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マンガでわかるＣＰＵ 渋谷道雄 十凪高志 オーム社

第１章　ＣＰＵって何をしているの？
第２章　ディジタル演算
第３章　ＣＰＵの構造
第４章　演算命令
第５章　プログラム
第６章　マイコン

会社四季報業界地図　２０２１年版 東洋経済新報社【編】 東洋経済新報社 激変する１７３業界４０４０社。四季報記者が徹底解
 説！

自動車の運動と制御　第2版 車両運動力学の理論形
成と応用 安部正人 東京電機大学出版局

第１章　車両の運動とその制御
第２章　タイヤの力学
第３章　車両運動の基礎
第４章　外乱による車両の運動
第５章　操舵系と車両の運動
第６章　車体のロールと車両の運動
第７章　駆動や制動を伴う車両の運動
第８章　運動のアクティブ制御と車両の運動
第９章　人に制御される車両の運動
第１０章　制御しやすい車両

はじめてのMATLAB 北村 達也 近代科学社

題材で挫折しない。プログラミング経験なしでも大丈夫！
はじめてMATLABにふれる読者を対象としている。 　題材で
挫折しないよう，易しい事例で解説を行う。また，プログラミ
ングの経験が無くても学べるよう，導入部分ではプログラム
を感じさせないよう進んでいく。4章では，プログラミング経験
のない読者にむけて，プログラミングの「いろは」を解説。
実際に使いこなすのに有用な14のTipsを収録。
MATLAB初学者，必携の書である。

徹底攻略 ディープラーニングG検定 ジェネラリスト 問題集 明松真司 田原眞一
【著】 インプレス

いま話題の資格【ディープラーニング G検定（ジェネラリス
ト）】にいち早く対応した問題集！！
★ 多数のG検定合格者を輩出するスキルアップAI株式会
社の明松 真司氏・田原 眞一氏による執筆！
☆ 業界の第一人者 杉山 将氏（東京大学 教授／理化
学研究所 革新知能統合研究センター センター長）監
 修！
★ 出題傾向を徹底分析した模擬問題を収録で合格力
アップ！
☆ ていねいで分かりやすく解説。正答も誤答も技術解説し
ているので知識吸収も加速！
ディープラーニングG検定の合格を狙うなら必携の1冊！！

できる　仕事がはかどる Python自動処理　全部入り。 森本哲也 中野正輝 インプレス

機械学習やディープラーニングなどで注目を集めるPython
（パイソン）を、日常の業務でも活かしてみませんか？
作業を速く・正確にできる「画像・CSV・テキスト処理」
Googleのサービス「スプレットシートとカレンダーの連携」
Excel VBA代わりにPythonを使う「Excel文書の操作」な
ど、単純だけど時間がかかる作業を自動化するためのプログ
ラムを集めました。
サンプルプログラムは、すべて本書のサポートページからダウン
ロードできます。
■本書はこんな人におすすめ
・Pythonの入門書を読み終えた人
・Pythonを日常の業務にも活かしたい人
・時間のかかる仕事を自動化したい人
・ネットの情報をベースに資料を作りたい人
など。

欠測データ処理 Ｒによる単一代入法と多
重代入法 高橋将宜 渡辺美智子 共立出版

一般的に調査・観測データには欠測が生じることが多く，適
切な欠測データの処理をしなければ，解析結果に偏りが生
じることがある。多重代入法は，尤度解析法と並んで最も
汎用的な欠測データ解析法であるが，これまでの書籍では
理論的な解説が主で，実際の応用事例や具体的な手順
の記述が少なかった。そのため，実証分析を行う社会科学
者や実務者が多重代入法を実際に活用することにはハード
ルがあった。
　本書は，ワンポイントとして代入法を中心に解説してい
る。平均値のt検定，重回帰分析，ロジスティック回帰分
析，時系列分析，パネルデータ分析といった社会科学にお
いて頻繁に使用される分析手法に関して，データに欠測が
生じている場合に，多重代入法を用いてどのように欠測
データを処理していけばよいかを具体的に示している。
　事例で扱ったデータとRコードが掲載されているので，読者
は本書に示された手順を再現しながら，欠測データの解析
法を学んでいくことができる。主に，ウェブ上で入手可能な
実データで解説しているので，実践的な技能が身につく。本
書は，座学として単に読むだけでなく，ぜひコンピュータ上で
実際に処理を体験して欲しい。それが，欠測データの解析
法を理解し，修得する近道である。
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はじめてのLinux
これだけは知っておきたい
LinuxOS とアプリケーショ
ンの基礎知識

