすい説明で書かれた入門書です．

図解　スポーツ健康科学入門 北條達也【編著】 金芳堂

医師・アスレチックトレーナー・管理栄養士・保健体育系の教員が執筆したスポーツ医

学・健康医学を学ぶ学生の入門書．スポーツ医学・健康科学を学ぶ学生の知っておく

べき基礎知識，解剖学・生理学，からだづくりに必要な基礎知識，コンディショニング

の基礎知識，スポーツ障害の基礎知識，アスレティックリハビリテーション，運動器の

疾患，生活習慣病とメタボリックシンドローム，アンチドーピングなどをやさしく解説．

いつからでもやりなおせる子育て　新装版 池添素 かもがわ出版
10代に忍び寄る薬物問題など、今も新鮮な2001年の著作を新装版で。子育て相談

の現場から思春期・青年期を見通したメッセージ。

猫が教えるショートカットキー150 宮本朱美【著】 七海ときな【絵】 インプレス

パソコンの作業効率を上げるには、ショートカットが近道です。テキストをコピー＆ペースト

する時に、通常はマウスで行う作業をコピー：Ctrl+Cペースト：Ctrl+Vを使うと、2秒

で済みます。こういう時短の積み重ねが効率アップになります！本書は仕事で使う・

Windows10・Excel2019・Word2019・PowerPoint2019のショートカットキーを

150紹介しています。<

Linuxサーバ入門 CentOS 8対応 大津真 インプレス

本書は、ITプロを目指す初心者が、CentOS 8を通してLinuxのシステム管理とサーバ

構築の基本操作を学習していくための入門書です。普段はWindowsやmacOSと

いったウィンドウ環境を利用している方を対象に、Linux（CentOS 8）におけるコマン

ドライン操作、ユーザー管理、パッケージ管理、ネットワークの基本設定、サーバーの管

理・構築について、実際の操作を行いながら解説します。本書を読み終えた段階で、

CentOSでの基本的なシステム管理やWebサーバやファイルサーバの構築が行えるよう

になること

スウェーデンの作業療法士が教える　発達障害の子ど

もと楽しむワークショップ
河本佳子 かもがわ出版

発達障害の人も集団の中で社会性を身に着けていかねばならない。スウェーデンで作

業療法士だった著者から日本の現場へのアドバイス。

不快な表現をやめさせたい!?
こわれゆく「思想の自由市

場」
紙屋高雪 かもがわ出版

「表現の不自由展」事件、献血ポスター炎上など実際の出来事を切り口に、自分に

とって「不快な表現」にどう向き合えばいいのかを考える。

小学校プログラミング教育の考え方・進め方 蔵満逸司 黎明書房

小学校で新しく始まるプログラミング教育について、パソコンが苦手な先生でも理解でき

るよう平易に解説したプログラミング教育の入門書。教科別の学習指導要領「指導

例」ワークシート、プログラム入門「スクラッチ」ワークシート、プログラム発展「ドリトル」ワー

クシートなどを収録。購読者は、「スクラッチ」の新バージョン3.0対応の内容が、無料で

小社ＨＰからダウンロードできます。

危機に立つＳＮＳ時代の教師たち
生き抜くために、知っていな

ければならないこと
多賀一郎 黎明書房

バカッター、ラインいじめ、保護者ラインといったＳＮＳ時代を生きる教師が学んでおくべ

き子どもと取り巻くＳＮＳの実状や、教師自身がＳＮＳに関わる上で知っておくべきこ

とを詳しく紹介。ＳＮＳから子どもを守り、自分を守るための全教師必読の書。

- 9/20 -



・キャッチフレーズ：「未来に一歩を踏み出すあなたへ」 ・高校生・大学生から社会人の「次の一歩」を支援する資料を提供 ・「学習」「仕事」「ＱＯＬ(生活の質)向上」を主テーマ

書籍タイトル
書籍巻次･年

次
書籍副書籍名 書籍著者名１ 書籍著者名２ 出版社名 要旨

動物の看護師さん
動物・飼い主・獣医師をつ

なぐ６つの物語
保田明恵 大月書店

【「愛玩動物看護師」が国家資格化】苦しいと訴えたりしない犬や猫。代わりに具合を

伝え、受ける医療を決める飼い主。専門的知見から診療する獣医師。三者それぞれ

の思いに寄り添い架け橋となって治療を進める動物看護師の仕事を、6人の体験から

鮮やかに描き出す！

もっとよくわかる！医療ビッグデータ
オミックス、リアルワールドデー

タ、AI医療・創薬
田中博 羊土社

がん遺伝子パネルが保険収載され，精密医療への流れが加速しています．医療にお

けるビッグデータとAIを活用して精密医療の実現をめざす基礎研究者，医師，製薬・

ヘルスケア業界の方のための本邦初のテキスト！

実務解説 中小企業の株主総会 手続と書式 東京八丁堀法律事務所 中山雄太郎 新日本法規出版

上場企業・大企業とは異なる中小企業の株主総会のポイントを、専門家の視点からア

ドバイスしています。中小企業の株主総会準備の日程を示すとともに、手続の流れをフ

ローチャートでわかりやすく解説しています。招集通知、添付書類、議事録や当日の進

行シナリオなど、作成する書式や文例を数多く収載しています。

ブラック・ジャックの解釈学 内科医の視点 國松淳和 金芳堂

本書は不朽の名作『ブラック・ジャック』（1973-1978）の手塚治虫の描写を可能限

り真であるとして徹底的に分析し，症例検討をした．そうした結果，たとえば荒唐無

稽な疾患と思われている回も実は必ずしもそうではなく，現実に存在するレアディジーズ

であるかのように肉薄することを可能となった．本書は，それを臨床病跡学あるいは解

釈学的な試みと位置づけ，医学書『ブラック・ジャック』を深く掘り下げたものである.

使える51の統計手法 菅民郎【監修】 志賀保夫 オーム社 統計学の基礎を51の手法で学ぶ!!

憧れのインスタグラマー20名に学ぶ　美しい写真術
デジタルカメラマガジン編集

部【編】
インプレス

総フォロワー数100万を超える、合計20名のインスタグラマーが集結。ポートレートをは

じめ、風景、スナップ、テーブルフォト、旅、動物、都市夜景……、多彩なジャンルで活

躍している人気フォトグラファーの人気の秘密に迫る。インスタグラムの活用方法はもちろ

んのこと、美しい写真の撮り方＆仕上げ方、パーソナリティがよく分かるQ＆A、使用カメ

ラやレンズなど、ファンならずとも知りたい内容がもりだくさん。フォトグラファーごとに構成内

容に変化をつけているため、最後まで飽きずに読める情報量満載の1冊!!

話し方が上手くなる！声まで良くなる！１日１分朗読 魚住りえ 東洋経済新報社

言葉がスラスラ出てくる！滑舌も良くなる！「いい声」で話せる！電話、プレゼン、会

議、スピーチ、飲み会、デート。仕事・雑談・人間関係全部に効く！究極の「話し方」

改善スキル。しかも楽しい！ストレスも解消！

デジタル国富論 此本臣吾【監修】 森健【編著】 東洋経済新報社
『デジタル資本主義』に続きビジネス、生活、社会の未来を大胆予測。デジタル化がも

たらす豊かさを測る、新経済指標を提言。

TOEIC(R) スピーキングテスト究極のゼミ 冨田三穂【著】 ヒロ前田【監修】 アルク

あなたはTOEIC L&amp;Rのスコアに見合ったスピーキング力をお持ちですか？

L&amp;Rで860点以上のハイスコアを持っていても、ろくにしゃべれない、英会話にな

るとおろおろしてしまう、という人も少なくないはず。本書はそんなあなたの悩みを確実に

解決します。本書でスピーキングテスト対策をするうちに、本物のスピーキング力が短期

間でしっかり身につけることが可能です。

キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 800 一杉武史【編著】 アルク

音声を聞くだけで英単語を覚えられる単語集「キクタンTOEIC」では、チャンツに合わせ

て耳から英単語が学べます。チャンツ音声は米英2カ国発音で、センテンス音声は米英

加豪の4カ国発音で収録。1回の学習語彙が16語に設定されているので、1日最低2

分から学習に取り組めます。本書はTOEICスコア800点レベルを収録。

TOEIC(R) L&Rテスト　究極の模試600問＋ ヒロ前田 アルク

TOEIC L&amp;Rテスト研究の第一人者ヒロ前田氏が、そのノウハウのすべてを注ぎ

込んだ1冊！公式教材や公開テストを研究し、使用語彙、トピック、難易度、問題タイ

プのバランスなどを調整して、200問ずつのセットを一から作成した模試です。本番のテ

ストの予行演習に最適！リアルな模試3本と詳細な解説であらゆるレベルに対応。

完全攻略！ 英検(R)１級 中西哲彦 アルク

これ一冊でOK！　一次・二次試験、単語・句動詞を完全攻略！「英検」１級対策

の決定版。パート別実践トレーニングと毎日の基礎トレーニング、さらに模擬試験をまる

ごと１回分収録。また１級の最初の関門である単語・句動詞も大容量掲載。これ１

冊で一次試験、二次試験とも自信を持って臨めます！

３つの基本ルール＋αで英語の冠詞はここまで簡単に

なる
ジェームス・M・バーダマン アルク

本書では冠詞の規則を、「3つの大ルール」と名詞グループ別の「応用ルール」に大胆に

絞り込み。実用に役立つ知識を重点的に、反復練習していきます。ネイティブ・スピー

カーである著者が日本人学習者のために精選した192問を解くうちに、a と the、そし

て「無冠詞」のいずれを使えば正しい英文になるか、とっさに判断する実力が培われま

す。

工学系卒論の書き方
まちがいだらけの文書から卒

業しよう　基本はここだ！
別府俊幸 渡辺賢治 コロナ社

本書は，工学系の大学・高専の学生がわかりやすく論理的な文章を書くための論文

作成ガイドブックである。よい例，悪い例，改善例を示し，学生が陥りやすいポイント

や技術文書特有の表現などを指摘する。卒論指導をする教員にも最適。

すぐに使える診療英語 加藤秀一 Timothy M. Sullivan 南山堂

専門用語や難解な表現を使わない伝わる診療英語とは？　受付から会計まで，場

面ごとに応用がきくシンプルなフレーズを選んで収載，英語を話す患者さんがどのように

訴え質問してくるか，どのような英語で対応すればよいかがわかる．プライマリケアで外

国人診療に関わる医師・医療関係者のためのすぐに使える診療英語．

スーパービジョンで磨く認知行動療法
うつ病篇　全セッションの記

録
蟹江絢子 堀越勝 創元社

「認知と行動のどちらから扱っていく？」「アジェンダ設定のポイントは？」といった読者の

疑問に対して、具体的に回答。ＣＢＴの技法についても解説されているので、復習に

も役立ちます。典型的なうつ病の患者さんとの全１６回のセッションと、それに対する

スーパービジョンを再現。逐語録を読むようにして、ＣＢＴの診療の流れや注意すべき

ポイントを学べます。

見てわかる、迷わず決まる配色アイデア 3色だけでセン

スのいい色
ingectar-e インプレス

3色だけでおしゃれに決まる新発想の配色本◆配色が苦手でも、センスに自信がなくて

も。たった“3色”でおしゃれな配色が完成！センスのよい色の組み合わせがすぐ選べる、

3色の配色アイデアに特化した配色本です。おしゃれな色の組み合わせがわからない、

たくさんの色があると色選びに悩む、見栄えのよく、バランスよく配色がまとまらない・・・、

そんな悩みを解決しデザイン作業に役立つ1冊です。本書はセンスに自信がない人でも

まとめやすい「3色」に限定し、デ

世界のおつまみ図鑑

世界のおつまみ全100種と

おつまみをおいしく味わう基

礎知識

伏崎夏希【編】 マイナビ出版

お酒のお供に欠かせないのが「おつまみ」。日本での焼き鳥などの他に、アメリカのバッファ

ローウィングやスイスのチーズフォンデュなど、世界では様々なおつまみが存在します。本

書では世界のおつまみとして食べられている料理を国と地域別に歴史・豆知識を紹

介。どのように食べられているか、様々なお酒の相性なども詳しく知ることができます。コラ

ムではおつまみの本場、美食の街であるバスク地方で現地取材した記事掲載します。さ

らに簡単に作ることのできるレシピも合わせて掲載し、一冊で楽しめる内容となっておりま

す。

教養として学んでおきたい５大宗教 中村圭志 マイナビ出版

本書は、世界中の主な大宗教として、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、

仏教の五つを取り上げます。宗教の世界は、歴史の蓄積によるたくさんの言葉、概念、

人名などの固有名、特殊な用語にあふれています。しかし、本質的にはかならずしも必

要とはいえない情報も多いものです。本書では必要最小限の解説と、「要するにどういう

ことか」を解説することを心がけました。そして、さまざまな宗教を比較して考え、本質に

切り込んだ宗教論を解説しています。コンパクトながらも重点を整理した本書をお読み

になれば、宗教の発する諸情報の迷

新版　ワインの図鑑 君嶋哲至【監修】 マイナビ出版

多くの国で造られ、地域やテロワール、造り手によってさまざまな顔を持つワイン。知れば

知るほど奥深さがわかってくるワインの世界を一歩深めて楽しんでいただくために最適の

１冊です。ワインの基礎知識はもちろん、品種や産地ごとの格付けの知識、近年注目

されている品種や産地などの特徴まで、豊富な写真とともにご紹介します。

会社に行きたくない。さて、どうする？
サラリーマン・引きこもりたくな

る深層心理とその対処法
和田秀樹 クロスメディア・パブリッシング

「会社に行きたくない」と思うことは誰でもあるでしょう。月曜の朝や疲れている日の朝

は、とくにそうでしょう。とはいえ、簡単に会社を休むわけにはいかず、気持ちを切り替えて

出勤している人も多いはずです。問題は、「行きたくない」と感じる頻度が増えたときで

す。あなたは自分が想像する以上にストレスや不安を溜め込んでいる可能性が高く、適

切な対処が必要です。対処をせずに、ムリやガマンを続けていると、ある時心がポキンと

折れてしまうかもしれません。自分の心身に何が起きているのか、そしてどうすれば気持

ちが晴れるのかを、精神科医が

見方がわかれば味方になる！　栄養指導にいかす検

査値の読みとりポイント
2020年春季増刊 菅野義彦【監修】 メディカ出版 【栄養改善のヒントは検査値の変動にあり！】

医学・理工・自然科学系研究者のための英語論文ラ

クラク・アクセプト

年間１００本の査読者目

線でわかる！採択に導く１

６の秘訣

北風政史 メディカ出版 【読むだけで投稿論文アクセプト率アップ！】
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・キャッチフレーズ：「未来に一歩を踏み出すあなたへ」 ・高校生・大学生から社会人の「次の一歩」を支援する資料を提供 ・「学習」「仕事」「ＱＯＬ(生活の質)向上」を主テーマ

書籍タイトル
書籍巻次･年

次
書籍副書籍名 書籍著者名１ 書籍著者名２ 出版社名 要旨

訪問看護がわかる「いま・これから」のKey Word
過去・現在を読み解き、未

来をひらく
宮崎和加子【編著】 春日広美　ほか【著】 メディカ出版 【訪問看護の全体像がこの1冊でわかる】

瀬野式・住宅設計エスキス帖 瀬野和広 オーム社 建築を設計する者の原点。スケッチの線の連なりから思考を読む。

茶の世界史
中国の霊薬から世界の飲み

物へ
ビアトリス・ホーネガー【著】 平田紀之【訳】 白水社

その一杯を味わいながら繙きたい――ポスト・コロニアルな問題意識とお茶への愛とに裏

打ちされた豊穣な東西文化史。

誰でもわかる名歌と名句 武馬久仁裕【編著】 黎明書房

斎藤茂吉の「赤茄子の腐れてゐたるところより幾程もなき歩みなりけり」の「赤茄子」

は、なぜ「トマト」ではいけないのか。蕪村の「夏河を越すうれしさよ手に草履」の「夏河」

は、なぜ「夏川」ではいけないのか。藤原定家や与謝野晶子，北原白秋らの名歌，

芭蕉や一茶，子規や西東三鬼らの名句が、なぜ読む人を感動させるのか。個々の歌

や俳句の言葉のあり方、表現のあり方に即した今までにない新鮮な読み方で、その秘

密を分かりやすく解説。名歌２１首、名句４７句を収載。親本『名歌と名句の不思

議、楽しさ、面白さ』に「和歌を物語で楽しむ」４編を

知っておきたい　和食の秘密 渡辺望 勉誠出版 世界は和食ブーム！―ラーメン・オムライスから懐石料理まで

子どものこころに寄り添う営み 村瀬嘉代子 慶應義塾大学出版会
虐待、不登校、発達障害、うつ病―。様々な問題を抱える子どもとの関わりのなかで、

問題行動の背後に潜む心情にどう辿りつき、そのもつれた思いをいかに解いていくのか。

確認検査員からみた建築確認申請のポイント 石井京子 新日本法規出版

建築確認申請でよくある誤りを事例として取り上げ、誤りやすいポイントを解説していま

す。建築確認検査に長年携わってきた確認検査員が、豊富な知見に基づき執筆して

います。令和２年４月１日施行、防火・避難規定の合理化の建築基準法施行令、

同関係告示にもいち早く対応しています。

売上が上がるバックオフィス最適化マップ

テレワーク・コスト減・利益

増・DX（デジタルトランス

フォーメーション）を一気に

実現する経営戦略

本間卓哉 クロスメディア・パブリッシング

Excelに手で打ち込んだ経費精算の書類をプリントアウトしてハンコ押して出して、それ

を経理が目で見て領収書と突き合わせて入力してダブルチェックで確認して……こうした

「ムダ」は、そこらじゅうにあります。本書は、総務・経理などの個別の業務ではなく、そうし

た部門が関わる会社全体の業務（バックオフィス）の最適化の方法を「経営戦略」とし

てお伝えするのが目的です。特に、ペーパーレス化、テレワーク体制など、デジタルトラン

スフォーメーション（DX）に取り組みたい方々に適しています。

睡眠・食事・生活の基本
一般社団法人日本赤ちゃ

ん学協会【編集】
三池輝久 中央法規出版

赤ちゃんの発達を科学的に解説し、発達に即した保育実践を提案するシリーズ。本書

は、乳児の睡眠、食事、生活の基本についての基礎知識、具体的な保育実践の方

法、プラスαの知識、発達からみる保育のポイントを解説する。明日から実践できる乳

児保育の知識と実践が満載。

未来の市民を育む　「公共」の授業 杉浦真理 菅澤康雄 大月書店

学習指導要領をふまえ、民主主義や自由と権利などの基礎知識、「自立した市民」に

なるために理解してほしい10のテーマ、「持続可能な社会」を主体的につくる13の「探

究課題」から構成。若手教員もすぐに使えるヒントがいっぱい。

よくわかる 仕事に使える Excel 関数ブック 2019/2016/2013対応 富士通エフ・オー・エム FOM出版

本書は、Excelの基本機能をマスターされている方を対象に、知っていると業務効率

アップにつながる119個の関数をわかりやすく紹介しています。関数を入力したらエラーに

なった！こんなことできる関数はある？など、日々の関数の疑問を解決しながら、関数

の便利さを再認識できる関数レスキュー・ブックです。

スクールロイヤーにできること
ストップいじめ！ナビスクール

ロイヤーチーム【編】
日本評論社

学校現場の問題の防止・解決を法律面からサポートするスクールロイヤーの利用法・活

用場面を、学校関係者にわかりやすく紹介。

15日間フランス文法おさらい帳［改訂版］ 中村敦子 白水社
「初級文法は終えたけど、いまひとつ自信がない」という方にぴったりのドリル。 苦手項目

がひと目でわかるので効率的に学習できます。

大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 石田眞 浅倉むつ子 旬報社
ワークルールを学び　トラブルに備えよう！　大学生が直面する労働問題を具体的なＱ

＆Ａで解決。先生も親も知っておきたい仕事のルール

よくわかる公的扶助論
低所得者に対する支援と生

活保護制度
増田雅暢 脇野幸太郎【編】 法律文化社

社会福祉士養成の指定科目「低所得者に対する支援と生活保護」の内容を網羅し

た「公的扶助論」について、その中心となる生活保護制度の概要や歴史について要点

をわかりやすくコンパクトにまとめたテキスト。近年の政策動向や基本判例を踏まえた構

成をとることで理解を深める工夫をしている。

医療統計解析使いこなし実践ガイド 臨床研究で迷わないQ&A 対馬栄輝【編】 羊土社

「結局，統計解析ってどうやったらいいの？」そんな疑問にお答えします！統計手法の

選び方，論文への書き方から統計ソフトを使った具体的な解析手順まで，数式なし・

Q&amp;A形式で楽しくわかる！

ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・アウトリーチ

成功の戦略と文章術
Yellowlees Douglas Maria B. Grant【著】 羊土社

英作文のプロと研究のプロが， 心理学と神経科学に基づいた，成功の可能性を高め

る書き方を伝授．プライミング効果，初頭効果，新近効果，フレーミング効果などを

駆使した，読み手の心をつかむメソッドが身につく！

キーワードでわかる臨床栄養　令和版
栄養で治す！基礎から実

践まで
岡田晋吾【編】 羊土社

栄養学の基礎知識から経腸・静脈栄養の実践，在宅栄養管理まで，臨床栄養に

必須の知識を幅広く解説した好評書が改訂！リハビリテーション栄養など実践に即した

内容を加えますます充実の１冊に．医療スタッフ必携！

ゼロから実践する　遺伝統計学セミナー 疾患とゲノムを結びつける 岡田随象 羊土社

論文で見たあのプロットが自分でも描ける！遺伝統計学の先端トピック，手法の特徴

の理解から，Python・Rでの実習まで，手元のPCでワンストップで体験できる．ゲノム

データから発見を導く先端研究への招待．

子育て支援 小橋明子【監修・執筆】 木脇奈智子【編・執筆】 中山書店
平成30年の保育所保育指針の改定に伴うカリキュラム変更で生まれた新科目『子育

て支援』のテキスト．

さわって学ぶ　Linux入門テキスト 赤星リナ マイナビ出版

つまずかせずに最後まで学べる、Linux入門に最適のテキストです！はじめて学習する

方が疑問に思ったり理解しづらい、つまずきやすいポイントを丁寧に解説。Linuxに関わ

る基礎知識が得られるだけでなく、LPI Linux Essentialsに合格に必要となる知識が

得られます。LPI Linux Essentialsの試験範囲だけでなく、LPIC-1、LinuC-レベル

1の試験範囲もできるだけカバー。学習環境の構築（CentOS）もやさしく解説してお

り、実際にコマンドを叩きながら学習できます。

勝てるアスリートの身体を作る栄養学と食事術 石川三知【監修】 阿部菜奈子【著】 マイナビ出版

栄養のことだけを考えたスポーツマンの食事は似たような傾向になりがちです。栄養値だ

けを徹底管理した食事はつまらないし、美味しいはずもありません。本書では、食事管

理だけでなく、食事をすると身体の中でどんな動きが起こり、どうやって身体の細胞ができ

ていくのか、また、筋トレをする前には何を食べると筋肉ができやすく試合の前には何を

食べると瞬発力や持久力を発揮できるのかなど、効果の高い食事の選び方や摂取する

タイミングを解説することで食事の幅が大きく広がる「食事法」を学ことにより、食材も豊

富に選ぶことができ、幅の広いメニ

Excel VBA　脱初心者のための集中講座 たてばやし淳 マイナビ出版 マクロ初心者を脱して、社内で頼られる存在になるために！

AWSではじめるLinux入門ガイド
EC2＋AmazonLinux2で

学べる！
山下光洋 マイナビ出版

本書はAWSクラウド上で、Linuxによるサーバー構築をゼロから学べる書籍です。ゼロ

(やったことがないこと)をイチ(やったことがある)にすることを目的に、制作しました。

これからはじめる人のJavaScript/Vue.jsの教科書 たにぐちまこと マイナビ出版

現在のウェブサイト制作やウェブアプリ開発では、「JSライブラリー」や「JSフレームワーク」

などと呼ばれているJSの周辺技術の理解が必須です。こういった事情に合わせて本書

では、今JavaScriptを学ぶなら、この周辺技術は必須だと筆者が考える

「JavaScript」「ECMAScript」「Vue.js」「TypeScript」について解説しています。

人はなぜ税を払うのか 超借金政府の命運 浜矩子 東洋経済新報社 コロナ危機、世界恐慌…どうすれば弱者を救えるのか！？

33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢栄一の

折れない心をつくる33の教え
渋澤健 東洋経済新報社

２０代で何をすべきか。３０代で何を決断すべきか。新１万円札の顔！渋沢栄一の

夢の叶え方を悩みを抱える３０代に向けて解説する現代版『論語と算盤』！

初心者のための詰将棋 高橋道雄 創元社
本書は、「攻めの駒を大事にする」をテーマにしました。駒を捨てて攻めたりせず、実戦

的な感覚で詰ます問題ばかり。詰みの形を勉強するのに最適な詰将棋です。

最新ことわざ・名言名句事典 創元社編集部【編】 創元社

「ことわざ」２５００語と「名言名句」２２００語を１冊に凝縮。総計４７００語の

中からスピーチや挨拶文など多彩な用途に応じてお気に入りの言葉が探せる便利事

典。キーワードや人名で引ける索引を完備。

つなげてつくる工学入門
理工学への扉を開くワーク

ブック
東京電機大学【編】 東京電機大学出版局

たのしくできる　深層学習＆深層強化学習による電子

工作　Chainer編
牧野浩二 西﨑博光 東京電機大学出版局

電子工作と深層学習・深層強化学習が同時に学べる入門書。初めてでも大丈夫。い

ろいろ試しながらマスターしよう。
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文章を彩る 表現技法の辞典 中村明 東京堂出版

ゆたかな表現の文章をつくりたい！　あの人にこの思いを伝えたい！　より面白い文章に

するために、修辞法・レトリック（比喩、擬人法、倒置法など）を活用して、読み手に

好印象を与える文章を書くためのテクニックを解説する。文学作品から選りすぐった実例

をもとに、最適な表現の方法と効果的な文章技法を具体的に紹介していく。

探究型読書 編集工学研究所 クロスメディア・パブリッシング

短時間で思考を深める、全く新しい読書術。「探究」は今ホットなテーマとなっている。と

くに教育では「探究」が問われ、現場の教師たちにとって非常に悩ましい問題になってい

る。本書では、そんな「探究」を「読書」という古典的な型を使って行うという、非常に大

胆かつユニークな方法だ。しかも、従来の読書の概念を覆す、「本を読まない」という方

法をとる。「本を読まない」といっても、「熟読しない」「通読しない」という意味で、「一部

の本文は読む」というものだ。はたして、これが読

1週間でC言語の基礎が学べる本 亀田健司 インプレス

プログラミング初体験のあなたでも、1週間でC言語がちょっとだけ使えるようになれる!C

言語でプログラミングを始めてみたいのだけど、どんな本を読んで勉強しても分からない…

理解できない…。そんな方にオススメの1冊!本書を読み進めながら、一緒にサンプルプ

ログラミングを入力してみることで、プログラミングの基礎&amp;C言語の基礎が分かる

ようになり、ちょっとだけC言語でプログラムが書けるようになります。途中で読むことを挫

折しないよう、ゆるいペースでナビゲートしま

キクタン韓国語　上級編
聞いて覚える韓国語単語

帳
金京子 神農朋子 アルク

チャンツに乗せて単語をスイスイ覚えられると大好評の「キクタン韓国語」シリーズ。入門

編、初級編、初中級編、中級編に続き【上級編】が登場！ハングル能力検定協会が

公表している『「ハングル」検定公式ガイド　新装版合格トウミ【上級編】』の語彙リスト

と過去6年分（12回分）の2級の過去問を徹底的に分析し、頻出単語・表現をピッ

クアップ。今までなかった「上級レベル」の単語集です。

指名が途切れない通訳ガイドの英語で日本紹介アイ

デアブック
島崎秀定 アルク

本書は通訳ガイド志望者・初心者の方に向け、日本の魅力を海外からのお客様に伝

えるガイドトーク具体例を100集めた本です。リピーター続出の人気通訳ガイドが、今す

ぐ使える日本の見どころ案内の「鉄板ネタ」を伝授。例えば…「日本の宗教・神道で生

まれ、キリスト教で結婚し、仏教で死ぬ」「カプセルホテル・棺桶に入った気分を味わえる

宿」など。ダウンロード英語音声つきで耳からインプットも可能。

キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE500 一杉武史【編著】 アルク

TOEIC(R) L&amp;Rテストは、初受験者から満点の990点を取る超上級者まで、

同じ内容の試験を受けることが、大きな特徴です。そのため初受験であっても、

itinerary（旅行計画）、warranty（保証）といった、「難しい」語を含む問題に取

り組まなければなりません。本書では、初受験でも語彙でつまずかないよう語彙レベルに

関係なく、試験に「毎回のように登場する」448語を厳選しました。

キクタンドイツ語会話　入門編 櫻井麻美【著】
バイヤー＝田口ディアナ【編

集協力】
アルク

ドイツ語が初めての方でも、勉強を始めたばかりの方でも、実際の場面で少しでもドイツ

語でやり取りできるようにと作った会話集です。文法の学習進度に沿って例文が登場す

る教科書とは違い、旅先や出張先でよくある場面ごとにフレーズをまとめました。ドイツ語

を使ってみたい場面のページを開いて、音声を聴き、真似して繰り返し声に出して練習

してみましょう。

おもしろ医学論文イッキ読み デマ情報にもう負けない！ 青島周一 ライフサイエンス出版 風邪予防の手洗い どれが効果的？

オンライン・セミナーのうまいやりかた 高橋龍征 クロスメディア・パブリッシング

昨今のコロナ禍により、ありとあらゆる場面において対面での接触が避けられている。従

来の対人オフライン型のもの(会議やセミナー)がオンライン化している。今回は、多くのセ

ミナーの主催実績経験を持つ著者を迎え入れ、オンんラインセミナーのあり方を新たな

チャンスとして読者に示す。そして、今後のオンラインセミナー のあり方や主催の極意を

解説。

入社１年目から差がつく　ロジカル・シンキング練習帳 グロービス【著】 岡重文【執筆】 東洋経済新報社
“考えが自然にまとまる”“「伝わらない」がなくなる”“苦手な数字にも強くなる”―ＭＢＡ