小林真也【監修】 宇戸寿幸 森北出版

これからLinuxを学ぶ方に向けた，コマンドによる操作，テ
キストエディタの使いかた，シェルの環境設定やネットワーク
設定といった，Linuxを扱ううえで「これだけは知っておきた
い」知識を，豊富な実習例を通して学べるテキストです．

また，プログラムの開発環境，LaTeX，gnuplotなど，
Linuxを用いた研究やレポート執筆に欠かせない必須アプリ
ケーションについても，あわせて解説しています．
Linuxをはじめて使う大学生・エンジニアにおすすめの1冊で
 す．

大学生のための実践的キャリア＆就活講座 伊藤宏 髙橋修 中央経済社

本書は、大学や短大における「キャリア教育」のテキストとし
て使うことを想定していますが、大学生がどのような学生生
活を送り、将来の生き方（ライフキャリア）や職業人生
（職業キャリア）をどのように考えていけばよいのかのヒントに
なるようにと書いています。「キャリア」関係の本は、とかく理
屈っぽい理論的な内容に終始していたり、単なるノウハウ本
だったりします。本書はそのどちらでもない、理論的かつ実践
的な「キャリア」の本です。

得する株をさがせ！　会社四季報公式ガイドブック 会社四季報編集部【編】 東洋経済新報社
会計力アップにも、企業分析にも、就職活動にも。読むだけ
で会社の「数字」に強くなる。『会社四季報オンライン』１２
０％活用法も！唯一の公式本。

話しベタさんでも伝わるプレゼン
人見知り、心配性、アドリ
ブが苦手な人でも堂々と
発表できる！

清水久三子 翔泳社

自分の悩みに当てはまる項目から効率的に読める。話しベ
タさんに効く具体的なテクニックを掲載。各章でゴールの記載
があるため、あるべき姿をつかみやすい。イラストや図表が豊
富だから読みやすい。

東京 五つ星の手みやげ The LEGEND 岸朝子【監修】 東京書籍

食のレジェンド・岸朝子が東京の老舗・名店の味みやげを厳
選して紹介し、まさに一家に一冊、一社に一冊の大ベストセ
ラーとなった名著『東京 五つ星の手みやげ』が、正続合本
新訂版となって再臨です。

フランス心理学の巨匠たち 16人の自伝にみる心理
学史 フランソワース・パロ マルク・リシェ

ル【監修】 三和書籍

20世紀の心理学界をリードした先駆者たち、中でも、フラン
ス語圏の心理学者たちの自伝集。明らかな科学的な貢献
があること、国際的に名声を博していること、フランスあるいは
自国の心理学の発展に大きな役割を果たしていることを基
準に基づいて、原稿を依頼している。精神生理学、児童心
理学、実験心理学、臨床心理学、差異心理学、認知心
理学などさまざまな分野の心理学者たちを通して、心理学
の歴史と、彼らの素顔に迫る。