で一番初めに叩き込まれるビジネス教養。すぐに使えて一生役立つ２０の技術。

安心すこやか妊娠・出産ガイド　改訂4版
妊娠・出産のすべてがこの

１冊でわかる
関沢明彦【監修】

昭和大学病院総合周産期

母子医療センター【編】
メディカ出版 【妊娠中の検査や病気、異常を最新知識で解説】

基礎がよくわかる！ ゼロからのRPA UiPath 超実践テ

クニック
吉田将明 オーム社

業務効率化の武器となるRPAツール、UiPathを動かして学び、基礎から応用まで身に

つける！

やさしくわかる シーケンス制御 南裕樹 石川一平【著】 オーム社 これ1冊で、シーケンス制御の基礎が身に付く。

テレワーク必携 Microsoft Teams全事典
Microsoft 365&無料版

対応
インサイトイメージ できるシリーズ編集部 インプレス

テレワーク時代の新定番ツール「Microsoft Teams」を今日から使いこなせる！

「Microsoft Teams」は、ビデオ会議やチャット、ファイル共有などの機能が搭載され

た、コミュニケーションツールです。ビジネスにおけるチーム間でのやりとりに有用なこのツー

ルは、テレワークの増加に伴い急速に利用が広がっています。本書では、このTeamsの

操作方法や活用法を、117ワザ解説しています。実際に操作している画面イ

経済学を知らずに医療ができるか!?
医療従事者のための医療

経済学入門
康永秀生 金芳堂

医療費・介護費を含む社会保障負担が増加し，国家財政を圧迫している．このまま

では，医療システムの持続可能性すら危ぶまれている．医療従事者が，医療の現場

において，医療の資源配分について考えるべきである．本書は経済学の素養がない

医療従事者にもわかりやすい言葉で，経済学の基礎と，その応用である医療経済学

のエッセンスを解説した．

これからの男の子たちへ
「男らしさ」から自由になるた

めのレッスン
太田啓子 大月書店

「男らしさ」の呪縛は何歳から始まる？ わが子をセクハラ加害者にしないためには？ 性

差別に怒りを燃やしつつ男子2人を育てる弁護士ママが悩みながら考えた、ジェンダー平

等時代の子育て論。【対談】小島慶子（タレント・エッセイスト）、清田隆之（桃山商

事代表）、星野俊樹（小学校教師）

ひきこもりのライフストーリー 保坂渉 彩流社

家族や社会との関係を断ち、一人部屋にこもっているというイメージを持たれているひき

こもりの当事者だが、彼ら自身の声に耳を傾けることで、そこに至るまでの理由も現象も

ステレオタイプでは捉えられないほど多様化していることを浮き彫りにするルポ。

楽しく作る、美味しく食べる
有機栽培の家庭菜園・ベラ

ンダ菜園入門
吉田恭一【監修】 加藤俊二【著】 彩流社 高木美保さん推薦！

成功するＤＸ、失敗するＤＸ

形だけのデジタル・トランス

フォーメーションで滅びる会

社、超進化する会社

兼安暁 彩流社 コロナ禍で、個人は、企業は、いま何をすべきか。

寝ても醒めてもタカラヅカ！！ 牧彩子 平凡社

■この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた

端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用

などの機能が使用できません。観ずに読んでも面白い！　観てから読めばもっと面白

い！　宝塚在住のイラストレーターが贈る、初心者もヅカオタももっと宝塚歌劇を楽しめ

る、ツボ満載のコミックエッセイ。

山小屋ガールの癒されない日々 吉玉サキ 平凡社

ウェブメディア「ｃａｋｅｓ」の人気連載が書籍化！　山小屋にお風呂はある？　腹が

立つお客さんはいる？　スタッフの人間関係は？　北アルプスで10年働いた著者が隅か

ら隅まで描く山小屋生活。

日本貨物鉄道地図鑑 日本を運ぶ美しき車両たち 木村雄一【著】 地理情報開発【編】 平凡社

■この商品は固定レイアウトで作成されており、タブレットなど大きいディスプレイを備えた

端末で読むことに適しています。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用

などの機能が使用できません。日本中を走る姿が健気な編成写真集、凜々しい機関

車名鑑、完全網羅の貨物路線図、未知の貨物線旅行……。最旬の鉄道貨物をヴィ

ジュアルに味わい尽くす。鉄道貨物協会全面協力。

地図とデータでみる都道府県と市町村の成り立ち 齊藤忠光 平凡社

古代から近世にわたって続いた地方の国郡と町村が、明治時代の廃藩置県と市制町

村制によって、どのように現在の都道府県と市町村へと変わっていったかを読み解いてい

く。

SDGs思考
2030年のその先へ 17の目

標を超えて目指す世界
田瀬和夫 SDGパートナーズ インプレス

地球の課題が経営を強くする本書は、経営にSDGsを組み込もうと考えている、すべて

のビジネスパーソンに役立つ考え方やヒントを盛り込んだ戦略書です。気候変動やパン

デミックなど、地球の課題に対する認識が改めて問われている今、本書ではおもに3つの

観点から、ビジネスにSDGsを実装するためのヒントを提示します。1.SDGsに通底する

世界観の理解「アジェンダ2030」に込められたメッセージを、4つのキーワードから読み解

きます。17の目標を見ているだけ

とことんわかる　血糖値 2020年秋季増刊

血糖コントロールの改善・安

定化のコツとポイントにつな

がる19症例

福井道明【監修】 水野美華【編】 メディカ出版 【糖尿病患者の血糖変動を学んでケアに活かす】

高次脳機能障害ビジュアル大事典 2020年秋季増刊ナース・PT・OT・ST必携 大沢愛子【監修】 メディカ出版 【疾患・障害解説、支援の方法がこれ1冊に！】
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Marketing Python マーケティング・パイソン
AI時代マーケターの独習プ

ログラミング入門
高田朋貴 戸澗幸大 インプレス

■Pythonだけでなく「データ分析の基礎」も学べる！&gt;いま「プログラミングを身につ

けたい」というビジネスパーソンが急激に増えています。各種調査によると「キャリアアップに

つながる」「収入が増える」などが理由に挙げられていますが、ビジネスパーソンがプログラ

ミングを身につければ「仕事の幅や質、スピードの大幅な向上」も実現できます。ただし、

ビジネスパーソンにとって、プログラミングは「道具」であって「目的」ではありません。マーケ

ターなどのビジネスパーソンがプログ

改訂版　すぐ役立つ　司会進行・あいさつのコツ すぴーち工房 法研

①あらゆるジャンルの司会進行を紹介します：結婚式の披露宴の司会はもちろん、各

種の祝い事、地域行事、学校行事、ビジネス行事、葬儀法要など、司会者が登場す

るシーンを広く紹介し、それぞれの勘所を押さえます。②流れをひと目でつかむタイムテー

ブルで展開します：式や会合の一般的な進め方が、スタートから順を追って所要時間

とともにわかります。③全体のトーン、スピーチののりがすぐにわかります：司会で最も大

切なことは、場の雰囲気にあった進行をすることです。この全体のトーンがひと目でわかる

ように、タイトルまわりに「明るく」「て

スキルアップ年金相談 第2集
相談員必携！一問一答・

事例でわかる
年金マスター研究会【編著】 法研

弊社刊の業界専門誌「週刊社会保障」での人気連載「スキルアップ年金相談」の

2015年4月～2018年8月分までを書籍化。多くの反響が寄せられている人気シリー

ズの書籍版「第2集」です。2015年8月既刊の第1集に続き、今回も各所で年金相

談業務にあたっている相談員向けに、特に注意を要する「難しいケース」を数多く取り上

げ、一問一答形式にて必要知識をコンパクトにまとめています。相談業務にたずさわる

「専門家としての心構え」にも言及し、前作同様、相談業務に「必携の書」として待望

の刊行です。複数の制度が複雑に絡み合い、相

PyTorchによる物体検出 新納浩幸 オーム社 PyTorchで物体検出アルゴリズムを実装しよう！

マンガでわかるナースの統計学　第2版
データの見方から説得力あ

る発表資料の作成まで
田久浩志 小島隆矢【著】 オーム社 統計学の基礎知識と効果的な研究資料作成のコツをマンガでわかりやすく解説！

ディープラーニング構築テンプレート
AIプロジェクトの必須事項と

技術的指針
Adam Gibson【著】 新郷美紀【著・訳】 インプレス

ディープラーニングは、近年のAIテクノロジーの中心的な存在です。企業でもこの技術を

活用しようとする動きが増えてきていますが、ディープラーニングのシステム化に成功する

には、そのための十分な知識が必要です。本書では、ディープラーニングフレームワークの

開発者であり、さまざまなAIプロジェクトでの経験を有するアダム・ギブソン氏が、ディープ

ラーニングなどAIを活用したシステム化のキーポイントを説明します。また、ディープラーニ

ングの使いこなしに役立つ本質的な技術的知識も解説。今まさに現場でAI技術の実

装を行っている方

世界一やさしい エクセル ワード 2019/Microsoft

365対応
トップスタジオ インプレス

仕事でも、学校でも、家庭でも使えるアプリのエクセルとワードが本誌１冊で学べる！

エクセルは勤務表と集計表。ワードはお知らせとPOP。練習用ファイルの無料ダウンロー

ドも付いてて、実践練習もできる！ 時間がある時、勉強したかったと思っていた方にピッ

タリ。大きな文字と画面で初心者にやさしくわかりやすい内容になっています。

コロナ時代を生き抜くための　感染しない暮らしのススメ 距離とマスクと手洗いと 矢野邦夫 リーダムハウス

新型コロナウイルス感染症によって私たちの生活は一変しました。感染拡大を防ぐため

に「自粛」の名のもと，人々は社会・経済活動を止めて接触することを制限されてきま

した。そして今，社会は動き始めています。そんな今だからこそ読んでおきたい「感染しな

い暮らし方」を感染対策の第一人者が，コロナ対策三種の神器（距離・マスク・手洗

い）を基本に平易な文章と豊富なイラストでわかりやすく解説しています。コロナ，イン

フルエンザ，さらには将来の未知の病原体にも対応できる感染しない暮らしの指針がこ

の１冊に！

Dr.岡の感染症ディスカバリーレクチャー　新型コロナウイ

ルス COVID-19特講
岡秀昭【編著】 中外医学社

新型コロナウイルスを巡っては，虚偽・真偽不明の物も含め様々な情報が飛び交って

いる．この「インフォデミック」による混乱を正すべく，エキスパートがおくるCOVID-19特

別講義．疫学・病態に関する知見から，診断・治療・マネジメントの正しいノウハウま

で，実臨床に役立つ情報が満載．「症例編」では専門医が実際の症例にいかに対

応するのかが身をもって体験できる． COVID-19対策の羅針盤！（CareNeTV番

組を元にした書下ろし．）

世界一やさしい！　尿路結石の本
Evan R. Goldfischer

【著】
柴垣有吾【監修】 中外医学社

腎尿路結石の診療に携わってきた経験豊かな著者が，自ら尿路結石を患った経験を

元に医師と患者の両目線で書いた，尿路結石の攻略本．もともと一般の患者向け

であったため，その解説は明快でわかりやすい．一方で，内容は診療から治療・ケ

ア，予防方法までを網羅．医療者にとっても専門的過ぎず，かつ平易過ぎず，手軽

に必要な知識を得ることができる．絶妙なさじ加減で，医療者と患者どちらにとっても

価値ある1冊である．

日本排尿機能学会標準用語集　第1版
日本排尿機能学会用語委

員会【編】
中外医学社

下部尿路機能およびその障害に関する標準用語集の最新版．International

Continence Society (ICS，国際禁制学会)が出版した標準用語報告書のうちの

主な３編に，International Children’s Continence Society (ICCS，国際

小児禁制学会)の１編を加え，学会を代表するエキスパートたちが，これらに準拠し

て編集した．下部尿路機能障害の診療・研究に携わる本邦の専門家が，学術活動

の場で使用できる共通言語を提供する．

#ズボラPhotoshop
知識いらずの絶品3分デザ

イン
トミナガハルキ インプレス

高機能な画像編集ソフト「Photoshop」。サブスクリプション化し、安価なプランで契約

できるようになったことを背景に、近年はデザイナーだけでなく、幅広い層に利用されてい

ます。しかし、さまざまな機能を備えているため、Photoshopのツールや効果をすべて理

解するのはなかなか難しいもの。さらに、自力で思い通りの作品作れるようになるには、

Photoshopだけでなく、デザインにまつわる体系的な知識も必要です。Photoshopの

面白さや魅力を感じる前に、勉強から離れてしまう……。そんなPho

Premiere Pro よくばり入門 CC対応 金泉太一 インプレス

SNSやYouTubeの広まりにより誰もが気軽に動画をアップして共有できる環境が整って

いる今、動画制作や編集の需要が高まっています。本書は、Premiere Proを使った

動画編集の基本、アニメーションやエフェクトの使い方、クオリティをアップするためのさまざ

まなテクニックなどを豊富な作例を用いて、初心者にもわかりやすく解説しています。動

画編集は初めてだけど、いっぱいやりたい！いいものをつくりたい！そんな気持ちにこたえ

るため、取り組みやすさと満足度を両立させた1冊です。嬉しい

90歳まで働く
超長生き時代の理想の働

き方とは？
田原総一朗 クロスメディア・パブリッシング

人生100年時代、あなたは何歳まで働きますか？86歳のいまも現役のジャーナリストと

して、テレビ、新聞、雑誌、ＳＮＳ等で活躍を続ける田原総一朗氏。その活力は衰え

を知らず、ますます盛んです。「定年」をとっくに過ぎてもなお、仕事を続ける体力、気

力、知力の秘密はいったいどこにあるのか？田原氏の仕事人生を通じて、人生100年

という「超長生き時代」の働き方の手掛かりを探ります。（以下、本書より抜粋）好奇

心、教養、人脈、そして目標――。これらは、現役サラリーマンにとっても大事な資産で

す。と同時に、定年を迎えて会社を辞め

テレワーク入門
在宅勤務の基本が身に付く

本
法林岳之 清水理史 インプレス

本書はベストセラーとなったテレワークの入門書『できるテレワーク入門 在宅勤務の基本

が身に付く本』をポケットサイズに再編集した書籍です。解説の詳しさはそのままに、持ち

運びに便利なB6正寸の判型に小型化しました！　テレワークのメリットやリスク、通信回

線やグループウェアなどの環境の準備や、クラウドストレージやチャット、ビデオ会議などの

ツールの実践方法など、テレワークに必要な知識をひとつずつ分かりやすく解説している

ので、これまでテレワークになじみがなかった人でも、すぐに新しいワークスタイルを実践で

きます。

プログラミングなしではじめる人工知能 天野直紀 オーム社 プログラミングなしで人工知能をはじめよう！

並列コンピュータ 非定量的アプローチ 天野英晴 オーム社 スマホ からスーパーコンピュータまで ― 現代のコンピュータ の全体像がわかる！

例題と演習で学ぶ 基礎電気回路 服藤憲司 森北出版
弱電を中心に、「これだけは知っておきたい」電気回路の基礎事項をコンパクトにまとめ

たテキストです。

めまいは寝てては治らない　第6版
実践！めまい・ふらつきを治

す23のリハビリ
新井基洋 中外医学社

「めまい，ふらつきはリハビリで治せる！」と大好評の書．初版から10年を経たロングセ

ラーの最新版．カラーイラストで「めまいリハ」に取り組みましょう！　今回もリハビリメ

ニューを見直して全面リニューアル．アメリカでのリハビリ分類，漢方治療などについて最

新情報を織り込みました．めまいリハ第一人者Dr.新井がそのノウハウを凝縮．めまい

に悩む，すべての皆さんのために．さあご一緒に「めまい，ふらつきは寝てては治らな

い！」

儲かるSDGs
危機を乗り越えるための経

営戦略
三科公孝 クロスメディア・パブリッシング

本書は、「ヒト・モノ・カネがない」「人が来ない」などさまざまな困難を抱える小さな会社

や組織が、「SDGs」を活用して売上を上げ、人を集める方法を解説する一冊です。▼

国が旗を振り、2030年まで続く「追い風」に乗る国連が主導して進めているSDGs

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）。2030年まで

に、日本も含めた世界で達成を目指している17の国際目標です。最近はニュースや各

メディアでも、企業や自治体の
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DXの基礎知識
具体的なデジタル変革事例

と方法論
山本修一郎 近代科学社Digital

本書の主題は、DXを理解して、ビジネス変革を先導できるデジタル企業をどのように実

現するかということです。経済産業省の委員会がまとめた「DX(Digital

Transformation)レポート」と「DX推進指標」はあくまで一般論にとどまっているため、

それらのガイドラインと現場を繋ぎ、DXを具体化するための方法論が必要とされていま

す。本書では、まずDXの背景と基本的な用語、ガイドラインの要点を解説し、続いて

DXの課題や国内外の具体的な事例を多数紹介します。さらに、実際にDXを進める

際に有効ないくつ

できる　Accessクエリ＆レポート　データの抽出・集計・

加工に役立つ本

2019/2016/2013＆

Microsoft 365対応
国本温子 きたみあきこ インプレス

Accessに蓄積された膨大なデータベースを自由自在に抽出する、それがAccessクエリ

です。本書はクエリの基本的な使い方から関数を使った効率的な抽出方法、Excelと

の連携などビジネスに役立つテクニックを満載。さらに抽出したデータを住所録や請求書

など用途にあわせて成形するレポートについても詳しく解説。この1冊でAccessデータの

抽出から書類化まで一通り身に付きます。また、軽減税率の導入に伴う請求書の記

載事項の変化にも対応。適格請求書等保存方式に対応した請求書の作り方が分か

ります。第1章

成果・イノベーションを創出する　ダイバーシティ・マネジメ

ント大全
西村直哉 クロスメディア・パブリッシング

///成果・イノベーションを創出するためのマネジメントとは？///　コロナ禍において「テレ

ワーク」が注目され、組織での働き方の抜本的な見直しが余儀なくされ、組織が社員に

求めるものが「成果」へと移行した。こうしたなかでIT業界をはじめとした企業が、いちは

やく「在宅勤務可」を提唱した。これにより、組織のマネジメントは大きく舵をきらざるを得

なくなり、今まで停滞していた「ダイバーシティ・マネジメント」が注目されるようになった。と

はいえ、まだ組織として対応できていない企業が大半

就職四季報　企業研究・インターンシップ版 2022年版 東洋経済新報社【編】 東洋経済新報社 会社情報とインターン内容で出会えるわかる１１００社。

宮沢賢治の童話でまなぶココロの寄り添い方 外里冨佐枝 シービーアール
「自分はコミュニケーションが下手だ・・・」「あんなことを言って良かったんだろうか・・・」「気

の利いたことが言えない・・・」そんな悩みを抱えているあなたへ。

心理師、関係者、当事者のための実践テキスト　発達

障碍のある人と共に育ち合う　「あなた」と「私」の生涯

発達と当事者の視点

大倉得史 勝浦眞仁【編】 金芳堂

公認心理師の中には非心理系が前職の方も多いのが実情です．それではアセスメン

トを身につけるだけとなり，発達障碍を持つ人に対して十分な支援活動ができるとは言

えません．そこで経験豊かな著者らのエピソードを通して，発達障碍と関わるとはどうい

うことか，共に生きる社会とは何かを示し，障碍のある子どもや大人，その家族が生

涯の展望を思い描けるように，さまざまな支援の現場，ライフステージを取り上げていま

す．

Python機械学習プログラミング　第3版
達人データサイエンティストに

よる理論と実践
Sebastian Raschka Vahid Mirjalili【著】 インプレス

本書は、機械学習コンセプト全般をカバーし、理論的背景とPythonコーディングの実

際を解説しています。初歩的な線形回帰から始め、ディープラーニング（CNN／

RNN）、敵対的生成ネットワーク、強化学習などを取り上げ、scikit-learnや

TensorFlowなどPythonライブラリの新版を使ってプログラミング。第3版では13～16

章の内容をほとんど刷新したほか、敵対的生成ネットワークと強化学習の章を新たに追

加。機械学習プログラミングの本格的な理解と実践に向けて大きく飛躍できる一冊で

す。◎本書は『Pyt

Excelで学ぶ管理会計 長坂悦敬 オーム社 管理会計は、「利益を増やすための会計」。そのしくみをExcelでシミュレーションしよう!!

オブジェクト指向の考え方　5th Edition Matt Weisfeld【著】 神林靖【訳】 インプレス

オブジェクト指向は、現代のソフトウェア開発には欠かすことのできない技術要素となって

います。オブジェクト指向分析、オブジェクト指向プログラミング、オブジェクト指向データな

ど、オブジェクト指向を元にした技術にはさまざまなものがあります。しかし、それらはすべ

て基本的な要素や概念を共有しており、ひとつの基礎から成り立っています。オブジェク

ト指向に通底する考え方を理解しておくことは、それぞれの技術の使いこなしには欠かす

ことができません。本書では、プログラミングを軸に、オブジェクト指向のさまざまな概念を

学んで

英語原典で読む現代経済学 根井雅弘 白水社
Ｅ・Ｈ・カー、ハイエクからフリードマン、ガルブレイスまで、英語原典に直に触れながら経

済学を学ぶ、人気講義の第二弾！

認知症診療のために知っておきたい法制度・法律問題 川畑信也 中外医学社

認知症患者の暴力行為に対する法的な対応，認知症患者は遺言状を作成できる

のか，病名告知の問題など，臨床の現場で直面する法律問題は多岐にわたる．本

書では，長年認知症診療に関わってきた著者が，認知症診療に携わるなかで経験

する可能性のある法制度・法律問題について丁寧に解説する．

EZRでやさしく学ぶ統計学　改訂3版 神田善伸 中外医学社

オープンソース統計解析ソフトの雄Rをベースに開発され，いまや無料臨床統計ソフト

の定番として世界中の大学・医療機関で採用されているEZR．その生みの親である著

者自らが書き下ろした本書は，初版刊行以来，臨床統計学実践のための唯一無二

の入門書として読者の支持を集め続け，不動のロングセラーとなりました．第2版刊行

以降のEZRのバージョンアップ等を踏まえ，約５年ぶりに全面改訂を施した， EZR公

式マニュアルの最新版！

完全攻略！ 英検(R)1級二次試験対策 長尾和夫 アルファ・プラス・カフェ アルク

「英検」１級二次試験対策の決定版。本書が目指すのは、二次試験までの２週間

で、何とか合格するレベルに達すること。トピックは１日１つ、計14トピックのみ。短文音

読で論点を押さえ、会話のリスニングとクイズを通じて咀嚼し、自分の意見としてスピーチ

草案に落とし込むという段階的トレーニングにより、「時事問題を自分のことばで語る」こ

とに慣れることができます。

起きてから寝るまで韓国語表現1000 山崎玲美奈 金恩愛【執筆・解説】 アルク

200万人が実践した「起き寝る」メソッド、待望の改訂版が登場！ 2012年刊行の

『起きてから寝るまで韓国語表現700』がさらにパワーアップし、「イマドキ」で「さらに使え

るフレーズ」へと一新。自然な韓国語を何度も聞いてつぶやくことで、会話力アップを目

指しましょう。

医師免許取得後の　自分を輝かせる働き方（キャリ

ア）

15のキャリアストーリーからみ

える、しなやかな医師人生

のヒント

園田唯【編】 羊土社

「医師＝臨床一筋なんでしょ？」「結婚・出産はどうしよう」…働き方は自由な発想で

選び取れる！先輩医師のキャリアを知り，臨床・研究・教育・第4の道という選択肢を

深堀りすれば，めざしたい道がみえてくる！

基礎講座　建築環境工学 朴賛弼 伏見建 学芸出版社

空気・熱・光・音のほか建築・都市環境について、身近な自然現象から建築計画への

応用まで、環境工学の基本を学ぶ。カラー・２色刷の図・写真、コラムを多数掲載し、

必要な数値や情報は表やグラフにまとめた、わかりやすく読みやすい入門教科書。建築

士試験のキーワードを網羅、章末の練習問題で習得度もチェックできる。

図説　わかる土木構造力学 玉田和也【編著】 三好崇夫 学芸出版社

実社会にも役立つ技術習得の第一歩として、親しみやすいイラストとともに納得しなが

ら土木構造力学を学べる入門書。図解や要点コメント、写真を豊富に収録。計算手

順を丁寧に解説する基本問題、柔軟な応用力の基礎固めとなる練習問題、各種試

験への対応を想定した多様な応用問題と、習熟度にあわせて着実にステップアップ。

徹底攻略 基本情報技術者教科書 令和3年度 大滝みや子【監修】 月江伸弘【著】 インプレス

最新シラバスに対応！「解説→例題」で知識の定着を図るすいモールステップ方式なら

合格の必要な力が効率的に身に付く！本書は、ベテラン講師による詳細でていねいな

解説と、頻出ポイントがわかりやすい構成で、一からの学習にも試験直前の学習にも使

える基本情報技術者試験対策の定番書です。本文には「例題」を豊富に収録。章末

の「演習問題」と合わせて、知識の定着を確認しながら学習を進める「スモールステップ

方式」を採用しているので、効率的に学習を進められます。巻頭に

栄養しっかり＆ちゃんとやせる　時短かんたんダイエット 牛尾理恵 女子栄養大学出版部

8か月で10kgやせ、今も体重を維持＆体脂肪を半減させた、料理家、牛尾理恵さん

のダイエット料理ノウハウとダイエット成功の秘訣を Q&amp;A と コラム で収録。時短

でカンタンにできる料理ビギナー向けのレシピばかり！調理の手順が一目でわかるアイコ

ンつきです。

できる 仕事がはかどるGoogle Apps Script自動処

理 全部入り。
吉田哲平【監修】 リブロワークス【著】 インプレス

Googleアプリを思い通りに自動化しよう！本書は、「Google Apps Scriptによる

Googleアプリの自動化」を集大成した一冊です。おもに、業務でよく使うスプレッドシー

トの操作を例に、シートやセルの自動処理化、ドライブとの連携といった基本を徹底解

説。最終的には「出退勤記録プログラム」「スケジュール管理プログラム」をWebアプリと

して作成します。また、「全部入り。」の構成を取るため、Gmail、カレンダー、ドキュメン

トなど、その他のGoogleアプリの操作も盛り込

合格しようぜ！宅建士 基本テキスト音声講義付き 2021
宅建ダイナマイト合格スクー

ル
インプレス

宅建業法、法令制限、権利関係の全分野を1冊で効率的に学べる2021年版基本

書の決定版！挫折を抑えるヒミツは、楽しい解説文とラジオ番組のような音声講義にあ

り！本書は、対話形式のわかりやすい解説と豊富な例えで、楽しくスムーズに合格力が

身に付く、宅建試験対策の基本テキストです。音声講義は全編録り下ろしで、ラジオ

番組のような軽快なトークと脱線話によって、試験時に正答を導き出すフックが多数身

につくため、合格に必要な知識を確実に定着させることができます。★お試しPDFと
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マンガでわかる　女性のADHD・ASD　自分らしい生き