ときめく鉱物図鑑 宮脇律郎【監修】 山と溪谷社 きょうも「鉱物」を連れて行く。

ときめく星空図鑑 永田美絵 廣瀬匠 山と溪谷社 きょうも「星」を連れて行く。

わかるわかる！　第二種衛生管理者試験　改訂2版 大江秀人 オーム社 読むだけで不思議と頭に入り、合格レベルの知識が自然と
身につく！

Pythonで超らくらくに数学をこなす本 簡単な計算でも複雑な
計算でも瞬く間に解く 明松真司 オーム社 コンピュータの計算力を目いっぱい使う本！

腎臓病の料理のコツ早わかり

FOOD & COOKING
DATA　気をつけたい栄
養素のコントロール法が
わかる

竹内冨貴子 女子栄養大学出版部

腎臓病を守るために、減塩、低たんぱく質、カリウム制限、エ
ネルギー確保など、腎臓の状態によってさまざまな食事の条
件が出てきます。なにをどうすればいいの?となやむことにしば
しば。きつく制限しすぎて食事が楽しめず、食事療法が長く
続かなるのは逆効果です。むずかしく考えず、本書で一つず
つ腎機能を守る食事を覚えていきましょう。まずは減塩からで
 す。

熱血弁護士の事件ファイル 1 企業再生編 萬年浩雄 三和書籍

本件の負債総額は一六〇億円超という膨大なものであり、
債権者の数もかなりのものだった。さらに、パチンコ企業の再
生は、筆者にとって未知の領域であることから、経営者と一
緒に悩み、激論を闘わせることになった。幸い企業再生は成
功し、経営者、従業員の笑顔は本物となった。主役である
パチンコ店の経営者兄弟のほかに、さまざまな金融機関の
担当者が登場し、企業再生に向けた筆者たちの苦闘が綴
られている。

財務オンチ社長が会社を倒産させる 増田正二 三和書籍

中小企業では、資金繰り難を逸早く予測し、対処できる人
は社長です。ですから社長には財務知識が不可欠です。社
長には数字に対する苦手意識を捨てていただきたいし、数
字に強い経営者になっていただきたいと思います。本書は、
中小企業の社長の「財務知識習得の一助になる書」、そし
て社長が起こす行為の「気付きの書」として執筆されました。
なるべくやさしい言葉を使い、やさしい表現にすることを心が
けました。

事業再生の法律知識 民事再生法を中心とした
実務と考え方 影山光太郎 三和書籍

民事再生法を中心とした再建手続について、申立代理
人、監督委員などを多数回行った筆者の経験を踏まえて、
なるべく実務に役立つように、かつ勉強として学ぶ人にもでき
るだけ興味を持って読めるように努めた。事業再生の制度
面について述べるにとどまらず、民事再生法を中心とした各
種再建制度の関係、再建手続の実務（実例、留意点）
を述べることにより、事業再生の考え方（社会経済関係、
人的関係を含む）の理解が進むよう努めた。
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くらべる東西 おかべたかし【文】 山出高士
【写真】 東京書籍

関東と関西の文化、食べ物、日常生活、習慣、風景…日
頃感じるなんか違う…というもやもや感。「桜餅」「湯船」「タ
クシー」から「座布団」「縄文土器」まで、そんな３４の違い
を写真で比べました。東西あるあるの決定版！

小説みたいに楽しく読める生命科学講義 石浦章一 羊土社

あの伝説の講義が帰ってきた！遺伝子でわかった人類の移
動やDNA鑑定で読み解くエジプト王朝など，私たちヒトにま
つわる話が盛りだくさん．今話題のiPS細胞やワクチン，ゲノ
ム編集まで，文系も理系もハマる一冊