方ガイド
福西勇夫 福西朱美 法研

ADHD（注意欠如・多動性障害）やASD（自閉症スペクトラム）などの発達障害

の特性を持ったり、特性を持つが診断はつかないグレーゾーンや診断ボーダーライン上に

あると悩んでいる女性に向けて、発達障害の基礎知識や医療機関での治療法を易し

い説明とマンガで紹介。豊富な事例が、生活コントロールのためのヒントになる。

いちばんやさしいJavaの教本
人気講師が教えるプログラミ

ングの基礎
石井真 カサレアル インプレス

講義+実習のワークショップ形式で、「シンプルなペットアプリ」を作りながら楽しく学べる

「はじめてでも挫折しない」Javaの入門書です。なぜそうするのかを知りたい、仕組みが

知りたい、応用できる基礎を身に付けたい、そんな読者のさまざまな要望に応える新し

い教本です。講義パートの図解をまじえた解説で仕組みについて理解したあと、実習

パートで実際に手を動かしながらプログラムを書いていきます。少しずつ新しいことを学び

ながら進み

お肌の教科書
シンプルケアで健康肌を手に

入れる
橋本加代子 ライフサイエンス出版

雑誌やドラッグストアなどで頻繁に見る敏感肌や乾燥肌という言葉だが、皮膚科の教科

書には敏感肌という言葉はない。多くの人が敏感肌と思っている肌とは、いったいどういう

肌なのか。皮膚に関する基礎知識から、実際のスキンケアについて図を多用しながらわ

かりやすく解説。敏感肌や乾燥肌で悩んでいる人必読の、まさに健康肌を手に入れる

ためのお肌に関する教科書である。

マンガでわかる　拘縮を予防・改善する介護技術 田中義行【著】 梅熊大介【マンガ】 中央法規出版

拘縮がある利用者へのケアに悩む介護職は少なくない。誤った介助を行うと、さらに拘

縮を助長させることも。本書はマンガを用いて、拘縮の基礎知識、予防・改善のための

ポジショニング、生活動作を支える留意点などをわかりやすく解説。安全なケアに必要な

知識と技術を学ぶ。

最高のイラストを作り出す！ 魅力的な「キャラ顔」の描

き方
最高のイラストを作り出す！ サイドランチ インプレス

とにかく『魅力的なキャラクターの顔』を描きたい！顔のパーツや髪型、表情、キャラ付け

までをこの1冊で学べる！！「顔の描き方が全然わからない！」「描いたはいいけど、顔

のバランスがなんだかおかしい…」「自分が描いたキャラの顔を見ても、全然グッとこな

い！」そんな悩みを持つ方々に読んでもらいたい1冊が出来ました！本書では、顔の構

造やパーツごとの描き方など、キャラクターの顔に関係する基本的な知識をまるっと解

説！さらに、バリエーション豊かな

読みながら考える保険　増補改訂第4版 田畑康人 岡村国和【編著】 八千代出版

第３版より２年、この間も自然災害の増加、巨大地震の可能性、人口減少、格差

拡大など政治、経済、社会、自然環境の変化は大きい。保険は知識と情報とアイデア

からなる産業といわれる。保険の限界を考慮しようとも、保険の未来への大きな可能性

を信じる。「難しいことを易しく、易しいことをより深く」初学者としての読者が批判し考え

ることができる保険の入門書というコンセプトはそのままに多様な変化に対応して増補改

訂

よくわかるマスター　令和3-4年度版　基本情報技術

者試験　対策テキスト
富士通エフ・オー・エム FOM出版

本書は、基本情報技術者試験の合格を目的とした試験対策用のテキストです。試験

主催元であるIPA（情報処理推進機構）より2020年5月に改訂されたシラバス

（試験範囲の知識・技能の細目）「Ver.7.1」の内容に対応し、シラバスに沿った目

次構成としており、必要な知識を体系的に学習することができます。

メディカルスタッフのための精神医学 谷岡哲也 友竹正人 中外医学社

医療系学生に必要とされる今日の精神医学の必須知識を凝縮し，平易に解説した

新テキスト．看護師，理学療法士・作業療法士，精神保健福祉士，薬剤師の国

家試験出題基準に基づいて，最新かつ必要な精神医学の知識を習得できるように構

成している．また，最新の「ICD-11」にも準拠した．重要ポイントをおさえ適宜図表

を織り交ぜた解説は，一読すればスッと頭に入っていく．実現場でのより良い医療にも

繋がる，頼れる1冊だ．

Letters　～今を生きる「看護」の話を聞こう～
私もエールをもらった10人の

ストーリー
白石弓夏 メディカ出版 【今悩んでいるあなたが元気になりますように】

欲望の資本主義 4

スティグリッツ×ファーガソン

不確実性への挑戦　コロナ

危機の本質

丸山俊一
NHK「欲望の資本主義」制

作班
東洋経済新報社

コロナ危機、格差拡大、米中の経済戦争、切迫する環境問題など、不確実性が増す

世界で、日本と世界はどこへ向かうのか？未来を展望する歴史学者ファーガソン、闘う

「経済学の知の巨人」スティグリッツの二人が、コロナの前と後で変わらない「問題の本

質」を論じる。

徹底攻略 AWS認定 ソリューションアーキテクト－アソ

シエイト教科書　改訂新版
［SAA-C02］対応 鳥谷部昭寛 宮口光平 インプレス

本書は、2020年に試験改定された「AWS認定 ソリューションアーキテクト ? アソシエイ

ト」の新試験［試験番号：SAA-C02］に対応した対策教科書です。同試験の対

策においては、「AWS Well-Architectedフレームワーク」の理解が非常に重要です。

本書は、このフレームワークにある「運用上の優秀性」「セキュリティ」「信頼性」「パフォー

マンス効率」「コスト最適化」の5つの柱を意識しながらAWSの各サービスやユースケース

について知識を深められるよう構成しています。各解説では、受験する上で重要となる

オペラにいこう！ 楽しむための基礎知識 神木勇介 青弓社

オペラって何?オペラの歴史は?、からチケット入手法、予習の仕方、鑑賞のマナーまでを

ビギナーにわかりやすく解説し、STEP UPコーナーでもっと深い楽しみ方までも提示す

る。

文楽に連れてって！ 田中マリコ 青弓社

人形が所作をして義太夫が物語を語る。人情ものや軍記もの、近松作品の数々…

…。生身の人間よりも生き生きとした人形の魅力から文楽の歴史、作品紹介や太夫の

第一人者への聞き書き、歌舞伎との比較など、初心者が古典芸能に親しむための最

適の入門書。

ミュージカルにいこう！ ささきまり 青弓社

「私も観たいけど……」というビギナーのために基本中の基本から解説する。ミュージカル

とは何か、観たい作品をどう決めればいいのか、チケットの入手方法、劇場でのマナー、

舞台を楽しむポイント、タブー集、トラブル対策、までをガイドする。

マーケティングオートメーション　スペシャリストになるため

の教科書
福島信 鶴田純也 マイナビ出版 マーケティングオートメーション（MA）の導入から運用までを学ぶ人に向けた解説書。

シゴトがはかどる Python自動処理の教科書 クジラ飛行机 マイナビ出版 「これ、毎日同じ作業をしているけど、自動化できないかな？」

皮膚科専門医が教える　メンズスキンケア パーフェクト

ガイド
小林智子 法研

メンズ美容の市場は右肩上がりに成長しており、男性用化粧品のコーナーも当たり前

のように見られるようになりました。しかし、スキンケアについて学ぶ機会がなく、自己流で

行っている男性は少なくありません。これからメンズスキンケアがますます一般的になって

いく中で、誤った情報に惑わされずに、正しい知識を持つことは重要です。本書では、男

性が直面するスキンケアの悩みを皮膚科専門医が医学的な見地をベースにやさしく丁

寧に解説。男性が正しくスキンケアを行うために、バイブルとなる１冊です。

発達障害チェックノート
自分が発達障害かもしれな

いと思っている人へ
福西勇夫 法研

注意がそれやすい、依頼や指示を忘れる、片付けができない、場の空気を読めない、

好きなことには没頭できる…などなど。代表的な発達障害である注意欠如多動性障

害（ADHD）と自閉症スペクトラム障害（ASD）に関して、よく見られる特性をもって

いた場合、その特性は治療が必要なのか、どの程度の「不適応」を起こしているのか、ま

たは特性として活かすべきなのか…。本書はあなたに合った対応方法を見つけるために

数多くのケースを取り上げ、その意味について解説していきます。発達障害のさまざまな

特性への対応を助けるガイドブックです。

ロジカルに伝わる 英語プレゼンテーション
音声DL＋スライドテンプレー

トDL付
江藤友佳 クロスメディア・ランゲージ

英語のプレゼンテーションは、話の構成力×英語力×プレゼンスキルで完成する。外国

人向けの英語プレゼンで意識すべきノウハウを、プレゼンテーション講師の著者がまとめた

本。研修で使われるような模擬プレゼンの演習ページもあり、初心者でもプレゼンになじ

みやすい。英語表現だけでなく、プレゼンのノウハウも網羅。ダウンロードして使える英文

プレゼン用テンプレートをご用意。

キクタントラベル台湾華語 渡邉豊沢 アルク

旅行先として日本人にも人気が高い台湾。観光客に親切で、人懐っこい台湾の人々

と、台湾華語で簡単なコミュニケーションがとれると、旅も充実。華語や中国語の学習が

はじめて、あるいは中国語も学んだことがないという方でも学習しやすい内容です。本書

の華語音声は、台湾出身タレントのインリンさんと、台湾の人気司会者ケン・ウーさん。

聞きやすく優しい声の華語で、楽しくフレーズをマネて練習することができます。

TOEIC(R) L＆Rテスト 基本例文990選
基本例文990選製作委員

会【著】
ヒロ前田【監修】 アルク

定番の語句・構文・話の展開のまる覚え！“秒”で正解できるTOEIC脳をつくる「出る

出る」例文集！「常に出る」英文パターンの暗記で、英文処理スピードが上がります。

例文は、常に最新の出題傾向を分析している現役のTOEIC講師陣が執筆。音声

は、2種類（英語→日本語訳音声と、英語→ポーズ音声）を用意。楽しく対策でき

ます。※当タイトルは、下記のページから音声データをダウンロードできます。アルク ダウン

ロードセンターhttps://www.alc.co.jp/dl/※本書は2013年刊

新型コロナウイルス対策Q&A68
あなたの「知りたかった！」に

答えます！
矢野邦夫【編著】 メディカ出版 【COVID-19の感染対策がすべてわかる】
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Dr.岡の感染症ディスカバリーレクチャー　新型コロナウイ

ルス COVID-19特講
2021 岡秀昭【編著】 中外医学社

2021年を迎えても収束の気配を見せないCOVID-19．最前線で闘う医療者に，

新型コロナウイルスを正しく理解しようとする一般の方に，Dr.岡が再び最新情報を贈り

ます．ウイルス変異，重症化因子，PCR・抗原検査、治療薬・ワクチンなどの最新知

見を踏まえ、全面的に書き改めるとともに，「症例編」には自験例を前提としたリアルな

症例検討を収録．

おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤敦規 クロスメディア・パブリッシング

このまま会社にしがみつくのか、それとも思い切って独立や転職するのか、でもいったいど

うすればいいのか、そもそも定年までしがみつける保証があるのか・・・。コロナによる不景

気もあり現代の中年社員は岐路に立たされている。そんなおじさんに本書が提案するの

が、「地味な資格」をとることだ。地味な資格とはつまり、「法人に必要とされる資格」の

こと。BtoCの資格（弁護士や医師など）とは違って知名度は低いが、だからこそ競争

率が低く、安定して契約を持続できる。実際にダメサラリーマンから5

内臓疲労回復 医師が教える 松尾伊津香【著】 中田航太郎【監修】 クロスメディア・パブリッシング

疲れが取れない／ストレスが溜まっている／胃腸の調子がよくない／飲んだ翌日は仕

事効率が下がる／集中力が持たない…そんなあなたへ。不調を自覚しやすいが、目に

は見えず、筋肉のように鍛えることもできない「内臓」。本書では「脳」「胃・腸」「肝臓」

の３エリアから、不調の原因と回復方法をそれぞれの専門医に取材しました。医学的に

正しい知識をもとに、忙しい現代人でも日常で実践できるコンディショニング方法をご提

案します。体の内側から整えることで、”頭も心も体も軽やかな自分”に生まれ変わって

みま

はじめて学ぶ文献レビュー 若村智子 西村舞琴 総合医学社

本書は教員と文献レビューを書こうとしている学生との対話で進められています。「何の

ために文献レビューをするの？」という疑問から文献レビューの書き方のコツまで 、文献レ

ビューのキホンから学べます。

開始3秒で差がつくWeb会議のコツ
簡単なのに結果が驚くほど

変わる！
三枝孝臣 東洋経済新報社

“丁寧な言葉遣いなのに、相手に嫌な顔をされる”“自分の顔が大きく映るので映像を

消したくなる”“初めて会う人との距離をつかみづらい”ｅｔｃ…。Ｗｅｂ会議の悩みを

ぜんぶ解決！誰からも１００％好かれる「映り方」「話し方」「動き方」を映像のプロに

聞きました！

腸がすべて
フランク・ラポルト＝アダムス

キー【著】
森敦子【訳】 東洋経済新報社

食べ物の「組み合わせ」を変えるだけ！「つらい食事制限」も「キツい運動」も不要！

「体と心の健康」は腸で決まる！世界中で話題！アダムスキー式「最高の腸活」メソッド

ついに日本初上陸！

12色の色鉛筆で描く　ちいさなイラスト手習い帖 動画付き Atelier RiLi インプレス

絵本作家 Atelier RiLiさんの小さく可愛い絵本のようなイラストがたった12色の色鉛

筆で描けるレッスンブックです特別な画材は必要ありません。12色の色鉛筆と小さなス

ケッチブックで今すぐ始められます。下絵の描き方、イラストの描き方を丁寧に解説し、さ

らに描く様子を動画でも紹介しているので、誰でも簡単にかならず可愛いイラストが描け

るようになります。小さなモチーフからスタートして、色鉛筆ならではの色の重ね方を徐々

に学んでいきます。本書に登場するレッスン

アドバンストリテラシー
ドキュメント作成の考え方か

ら実践まで
奥田隆史 山崎敦子　ほか 共立出版

本書では、文章が苦手な方を対象に、理系・文系問わず大学生を想定し、どうすれば

文章を明確に論理立てて書けるようになるかということについて、丁寧に紹介することを

目指している。社会に出て活躍している読者にとっても役立つよう工夫している。

山のABC　基本のロープワーク 羽根田治 山と溪谷社 キャンプに！登山に！実用的で野外に役立つロープワーク基本が新書サイズで。

山のABC 地図読みドリル 宮内佐季子 山と溪谷編集部 山と溪谷社 通勤や通学など、すき間時間に身につける地図読みのキホンをヤマケイ新書で。

犬のための 家庭の医学 野澤延行 山と溪谷社 犬の「幸せな長生き」を望む人に贈る。

スプーン1杯からはじめる 猫の手づくり健康食 浴本涼子 山と溪谷社 愛猫のために、からだにやさしい健康食はじめませんか？

スプーン1杯からはじめる 犬の手づくり健康食 浴本涼子 山と溪谷社 愛犬のために、からだにやさしい健康食はじめませんか？

もっと美しき小さな雑草の花図鑑 大作晃一【写真】 多田多恵子【文】 山と溪谷社 身近な雑草の知られざる小さな美の世界。待望の第2弾。

WOODY LIFE 2020 vol.1
巻頭特集　ハンドメイド・ライ

フ最前線
山と溪谷社【編】 山と溪谷社 リアル自給自足から、おもしろ小屋製作まで、暮らし全般なんでも手作り大特集！

改訂版　日本百名山地図帳 山と溪谷社【編】 山と溪谷社 日本百名山の情報を1冊に。

薫るスパイスレシピ 香取薫 山と溪谷社 スパイスカレーの先にある世界へようこそ。

ときめく雲図鑑 菊池真以 山と溪谷社 最近、雲の名前が知りたくなりました。

美しき小さな虫たちの図鑑 原有正 山と溪谷社 すぐそばにいる、でもはじめて見る虫たちの美。

焚き火の本 猪野正哉 山と溪谷社 焚き火のハウツーと知識を徹底的に解説する「焚き火実用書の決定版」。

庭や街で愛でる野鳥の本 大橋弘一 山と溪谷社 わかりやすい野鳥の切り抜き写真と、読んで学べる解説。自宅でゆっくり楽しめる図鑑。

看護師・保健師をめざす人のやさしい統計処理 保健･医療データの活用 豊田修一 星山佳治 実教出版

現在の看護師、保健師においては、医療データの取り扱いが重要な職務となっている。

本書では、そのために必要不可欠な知識を身につけると共に、保健医療統計データの

概要を知ることができる

世界一やさしい海釣り入門

最高においしい魚たちを最

高に楽しく釣るための超入

門書

西野弘章 山と溪谷社
簡単！おいしい！初歩からわかる世界一やさしい海釣りの本。お金をかけずに、おいし

い魚を釣るための超入門書！

美しき小さな雑草の花図鑑 多田多恵子【文】 大作晃一【写真】 山と溪谷社 史上最高に美しい雑草の花図鑑。雑草はこんなにも美しい！

実践！ 登山入門 萩原浩司 山と溪谷社
NHKのテレビ番組「実践！ にっぽん百名山」の解説者を5年にわたってつとめた萩原編

集長が、

育てて楽しむ手のひら園芸
かんたん！きれい！失敗し

らず！
榛原昭矢 山と溪谷社 鉢植えを枯らしたことはありませんか。

ときめくヤマノボリ図鑑 池田菜津美 西田省三 山と溪谷社
近年の登山ブームで、街角でもポスターなどで山の美しい風景や山登りの様子をよく見

かけるようになりました。

運動のつながりから導く姿勢と歩行の理学療法 千葉慎一【編】 文光堂

不良姿勢や歩行異常の原因は様々であり，外見上は同じ姿勢，歩容であってもその

原因は同じとは限らない．本質的な原因を探し出して結果の出る理学療法を行うた

めには，様々な部位（関節）から診た姿勢や歩行を考える必要がある．本書では

「運動のつながり」に着目し，様々な部位・アプローチ方法を通した「姿勢と歩行」の捉

え方や評価，介入プログラムを存分に紹介！さらに著者の臨床実践の様子を動画で

分かりやすく解説！

ワンポイント問題集　解剖学 人体の構造と機能 渡辺晧【編著】 サイオ出版

解剖学の重要項目をピックアップした『図解ワンポイント解剖学』をもとにできた問題

集！解剖学の要点を「穴埋め記述問題」と「○×確認問題」を解きながら、理解を深

めていく。

ワンポイント問題集　病理学
疾病の成り立ちと回復の促

進
岡田英吉 サイオ出版

炎症、腫瘍、循環障害などの病理学総論に力点が置かれた『図解ワンポイント病理

学』をもとにできた問題集！「穴埋め記述問題」と「○×確認問題」を解きながら、理解

を深めていく。本書の理解が、疾患の本質の理解につながる！

くらべてわかる 野鳥 叶内拓哉 山と溪谷社 よく似た鳥が見開きページに並び見比べがカンタン、違いが一目瞭然!

ときめくコケ図鑑 田中美穂【文】 伊沢正名【写真】 山と溪谷社 『苔とあるく』の著者、田中美穂(蟲文庫主催)による待望の第2弾です。

誰でもできる自転車メンテナンス 新版 竹内正昭 山と溪谷社
自転車ユーザーのバイブル『誰でもできる自転車メンテナンス』がオールカラーの新版と

なってパワーアップ！

BONSAI　感じる・造る・飾る　四季のミニ盆栽 山田香織 山と溪谷社 あなたが大好きな自然の風景を盆栽にしてみませんか？

花のことば12ヶ月 川崎景介【監修】 山と溪谷社 一輪の花がもっと愛おしくなる。　花ことばに秘められた歴史と伝説の事典

学生のためのデータリテラシー
データの読み方から分析結

果の伝え方まで
富士通エフ・オー・エム FOM出版

本書は、すべての大学生が初級レベルの数理・データサイエンス・AIを習得するという政

府発表の目標に対応した書籍です。データから情報を読み取ったり視覚化したりする

知識を身に付け、データをどのように読み取るか、分析結果をどのように伝えると効果的

かを丁寧にわかりやすく解説しています。

プロ絵師の技を完全マスター　エフェクト上達術　決定

版

CLIP STUDIO PAINT

PRO/EX対応
パルプライド インプレス

【大人気イラスト技法書　待望のシリーズ第3弾】イラストのクオリティを上げるエフェクト・

仕上げをプロ絵師が徹底解説！ 「エフェクトのかけ方を知りたい！」「どんなツールを使っ

ているの？」「彩色時のRGB値も教えて！」イラストメイキングにこんな不満を感じたこと

はありませんか？本書はこのような不満を解消すべく、イラストのクオリティアップに重要な

「エフェクト」におけるプロ絵師の技術や使用ツールを徹底的に解説します。レイヤー構

成、
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・キャッチフレーズ：「未来に一歩を踏み出すあなたへ」 ・高校生・大学生から社会人の「次の一歩」を支援する資料を提供 ・「学習」「仕事」「ＱＯＬ(生活の質)向上」を主テーマ

書籍タイトル
書籍巻次･年

次
書籍副書籍名 書籍著者名１ 書籍著者名２ 出版社名 要旨

イラストで解説　パワハラ防止法・指針 森井博子 森井梢江 労働新聞社

パワーハラスメントを理解するためには、昨年成立した「労働施策総合推進法」（パワ

ハラ防止法）の改正と、改正法に基づく指針を読み解くことが一番の近道になります。

本書では法律と指針の解説を図・絵などを多用し一目でわかりやすいように工夫しまし

た。

リフォームで一番大切な外壁塗装で失敗しない方法 池田聡 クロスメディア・パブリッシング

///リフォーム「はじめの一歩」。塗り替えひとつで、機能性住宅に変わる！///新築戸

建て時の大半の外壁塗装が5年も保持することができないとしたら……。そんなバカな

話はない！　と反論する方もいらっしゃるかもしれないが、現実問題として新築時の外

壁塗装はあまり良い状態とはいえない。というのも、その塗料に含まれる樹脂は「アクリ

ル」であり、耐用年数は短い。そういう意味で、新築から10年程度経過した時に「塗り

替え」は必須であり、その時に「フッ素」などの耐用年数の長いもの（15年程

徹底攻略 ITパスポート教科書＋模擬問題 令和3年度 間久保恭子 インプレス

☆☆☆ 最新試験範囲【シラバス Ver.5.0】に完全対応! ☆☆☆ITパスポート過去

問題集で実績ナンバー1の著者がていねいに解説!●過去問題集の著者として定評の

間久保 恭子先生による全試験範囲網羅型の教科書●第4次産業革命・

Society5.0・デジタルトランスフォーメーション（DX）・スマートファクトリー・LPWA・

BLE…などなど、最新のIPA公開問題で出題された用語もバッチリ網羅

3ステップでらしく描ける 伝わる絵の見本帖 ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute インプレス