学習評価 田村学 東洋館出版社 【教育書ベストセラー『深い学び』から３年―。田村学教授
最新刊】

算数授業を子どもと創る 授業を変える言葉とかか
わり方 森本隆史 東洋館出版社 「子どもと創る授業に変えたい！」

思考と表現を深める 算数の発問
新規の発問と問い返し発
問で子どもが気づき考え
 る！

盛山隆雄 東洋館出版社
思考力を育てる算数では、教師の「問いかけ」が重要になる
ことは言うまでもありません。つまりどんな発問をするかが勝負
になります。

自ら動いて読みを深めるフリー交流 6つのバリエーション 三浦剛 東洋館出版社 国語の授業において、子ども同士の交流は欠かせません。

図解実践　世界最高の学級経営 成果を上げる教師になる
ための50の技術 ハリー・ウォン ローズマリー・

ウォン【著】 東洋館出版社 全世界で「400万部」売り上げたベストセラー著者　待望の
新作！

数学的な見方・考え方が育つ 整理整頓の算数の授業 山本良和 東洋館出版社 問題を整理整頓する７つの思考法で、子どもの数学的な
見方・考え方が育つ！

対話でつなぐ体育授業51 子ども同士で声かけ！お
手伝い！ 齋藤直人 東洋館出版社 子ども同士がつながる体育授業へ！

道徳的価値の見方・考え方
「道徳的価値」の正しい
理解が道徳授業を一歩
 先へ

赤堀博行【編著】 東洋館出版社 道徳的価値って、そもそも何だろう？

海獣学者、クジラを解剖する。 海の哺乳類の死体が教
えてくれること 田島木綿子 山と溪谷社 電話1本で海岸へ出動、クジラを載せた車がパンク、帰りの

温泉施設で異臭騒ぎーー。

1週間でITパスポートの基礎が学べる本 動画講義付き 渡辺さき インプレス

やさしくていねいな動画講義で人気のYouTubeチャンネル
<br>「ITすきま教室」の渡辺さきが、ITパスポートの基礎
を<br>本と動画で徹底解説!!<br><br>情報処理技
術者試験に登場する用語は、学生や社会人経験が少ない
方の場合、その用語が実際のビジネスシーンでどう使用され
るか、その背景がわからないため、テキストや問題集の説明
をいくら読み込んでも頭に入って来ず、学習がはかどりませ
ん。<br><br>本書は、ITパスポート試験対策の入門書
として、わかりにくい用語もしっかり身に付けられるよう、下記
の特徴

ST CHECK！言語聴覚士国家試験必修チェック 2022-
2023 分野別要点マスター 西尾桂子 河村民平

【編】 文光堂

20年以上にわたり，養成校で国試後に改訂を重ねながら
使われてきたチェックリストをベースに，内容を整理しコンパク
トで覚えやすい構成にリニューアル．言語聴覚士を目指す
全ての受験者に推薦したい一冊． 2022-2023年版で
は，過去5年分（第19回～第23回）の頻出キーワード
をマークで表示し，「出題基準」の大項目に準じた項目立
てとし，養成校の教員による効率的な学習方法の紹介し
ている．

労働法　第2版 林和彦【編著】 神尾真知子 三和書籍

本書は、通説・判例にしたがってオーソドックスに書かれた労
働法のテキストである。労働法を初めて学ぶ学生や社会人
はもちろん、司法試験を目指す者にとっても、現在の通説・
判例の正確な理解が不可欠である。労働法を学ぶすべて
の者に、本書は、ゆるぎない基礎を提供するはずである。労
働契約法、高年齢者雇用安定法、改正労働者派遣法な
ど近時の法改正に対応した待望の第2版。

できる　Chromebook 新しいGoogleのパソコンを使いこなす本 法林岳之 清水理史 インプレス

◇Chromebookの使い方が1冊でまるごと分かる！<br>
起動が早くて手軽に扱うことができ、価格も手頃な
「Chromebook」が注目されています。Chromebookの
OSはWindowsやMacとは異なる独自のインターフェイスが
採用されています。また、データをクラウドに保存することを前
提としているなど、従来のパソコンとは違う部分が多々ありま
す。そこで本書はChromebookのセットアップから使いこな
しまで丁寧に解説。独自のキーボードの操作や、
Microsoft Officeや各種ビデオ会議用ツー

これから教壇に立つあなたに伝えたいこと 樋口万太郎 東洋館出版社 樋口万太郎先生のあまり語られてこなかった「授業観」「学
級観」が詰まった１冊。

教師のマルチタスク思考法

思考様式を変えるだけで
子どもの「よさ」「課題」が
手に取るように見えてくる
「ながら指導」のススメ

松村英治 三戸大輔 東洋館出版社 「ながら」という言葉を聞いて、どのようなイメージをもちます
 か？

最先端の教育　世界を変える学び手 アレックス・ベアード【著】 岩崎晋也
【訳】 東洋館出版社

イギリスの高等学校の教師だった著者は、世界２０か国以
上を訪問し、教育の達人たちから、人工知能を用いた学習
法や幼児の脳の理解の高まりにある理論など、最先端の教
育の現在地を網羅的に調査した。