大人気ロジカルデッサンシリーズから、描いて楽しい！見ても楽しい！たくさんのモチーフ

がつまった見本帖がついに登場！「デッサン」と聞くと、しっかりと細部まで描き込まれた写

実画というイメージが湧くかもしれません。しかし本書は、写実的に描くことよりも、形や

特徴をとらえた「伝わる絵」がさらっと描けるようになることを目的としています。さまざまな

モチーフをまずは簡単な図形でとらえ、そこから肉付けや陰影を加えるという手順を3ス

テップで解説しています。絵が苦手、デッサンはハードルが高い

絵とき　電気設備技術基準・解釈早わかり 2021年版
電気設備技術基準研究会

【編】
オーム社 「電技（省令）と電技解釈」の絵とき解説－2021年最新版！！

電験一・二種／技術士　合格に導く分野別最重要

テーマ
オーム社【編】 オーム社 1テーマ見開き2ページ構成なので読みやすい！

塩分1日6g わがまま男をうならせる　うまい！減塩めし
女子栄養大学出版部『栄

養と料理』【編】
本田よう一【料理】 女子栄養大学出版部

減塩料理は「物足りない」という男性も驚くおいしさ!本書は、さまざまな病気で、一日あ

たりの食塩摂取量を6g以下と塩分制限されたかた、特に男性に向けた本です。塩分

を控えた料理は、どちらかというと男性には味もボリュームも物足りなく感じてしまうようで

す。そこで男性でも満足が得られるようにくふうした減塩料理を紹介します。

山で麺！ クイックレシピ80 山ごはん研究会【編】 山と溪谷社 日帰りハイキングのランチや、テント泊での山ごはんに手軽な麺料理を！

吉本プラモデル部活動記 吉本プラモデル部 山と溪谷社 パーツにヤスリをかけるんじゃない。命をかけるんだ

文系女子のための日商簿記入門　第2版 堀川洋 インプレス

簿記習得に必要な要素を凝縮し、一からていねいに解説した令和時代の定番入門

書！CBT試験の解説ほか、分数計算や百分率などを含む算数の知識、「以上」「以

下」など簿記で多用する用語、電卓の使い方などを、豊富なルビと充実のイラストで、

飽きずにしっかり身に付けられる構成になっています。読者限定特典として「本書全文

の電子版」「音声解説」付き！（特典の利用はインプレスの無料読者会員システムへ

の登録が必要になります。提供予定期間は、発売から4年間となります。

日本の作業療法発達史 萌芽期の軌跡を尋ねて 矢谷令子 福田恵美子 シービーアール

本書は，時代に先駆けて，私たちの道である“作業療法” に先達としての役割を陰

日向に，種をまき，育み導き下さった多くの先生方の思いやその最初期の戦闘の

日々をも辿るものです．ご縁あって，リハビリテーションでは更地同様の日本に早々と

作業療法を手探りで始められた先輩，同胞の皆様方にご登場いただき，最後に未来

を担う若き勇士の諸氏にもご登場いただきました．（矢谷令子序文より一部抜粋）

Pythonで学ぶアルゴリズムの教科書
一生モノの知識と技術を身

につける
廣瀬豪 インプレス

エンジニアの基礎体力を身につける本書はPythonを用い、ITエンジニアが身につけてお

くべき王道のアルゴリズムを手を動かしながら学べる入門書です。教育機関で16年教

鞭をとり、公式アプリ2000万DL超の開発実績を持つ廣瀬豪氏が、教育者・プログラ

マーとしての経験を生かし、データ構造とアルゴリズムの学習が「一生モノの財産になる」

という視点で解説します。スタック、キュー、リスト、木、グラフなどデータ構造の基本から、

サーチ、ソート、ハッシュといった王道アルゴリズムを厳

テレワークの働き方を変える Microsoft Teams完全

ガイド
松下典子 飯田成康 インプレス

Microsoft Teamsは、距離が離れた場所にいる人との間で、ビデオ会議やチャット、

情報共有などを行って、スムーズで効率良く共同作業するためのMicrosoft社が提供

するツールです。本書はTeamsの使い方を、インストール方法から活用までの使い方を

解説しています。本書を読むことで、Teams を導入するにあたって気になる疑問がわか

ります。また、Teamsを使いこなして、テレワークの中での作業を効率化できます。新型

コロナ感染拡大の中で、テレワークでのコミュニケーションは必須となりました。特に企業

や教

1日の半量が1皿で！　1/2日分の野菜レシピ 小田真規子 女子栄養大学出版部

1日に食べたい野菜３５０ｇの1/2量を1皿で。おいしくてぺろりと食べられるよう試作

を重ねました。野菜がたっぷり食べられるレシピ集です。切り方や加熱の違いでぺろり、

目新しい味でぺろりのアイデア満載です。

マンガで読み解く　プロカウンセラーの聞く技術
家族を通して知る「聞く」こと

の大切さ
東山紘久【原作】 早川恵子【漫画】 創元社

魔法使いトーザン（原作者）がアプリで登場！聞き上手になるコツが楽しみながらわか

る。

YouTube 基本+活用ワザ　最新決定版 田口和裕 森嶋良子 インプレス

YouTubeの機能全体を解説した、決定版解説書。YouTubeの動画をスマートフォン

やパソコンから便利に視聴するための方法はもちろん、自分でチャンネルを作って動画共

有を行う方法をしっかり解説。ライブ配信のやり方や、「YouTube Studio」で動画の

編集・管理を行う方法もわかります。さらに広告収益の受け取り方や、アナリティクス

（分析）の基本も解説しているので、趣味や仕事にYouTubeを活用できます。巻末

ではトラブルを避けるための法律上の知識や、プライバシーを守るポイントなども解説して

いるので、安心

世界一やさしい タブレット　アンドロイド対応最新版 TEKIKAKU インプレス

大きな画面で便利なAndroidのタブレットをはじめて使う人、購入したばかりの人に、パ

ソコンよりも手軽に利用できる基本操作から便利な使い方まで詳細解説！ Wi-Fiなど

ネットの設定の仕方から、ブラウザ、メール、Googleマップはもちろん、YouTube、テレ

ビ、ラジオ、電子書籍の楽しみ方、LINE、フェイスブック、インスタグラムなど流行りのアプ

リの使い方まで詳しく紹介！ さらに、オンライン会議についての紹介も掲載♪ これ１冊

でタブレットの使い方を堪能しよう。

できるポケット　Access 基本＆活用マスターブック
2019/2016/2013 &

Microsoft 365対応
広野忠敏 できるシリーズ編集部 インプレス

さまざまなシステムやツールが駆使される現代のビジネスにおいて、データの量と種類は

増大を続けており、Excelでは処理しきれない大量のデータを扱える「Access」の必要

性が高まっています。しかし、Accessは多彩な機能をもつ一方で初学者には操作方法

が分かりにくく、使いづらい印象を持たれがちです。そこで本書では「テーブル」「クエリ」

「フォーム」「レポート」など主要な機能を個別の章で詳しく解説。レッスンを一歩一歩読

み進めることで、着実にAccessを習得できます。

できるポケット　Access クエリ＋レポート 基本＆活用

マスターブック

2019/2016/2013 &

Microsoft 365対応
国本温子 きたみあきこ インプレス

データの量と質が重視される現代のビジネスにおいて、Accessで効率的にデータを抽出

する「クエリ」と、そのデータを見やすく加工する「レポート」のニーズが高まっています。本

書は「クエリ」を初めて使う人のために、基本操作から業務に直結する活用方法までくま

なく解説。さらに抽出したデータを整え、見やすい形で共有する「レポート」の操作方法

も詳しく紹介しています。この1冊でAccessを使ったデータ活用の勘所が身に付きます。

できる　ゼロからはじめるJw_cad 8超入門 ObraClub できるシリーズ編集部 インプレス

「CAD」と言えば、専門的なソフトなので「難しそう」「価格が高そう」といったイメージをお

持ちの方が多いではないでしょうか。しかし、本書で解説する「Jw_cad」の存在を知れ

ば、そのイメージは覆ることでしょう。Jw_cadは、AutoCADに次いで二番手のシェアを

持つ、二次元汎用CADです。設計・製図のプロの実務に耐えるほど機能が充実してい

るのに、無料で配布されているため、多くのユーザーの支持を集めています。用途はプロ

の設計業務に止まらず、例えば「総務人事部でオフィスの座席表を作成する」「税理士

事務

出る順で最短合格！ 英検R1級 語彙問題完全制

覇　改訂版
ロゴポート

ジャパンタイムズ出版英語

出版編集部【編】
ジャパンタイムズ出版

出る順で最短合格！ 英検R準1級 語彙問題完全

制覇　改訂版
ロゴポート

ジャパンタイムズ出版英語

出版編集部【編】
ジャパンタイムズ出版

パブリックヘルスの今日・明日

京都大学 大学院医学研

究科 社会健康医学系専

攻【編】

インターメディカ

2000年にわが国で初めての公衆衛生大学院として開設された、京都大学大学院医

学研究科社会健康医学医学系専攻。発足以来、「医学と社会をつなぐ知の拠点」と

して、活発な教育・研究・提言・実践を続け、パブリックヘルスの分野におけるさまざまな

領域の最前線で活躍する人材を育成してきました。本書は、京都大学大学院医学研

究科社会健康医学系専攻の発足から20年を一つの節目として、これまでの歩みと成

果、今後のパブリックヘルスの展望について、各分野、各研究者自らが紹介していま

す。
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書籍タイトル
書籍巻次･年

次
書籍副書籍名 書籍著者名１ 書籍著者名２ 出版社名 要旨

クルジェム韓国語 木内明 国書刊行会
ゼロから韓国語の勉強をスタートする人のために。あいさつやハングルのしくみと発音か

ら、基本的な文法までカバー。この１冊で初級レベルの韓国語をマスターできます。

ドラマチック韓国語　初中級　リスニング＆リーディング 木内明 国書刊行会 １冊まるごと、学習レベルにあわせて書き下ろしたオリジナル・ドラマ！

基礎から学ぶ韓国語講座　入門 木内明 国書刊行会
●必要な学習項目を、全14課に厳選しているので、だれでも気軽に学習を始めること

ができます。

大学生のための文章表現 練習帳　第2版 坂東実子 国書刊行会 「基本の型」を学んで、大学での学びに必要な文章力とスキルを身につけよう！

超入門　第2種冷凍機械責任者試験　精選問題集 柴政則 オーム社 途中で挫折せずに合格ラインを目指せる冷凍試験問題集！

超入門　第3種冷凍機械責任者試験　精選問題集 柴政則 オーム社 途中で挫折せずに合格ラインを目指せる冷凍試験問題集！

内定獲得のメソッド　SPI　解法の極意 マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版
出題分野すべての解法パターンが出題頻度順に学習できるSPI3＆テストセンター対

策の決定版！！

でるとこだけのSPI マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 「就活が忙しくて筆記試験対策のための学習時間がない」

内定獲得のメソッド　エントリーシート　完全 突破塾 岡茂信 マイナビ出版
ＥＳはどう作成すれば良い？　効果的な自己ＰＲの方法は？　内定者のリアルなＥ

Ｓ記述ノウハウを大公開！

内定獲得のメソッド　面接　自己PR　志望動機 才木弓加 マイナビ出版
就職情報サイト『マイナビ』で活躍中の就職アドバイザー・才木弓加氏が、就職採用試

験における面接対策を伝授！

内定獲得のメソッド　面接担当者の質問の意図 才木弓加 マイナビ出版
就職情報サイト『マイナビ』で活躍中の就職アドバイザー・才木弓加氏が、就職採用試

験における面接対策を伝授！

内定獲得のメソッド　自己分析
適職へ導く書き込み式ワー

クシート
岡茂信 マイナビ出版 マイナビ2023オフィシャル就活BOOK「自己分析」のための書込み式ワークシートです。

内定獲得のメソッド　一般常識　即戦力 問題集 マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 マイナビオフィシャル就活BOOK『2023年度版』です。

内定獲得のメソッド　インターンシップ　仕事のホントを

知る！ 見る！ 考える！
岡茂信 才木弓加 マイナビ出版

マイナビ2023のオフィシャル就活BOOKシリーズとして、「インターンシップ」のすべてを紹

介する実用書籍です。
内定獲得のメソッド　Web面接　オンライン面接の必

勝法
才木弓加 マイナビ出版 新たに主流となったWeb面接（オンライン面接）の攻略法を、

要点マスター！　SPI マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版
新卒採用試験で数多くの企業が取り入れている筆記試験『SPI』のコンパクトサイズの

問題集（SPI3完全対応版）です。

要点マスター！　一般常識 マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 新卒採用試験で扱われる『一般常識』の直前対策用問題集です。

要点マスター！　面接＆エントリーシート 才木弓加 マイナビ出版
就職情報サイト『マイナビ』で活躍中の就職アドバイザー・才木弓加先生が、就職採用

試験における面接＆エントリーシート対策を伝授！

要点マスター！　就活マナー 美土路雅子 マイナビ出版 Web面接にも対応！

内定獲得のメソッド　就職活動がまるごと分かる本
いつ？　どこで？　なにをす

る？
岡茂信 マイナビ出版 マイナビオフィシャル就活BOOK『2023年度版』です。

内定獲得のメソッド　業界＆職種研究ガイド マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 就職活動を行なう際に、まず手をつけなければいけない業界研究。

内定獲得のメソッド　就活ノートの作り方 才木弓加 マイナビ出版 就職活動を成功させるために必須のアイテム、それが「就活ノート」です。

スッキリわかるJava入門 実践編　第3版 フレアリンク【監修】 中山清喬【著】 インプレス

大手ネット書店ベストセラー1位『スッキリわかるJava入門』の、正統続編である『実践

編』に「第3版」が登場！最新Java16対応し、近年のJava改訂による新機能

（Record等）の取り込みのほか、GitやMavenといったツール類の活用方法も具体

的・実践的に解説！エントリー書の『スッキリわかるJava入門』と同じく、新人エンジニア

湊君の成長を傍らに、開発中に発生するJavaのいろんな「なぜ？」に、しっかりと答えな

がら解説が進んでいき、付録では「エラー解決・虎の巻」

VMware vSphere7インテグレーションガイド
新世代システム仮想化基

盤の構築
今井悟志 インプレス

●仮想化システムの活用を基礎から解説vSphereは現代のコンピュータシステムで広

く使われている仮想化基盤ソフトウェアです。ハイパーバイザー型のコンピュータの仮想化

を実現し、システムの運用にさまざまな利点や柔軟性をもたらします。本書では、この

vShereの最新バージョンであるvSphere 7を題材に、システムにおける活用を解説し

ます。仮想化の基本から説明し、新規にvSphere 7を導入する場合のほか、既存

vSphereから移行する場合の手順、確認事項、注意点をまとめました。そのほかにも、

システ

マンガ 免疫力が高まる27の生活習慣 ウィズコロナ緊急対策 村上孝【監修】 松本麻希【マンガ】 法研

本書を楽しみながら一読するだけで、免疫力がアップする食べ方、暮らし方が、自然に

身に付きます。幅広い読者層に向けて、そのノウハウを紹介します。コロナ・インフルに対

応するライフハック情報をお届けする本書は、ウィズコロナ・インフルの時代に、一家に一

冊、備えて安心な本です。

ふんわり 見るだけ 整形外科
超図解で面白いほど頭に入

る
岡野邦彦 メディカ出版 【整形外科を愉快にまとめて楽しく学ぼう！】

からだのトリビア教えます Part2
こんなにも面白い医学の世

界
中尾篤典 羊土社

レジデントノート誌の人気連載，単行本化第2弾！「O型の人は蚊に刺されやすいって

本当？」「テレビゲームで手術が上達する？」など，言われてみるとたしかに気になる医

学の「トリビア」を集めました！

生理学・生化学につながる　ていねいな生物学 白戸亮吉 小川由香里 羊土社

医療者を目指すうえで必要な知識を厳選！生理学・生化学・医療に自然につながる

解説で，1冊で生物学の基本から生理学・生化学への入門まで．親しみやすいキャラ

クターとていねいな解説で楽しく学べます．

コストゼロでも効果が出る！ LINE公式アカウント集

客・販促ガイド
松浦法子【監修・著】 深谷歩【著】 翔泳社

ＬＩＮＥ公式アカウントは、国内で８,２００万人のユーザーを持つＬＩＮＥを活用

した公式ＰＲツールです。店舗の方だけでなく、ＥＣサイトや個人のブロガー、アーティ

スト、デザイナーなど、誰でも無料でアカウントを開設できます。Ｗｅｂサイトのように、

商品やサービスの紹介、地図や電話番号の表示、キャンペーンの告知などを記載し、

集客アップにつなげることができます。本書では、ＬＩＮＥ公式アカウントを効果的に使

うためのノウハウを解説しています。ＬＩＮＥ公式アカウントの設定、伝わる配信のコ

ツ、友だちの集め方など、すぐに役立つ方

Pythonで動かして学ぶ！あたらしいIoTの教科書 VOST 翔泳社

本書は技術者向けのＩｏＴセミナーで定評のある株式会社ＶＯＳＴの大人気Ｉｏ

Ｔ講座をもとにした書籍です。学習デバイスには、ＩｏＴの基本を学ぶ際に適している

Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉを利用しています。具体的には、ＩｏＴセンサーを利用

したデータの集め方、データのクラウドへの保存、データの可視化、ＡＩとの連携など、

実際にサンプルを動かしながら学べます。最終章ではセキュリティについても解説していま

す。

暮らしの図鑑 グリーン

楽しむ工夫×いま取り入れ

たい観葉植物64×基礎知

識

境野隆祐 AYANAS 翔泳社 私らしい、モノ、コトの見つけ方のヒントが満載。植物の選び方、飾り方、育て方。

Pythonで学ぶ音声認識 高島遼一 インプレス

「音声認識」とは、音声信号から発話内容を認識することで、AIスピーカなどに利用さ

れている技術です。本書は、現在までの音声認識技術の発展経緯を学びながら、深

層学習を用いた最新の音声認識システムを実装できるようになることを目的としていま

す。まず手法の目的やアルゴリズムの概要を解説し、続いて数式レベルでの詳説、最後

にソースコード付きで実装という流れで解説しています。特に手法の概要については「そ

もそもその手法は何を目的として生み出されたのか」という経緯と、「なぜその手法は前

述の目的を達成できるのか」について直感的

いちばんやさしいGoogleマイビジネス＋ローカルSEOの

教本

人気講師が教える「地図」

で伝えるこれからの集客術
伊藤亜津佐 インプレス

「何か食べたい」「美容室に行きたい」といったとき、まず手元のスマートフォンで検索する

時代。そうしたユーザーのほとんどが利用する検索結果や地図上に、無料でお店の情

報を掲載できるツールがあります。それが本書で解説する「Googleマイビジネス」です。

お店のオーナーや店長のために、初期設定からクチコミへの対処方法、検索結果の上

位に表示されやすくなるコツなどを解説。本書を見ながら始めることで、確実に集客力を

強化できます。◆このような方におすすめです◆・近所の人に自店舗のことをもっと知っ

てほ

徹底攻略 Microsoft Azure Fundamentals教科

書［AZ-900］対応
横山哲也 伊藤将人 インプレス

本書は、Microsoft Azure Fundamentals［AZ-900］の対策教科書です。

2020年11月に更新された最新試験に対応しています。Azureの講師として経験豊

富な著者陣が試験を徹底分析し、合格に直結する知識を解説しています。さらに各解

説では、特に試験で狙われるポイントを「試験対策」欄にまとめているので、重要な箇所

がひと目でわかります。また、単に出題範囲の内容だけを解説するのではなく、初心者に

も理解できるよう「サーバーとは何か」「クラウドとは何か」という基礎から、実際の
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書籍タイトル
書籍巻次･年

次
書籍副書籍名 書籍著者名１ 書籍著者名２ 出版社名 要旨

VOAニュースフラッシュ 2021年度版 アルク出版編集部【編】 アルク

新型コロナウイルスのパンデミックに始まり、「敗北宣言」無き異例の大統領選で幕を閉

じた2020年。激動の一年の重要な出来事をVOA（米国国営放送）発信のニュー

スで振り返ります。手加減なしの「生素材」、本場のニュースでリスニング力を徹底強

化。話題の単語が繰り返し自然に耳に入るから、語彙学習にも最適です。人類史にお

ける「コロナ元年」を英語メディアで振り返ることができる、記録資料としても価値のある

一冊です。

改訂版キクタン中国語【入門編】中検準４級レベル
聞いて覚える中国語単語

帳
氷野善寛 紅粉芳惠 アルク

聞いて覚える中国語単語帳の決定版、『キクタン中国語』がパワーアップされました。改

訂にあたり内容を刷新。入門レベルに必要な語彙が効率的に身に付きます。改訂版で

は内容を一新し、過去数年間の中国語検定試験で使用されている準４級レベルの

語彙やHSK１～２級レベルの語彙、中国語を扱った複数のコーパスを基礎データに、

中国語学習の入門時期に覚えて欲しい単語588語を厳選しました。

改訂版キクタン中国語【初級編】中検４級レベル
聞いて覚える中国語単語

帳
氷野善寛 紅粉芳惠 アルク

聞いて覚える中国語単語帳の決定版、『キクタン中国語』がパワーアップされました。改

訂にあたり内容を刷新。初級レベルに必要な語彙が効率的に身に付きます。 改訂版

では内容を一新し、過去数年間の中国語検定試験で使用されている４級レベルの語

彙やHSK２～４級レベルの語彙、中国語を扱った複数のコーパスを基礎データに、中

国語学習の初級レベルで覚えて欲しい単語588語を厳選しました。

英語の発音は3つだけ改善すれば劇的に向上する バイリンガルの鬼、参上！ リチャード川口 アルク

英語の発音やイントネーションが原因で、自分の伝えたいことを相手に正確に伝えられ

ずに悔しい思いをした経験はありませんか？本書では、日本人が特に苦手としている3

つの音を「３大ニガテ」と称し、徹底的に克服する方法をバイリンガル講師のリチャード

川口さんが解説します。Part 1 日本人が苦手とする発音の正体／ Part 2 「３大ニ

ガテ」克服方法を紹介／ Part 3 おすすめ発音矯正アプリ

英会話に自信が持てる！リアクションのトリセツ

相づちのベストタイミング、

知ってる？神フレーズや暗

記方法も紹介！

英語のそーた アルク

「英会話のリアクションが苦手」「会話がすぐ終わってしまう」。そんなお悩み、「英語の

そーた」さんが解決します。本書を読めば、「英会話のリアクション」はバッチリ！本書で

は、「オンライン英会話OneWay」のコーチで大人気Podcast「台本なし英会話レッス

ン」のパーソナリティーでもある英語のそーたさんが、会話が盛り上がること間違いなしのリ

アクション方法をレクチャーします！

現場から学ぼう！看護師のための多職種連携攻略本 中山祐次郎【監修】 須藤誠【編】 シービーアール

看護師は大変だ。医師の指示を引き出しつつ、PTなどリハビリスタッフにリハビリをお願い

し、薬剤師と内服薬を整理し、STに嚥下を尋ね、管理栄養士と食事形態を相談し、

シリンジポンプの不調でMEに連絡する。医者の「退院調整すすめて」の一言で、患者

家族や家の構造から問題を洗い出し、患者さんとMSWと協同で在宅か転院かを考え

る。そう、看護師とは、まるで多くの楽器パートをまとめながら一つのハーモニーを奏でる、

オーケストラの指揮者なのだ。看護師は、多くの職種のスペシャリティを理解し、引き出し

ながら、全体として協調させ、患

日本語で歌が下手になる！？
意外と知らない、歌と日本

語の関係性
NOBU アルファベータブックス 思いが伝わる、こころに響く、そんな歌を歌いたいあなたへ

SOLIDWORKSによるCAE教室
構造解析／振動解析／伝

熱解析
篠原主勲 コロナ社

一般にCAEソフトは製品の改善や改良などに用います．本書では座学で勉強する理

論（材料力学，機械力学（振動工学），流体力学，熱力学(伝熱工学)からな

る4力）を理解するため，CAEによる解析を実施している点が特徴です．

だれでもどこでも泳げるようになる！水泳大全 鈴木大地 藤本秀樹【編著】 東洋館出版社 鈴木大地（スポーツ庁長官・ソウル五輪金メダリスト）らが送る水泳テキストの決定版

学会発表，プレゼンに自信がもてる　スライド作成テク

ニック100
石木寛人 南山堂

学会発表やプレゼンを聴いているとき，内容が頭に入ってこなかったり，理解が追い付

かなかったりという経験はありませんか？ もしかすると自分が発表をしているときも聴いて

いる人からそのように思われているかもしれません．

ここに目をつける！ 脳波判読ナビ　改訂2版 飛松省三 南山堂

本書は初版が2016年に発刊されて以降，脳波入門書として広く読まれてきました．

今回の改訂では初版の読みやすさと通読のしやすさはそのままに，睡眠とてんかんの新

分類をアップデートし，脳波用語集を大幅に追加しました．難しいと思われがちな脳波

の判読が，できるだけ楽しくなるように出来るだけ平易に書かれています．また，この一

冊で脳波判読から初見レポートの作成までできるようになります．脳波入門書の最初

の１冊として大推薦の１冊です．

“好き”を切り取る Photoliの写真帖
カメラと深める＃私の世界の

写し方
Photoli インプレス

ただ撮るだけじゃなく、「私の世界」を表現できるようになる! 思い描いた瞬間を写すため

の秘訣を解説したミラーレス一眼の初心者向けの実用書です。出てくる撮影アイデア

は、青空、テーブル、公園の花、夕暮れの駅、観光地、など身近なシーンのものばかり。

そんな何気ないシーンでもおしゃれに、世界観たっぷりに切り取る方法を、写真メディア

「Photoli」がわかりやすく解説します。覚えておきたいカメラの基本をはじめ、おしゃれな

写真のアイデアが満載の1冊です。?Contents?CHAP

できる　イラストで学ぶ 入社1年目からのExcel関数 尾崎裕子 できるシリーズ編集部 インプレス

本書はExcel関数をできるだけ簡単に習得したいと考えている方に向けた入門書です。

関数を使う上での基礎となる、しくみや式のルールをかみ砕いて解説。書籍内の関数は

ビジネスでよく使うものに絞り、そのぶん深堀りしてさまざまな使い方を解説しています。ま

た、キャラクターの掛け合いやイラストをふんだんに用いているため、関数習得のポイント

やつまずきがちなミスに気づきながら、初心者の方でも途中で引っかかることなく最後まで

着実に読み進められます。【目次】第1章 関数でEx

1/2日分がとれる！カルシウムおかず
女子栄養大学栄養クリニッ

ク【監修】
女子栄養大学出版部

あなたの&quot;骨貯金&quot;、日々残高を減らしていませんか? 10歳代にピークを

迎えた骨量は更年期には急降下……!本書では、カルシウムと+αの栄養素を効率よく

とるための秘訣を伝授。なにを食べればいいか一目でわかる「カルシウム攻略図」つき。

1/2日分がとれる！鉄レシピ
女子栄養大学栄養クリニッ

ク【監修】
女子栄養大学出版部

疲れやすい、爪が割れやすい、階段で息が切れる…。そんな症状ありませんか?それ、も

しかしたら鉄不足かも。鉄はとりにくい栄養素No.1。鉄をとるにはコツがあるのです。レシ

ピは作りやすくておいしくて、おまけに500kcal以下だから、ダイエット女子にも安心! ス

ポーツ女子、残業ヘトヘト女子、夏バテ女子にもおすすめの1冊です。

6ヵ年全問題収録 浄化槽管理士試験完全解答　改

訂7版
設備と管理編集部【編】 オーム社 過去問制覇が合格への近道！　最新6年間の全問題とその解答・解説を収録！

第一級陸上特殊無線技士国家試験　計算問題突

破塾
第2集

コレなら解ける！無線工学

の計算問題
吉村和昭 東京電機大学出版局

近年の出題傾向に合わせて内容を刷新！出題問題の難化に伴い、4つのステップ

（問題を解くヒント・使う公式・一般的な解き方・簡易な解き方）を用いて分かりやすく

解説。計算過程はできるだけ省略せず、丁寧に展開していくことで、できるだけ「やさし

い」解説を目指した。巻末には公式集および数学の基礎を掲載。

第二級アマチュア無線技士　試験問題集 第2集 吉川忠久 東京電機大学出版局

最新の出題傾向を分析して掲載問題を全面的に見直し。計算過程を詳細に示しつ

つ、間違いやすい問題には、解説に加えて解法のポイントやテクニックを掲載。効率的

に学習できるよう構成。

学生・管理栄養士のための栄養教育論 丸山千寿子 赤松利恵 文光堂

行動科学や社会科学，心理学に裏付けられた栄養教育の実践を，具体的事例を

用いて解説．冒頭で2つの事例を挙げ，「栄養教育」の全体像を把握しつつ，続く章

では，食に関する行動変容を促すための，行動科学やカウンセリングの理論・技法，

栄養教育のマネジメント法を，図表を用い分かりやすく論じる．対象別の栄養管理に

ついても，教育計画の立案から実施および評価までの事例を用い詳説．新ガイドライ

ン，コアカリキュラム準拠．

日本語検定 公式領域別問題集 敬語　改訂版 日本語検定委員会 加藤淳【編】 東京書籍 日本語検定の出題6分野のうち,「敬語」領域に焦点をあてた問題集の改訂版。

日本語検定 公式領域別問題集 文法　改訂版 日本語検定委員会 森本俊之【編】 東京書籍

日本語検定の出題6分野のうち,「文法」領域に焦点をあてた問題集の改訂版。過去

問題からセレクトした問題で,徹底的な反復練習を行い,苦手領域を短期間で集中的

に克服。

日本語検定 公式領域別問題集 漢字・表記　改訂

版
日本語検定委員会 眞野道子【編】 東京書籍

日本語検定の出題6分野のうち,「漢字」と「表記」領域に焦点をあてた問題集。過去

問題からセレクトされた問題を徹底的な反復練習することによって,苦手領域を短期間

で集中的に克服。

日本語検定 公式領域別問題集 語彙・言葉の意味

改訂版
日本語検定委員会 畑恵理子【編】 東京書籍

日本語検定の出題6分野のうち,「語彙」と「言葉の意味」領域に焦点をあてた問題

集。

ナチュラルなのに肌がキレイに?える Georgeの透けツヤ

肌メイク
George インプレス

＼透明感は誰にでもつくれる！／人気ヘアメイク・Georgeが教える誰でも“肌がきれい

に見える”透けツヤ肌メイク＆スキンケアの方程式「肌づくり」に定評があり、女優やモデ

ルから支持される人気ヘアメイクアップアーティスト・George氏。そんなGeorge氏の透

明感メイク＆ケアのヒケツを本書に詰め込みました！　誰もが知りたい「肌をきれいに見

せる＆透明感が上がる」スキンケアからメイクまでトータルで学べる1冊です。効果的なス

キンケア、透けツヤ肌に見せるメイク、マスク荒れなど日

- 19/20 -



・キャッチフレーズ：「未来に一歩を踏み出すあなたへ」 ・高校生・大学生から社会人の「次の一歩」を支援する資料を提供 ・「学習」「仕事」「ＱＯＬ(生活の質)向上」を主テーマ

書籍タイトル
書籍巻次･年

次
書籍副書籍名 書籍著者名１ 書籍著者名２ 出版社名 要旨

いちばんやさしいWordPressの教本　第5版　5.x対

応

人気講師が教える本格

Webサイトの作り方
石川栄和 大串肇 インプレス

大手書店チェーンで売上No.1（※）を記録し続けるWordPressの入門書に、最新

バージョン5.xに対応した第5版が登場！　セミナー経験も豊富な著者陣が実践的なコ

ツを織り交ぜて丁寧に解説。機能性・デザイン性に優れた人気テーマ「Lightning」を

使って、パソコン＆スマホ両対応の本格的なWebサイトが作れます。最新バージョンに

対応した操作手順がすべて画面付きで解説されているので、はじめてWebサイトを作る

人でも安心。HTML＆CSSの知識が一切なくても作れます。※大手書店チェーン調べ

（2020年12月～

AI・データ分析モデルのレシピ 漆畑充【編著】 石井大輔 オーム社 マーケティングプロジェクトを成功に導く分析プロセスがサクッと学べる！

産業保健スタッフ必携　職場のメンタルヘルス　予防・

対応・支援のすべて
2021年春季増刊 畑中純子【監修】 メディカ出版 【労働者一人ひとりに向き合う支援のポイント】

たのしくできる　深層学習&深層強化学習による電子

工作　TensorFlow編
牧野浩二 西﨑博光 東京電機大学出版局

大好評既刊書のTensorFlow編。『電子工作×深層学習』をテーマとし、深層学習を

電子工作で利用するための方法を紹介。電子工作と深層学習のどちらか一方の知識

しか持ち合わせていない場合でも理解できるよう、電子回路と深層学習の双方につい

て丁寧に説明。深層学習だけではなく深層強化学習までを幅広くカバー。深層学習フ

レームワークの内部構造を可視化することで一層の理解が深まる。

精神科医がすすめる　疲れにくい生き方 川野泰周 クロスメディア・パブリッシング

気づく力を高め、身体疲労、精神疲労、脳疲労とうまくつき合う精神科医で禅僧の著

者が描く「疲れの取り扱い説明書」日々、おびただしい量の情報が飛び交う現代社会

に暮らしている私たちにとって、疲れと無縁でいることはもはや不可能といえるかもしれま

せん。だからこそ、疲れと上手に付き合って身心をコンディショニングすることはとても大切

です。たとえば、●ノルマに追われてプレッシャーを感じている●職場の人間関係でトラブ

ルを抱えている●夫婦関係、子育て

テント泊登山の基本テクニック 高橋庄太郎 山と溪谷社 夏山縦走の醍醐味・テント泊登山。覚えておくべき基本と応用テクニックを一冊に!
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