社会科でまちを育てる 長瀬拓也 東洋館出版社 子どもたちが社会科を生き生きと学ぶにはどうしたらよいか?
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新・中間省略登記が図解でわかる本　新装版 福田龍介 住宅新報出版

不動産登記法改正により事実上使えなくなった中間省略
登記の代替手段「直接移転売買」について、実際の活用
主体となる不動産業者や企業関係者などに向けて、具体
的な取引方法や活用スキームを図解を駆使して解説。

くらしに役立つ ソーシャルスキル よりよく暮らす・働く・楽し
む 石塚謙二 明官茂【監

 修】 東洋館出版社 「くらしに役立つ」シリーズに、「ソーシャルスキル」が登場！

できる　ゼロからはじめるギターコード超入門 野村大輔 リットーミュージック ＊この電子書籍に対応した全音源は、リットーミュージックの
ウェブサイトから無料でダウンロードできます。

フォニックス英語音読 音声DL付 ジュミック今井 クロスメディア・ランゲージ

本書は、フォニックス学習書の人気著者･ジュミック今井先生
が、フォニックスの理論をもとにして書いた英語音読の練習
ブックです。音読しにくい単語は、読み方の「音とルール」を解
説。音読練習しながら発音も集中トレーニングできます。
<b>Chapter 1で文字と音のルールを確認した後、
Chapter 2で英語ダイアローグ、Chapter 3で英語の文章
を音読します。<b>ネイティブが話すような楽しい会話や、
ボイスメッセージ・日記・ブログ・広告・雑誌記事・プレゼン・
スーパーのアナウンスなどのさまざまな文章を揃えました

マッキンゼー式 人を動かす話し方 赤羽雄二 クロスメディア・パブリッシング

・いくら話しても、言うことを聞いてくれない。<br> 　・打ち
合わせや会議で決まったのに、何も進まない。<br>
<br> このような悩みを抱える方は多いのではないでしょう
か。<br> <br> 実はそれ、話し方の問題かもしれませ
ん。<br> <br> 本書では、著者の赤羽氏がマッキンゼー
や多くの企業支援の場で培ってきた<br> 　「仕込み・仕切
り・仕上げ」という話し方のノウハウをお伝えします。<br>
<br> 話し方が変われば、目の前がパッと明るくなり、
<br> 　「自分がやりたい」と思っていたこと

入社1年目のビジネス英語大全 出口朋美 小坂貴志 ジャパンタイムズ出版 仕事に必要なすべての英語表現が1冊にまとまった、ビジネ
ス英語の決定版!

新セルフスタディ IELTS完全攻略　第2版 アンソニー・アラン【著】 片岡みい子
【訳】 ジャパンタイムズ出版 2019年4月から実施の新試験要項に対応！

英語で読む　外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史 ロックリー　トーマス 東京書籍 日本人よりも日本に詳しいイギリス人が作った、英語で伝え
る日本の雑学！

学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす 中山芳一 東京書籍
「非認知能力」は、2000年にノーベル経済学賞を受賞した
ジェームズ・J・ヘックマン博士によって世界で初めて提唱され
ました。

おもしろ理科授業の極意
未知への探究で好奇心
をかき立てる感動の理科
授業

左巻健男 東京書籍

左巻先生の長年の理科教育者としての経験から導かれた、
技術・知識、「心構え」的な部分そして、キーとなる実験や
教えるべきことを押さえていく。「本当の自然科学」を教えるた
めの総論のほか、各分野において絶対に押さえておきたい本
質的なことを学ぶための授業

身近な「くすり」歳時記 鈴木昶 東京書籍 暮らしの中にある身近な「くすり」。先人たちから受け継いだ、
生活の知恵。

LEADER'S LANGUAGE　言葉遣いこそ最強の武器 L.デビッド・マルケ【著】 花塚恵【訳】 東洋経済新報社

「言われたとおりにやっただけです」「判断は私の仕事ではな
いので」こんな残念な言葉を言わせないための６つのプレーと
は？あらゆる組織のリーダーに役立つ、伝え方のパラダイム
転換。

ナラティブカンパニー 企業を変革する「物語」
 の力 本田哲也 東洋経済新報社

ナラティブカンパニーとは何か？ナラティブ（＝物語的な共創
構造）を生み出し、その構造の中でマーケティングや広告・
ＰＲ活動を行うことで、業績や企業価値の向上を果たして
いる企業。ビジネス視点でナラティブを解説する初の「教科
書」。

ケア宣言 相互依存の政治へ ケア・コレクティヴ【著】 岡野八代 大月書店

ケアを貶める政治を越えて、ケアに満ちた世界へ。コロナ禍
は、ケア実践やケア労働の重要性と、それを疎かにしてきた
社会のあり方をあらわにした。ケアの概念を手がかりに、家
族、コミュニティ、国家、経済、そして世界と地球環境の危
機を解明し、ケアを中心に据えた対案を構想する。

会社では教えてもらえない　ムダゼロ・ミスゼロの人の伝え方のキホン 山口拓郎 すばる舎 「今の話、よくわからなかったんだけど」「それで？ どういうこ
と？」「もう一度言ってくれる？」

会社では教えてもらえない　一気に伸びる人の自己投資のキホン 安井元康 すばる舎 自己投資は、決して今日明日に、すぐに効果の出るもので
はありません。

会社では教えてもらえない　残業ゼロの人の段取りのキホン 伊庭正康 すばる舎 ビジネス基本書「会社では教えてもらえない」シリーズ第4弾!

会社では教えてもらえない　生産性が高い人の思考整理のキホン 井上龍司 すばる舎 ビジネス基本書「会社では教えてもらえない」シリーズ第３
 弾！

これだけ！　プレゼンの本質
選ばれ続けるためのダイ
ヤモンド・プレゼンテーショ
ン

野村尚義 すばる舎
プレゼンテーションでは、「話し方」や「資料のつくり方」のよう
な〈テクニック〉よりもはるかに大事なことがあります。それが
〈戦略〉。
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外資系コンサルが実践する　図解作成の基本 吉澤準特 すばる舎 伝えたいことを1枚の図で見せる

わが家を最高の「モンテッソーリ園」にする61のメソッド 本家本元イタリア発！ キアラ・ピローディ【著】 小俣鐘子
【訳】 すばる舎

藤井聡太棋士が幼少期に受けたことで著名なモンテッソーリ
教育。本家本元であるイタリアから、「家庭でできるモンテッ
ソーリ教育」ガイドが上陸！

38歳からしたいメイク プラス５分で見違えるほ
どツヤ肌になれる 佐々木貞江 すばる舎 長谷川京子さん推薦！「佐々木さんは女性の内面の美し

さを引き出す唯一無二の存在です」

38歳からなりたい髪
ボリュームも色ツヤもスタイ
ルも少しの手間でアップす
る

田村マナ 山口童子
【著】 すばる舎 38歳からは髪で印象が9割決まる！

最速でバレずに気になる薄毛をカバーする 宮本洋平 すばる舎 「自然」「自毛」「キープ力」

世界の民族衣装図鑑 約500点の写真で見る
衣服の歴史と文化

文化学園服飾博物館【編
 著】 ラトルズ 世界69カ国の民族衣装を約500点の写真からビジュアル

で楽しめる!

コンピュテーショナル・モデリング 入門から応用
Grasshopper × スクリ
プトで極めるアルゴリズミッ
ク・デザイン

中島淳雄 髙木秀太 ラトルズ

3次元デジタル・デザイン・ツールを用いてモデルを構築するに
は、意匠デザインを想像する感性と、3次元曲面造形の理
論・技術が必須だ。 昨今、コンピューターの支援により、無
限ともいえる大規模データの処理が可能となった。そして処
理するアルゴリズムを論理的に構築することにより、デザイン
の幅は飛躍的に広がった。 Grasshopper(GH)は、アルゴ
リズムを視覚的に構築するツールであり、スクリプトの使用に
より拡張可能なデザイン・プラットフォームでもある。 本書を
通じて、最強の3次元デザイン・モデリング手法を理解し、

キットではじめる3Dプリンタ自作入門 吹田智章 ラトルズ 2019年現在、数多くのホビー用3Dプリンタが市場に出回っ
ています。

はじめよう! YouTuberへの近道 Adobe Premiere Rush入門 大河原浩一 ラトルズ

スマホなどのモバイルデバイスで撮影された映像をシンプルな
操作で、カラー、オーディオ、モーショングラフィックスなど様々
な編集を行いプロ並みの映像に仕上げ、YouTube、
Facebook、lnstagramといったSNSに、アプリから直接投
稿することを目的として開発されたアプリがAdobe
Premiere Rushです。

After Effectsユーザーのための CINEMA 4D Lite入門 大河原浩一 ラトルズ

After Effects には、3DCG 制作の統合ツールである
Cinema4D の簡易版「Cinema4D Lite」が付属していま
す。簡易版ではありますが、3DCG によるテキストアニメー
ションや簡単な3DCG オブジェクトを使ったモーショングラフィッ
クスなど、応用できる範囲は広範囲に及びます。しかし、
After Effects ユーザーの中には、3DCG はちょっと苦手な
のでCimema4D の機能はこれまで使ってなかったと言う人
も多数います。

After Effects 空間演出技法 印象的なシーンを創造す
るテクニック 石坂アツシ ラトルズ 2Dアニメーションや3D-CGで作成した映像には当然のこと

ながら空気が存在していません。

世界で一番美しい花嫁になる方法 西村有紀子 東京書籍

「きれいな人には訳がある！」ミスインターナショナルの日本公
式デザイナー西村有紀子が初めて明かす、普通の女性を
美しく変身させる究極のメソッド集！ウエスト、脚、肌をきれ
いに変身させます。

ノーコードシフト プログラミングを使わない
開発へ 安藤昭太 宮崎翼 インプレス

消費行動が大きく変わるなか、DX（デジタルトランスフォー
メーション）の巧拙が企業の明暗を分ける、といった発言を
目にします。一方でエンジニア不足が深刻化している、とも
言われています。<br><br>そこで注目されているのが、
コードを書かずに開発を行うノーコード、ローコードと呼ばれる
開発方法です。この最新のキーワードであるノーコードについ
て、どのようなものなのか、本書一冊で理解できます。
<br><br>国内外の事例をまじえながら、メリットとデメリッ
ト、導入・活用方法、何が変わるのかを解説。さまざまな
ノーコード

ソーシャルネットワーク時代の情報モラルとセキュリティ 山住富也 近代科学社Digital

ソーシャルネットワークが生活の中に深く浸透し、販売促進
に活用する企業も出てきました。コロナ禍において、学校では
対面授業とオンライン授業を併用し、企業ではテレワークが
推進されました。インターネットとそれを支える通信技術は重
要なインフラとして定着した一方、インターネットを通してつな
がるということは、事件や犯罪に巻き込まれる原因にもなりま
す。SNSでは自分や他人が傷ついたり傷つけられたりするト
ラブルが多発しています。ユーザ自身が、情報モラルを理解
し、身につける必要があります。<br>本書は3部構成で
 す。第1部は

一般教養としての「看護学概論」 Introduction to
Nursing 深井喜代子 日本看護協会出版会

専門性がありながら、誰もが日々の暮らしに取り入れることの
できる実学が「看護学」です。一般教養科目の授業を例
に、さらなる展開の可能性を探るNTブックレット第5弾！

ときめくきのこ図鑑 堀博美 山と溪谷社 きょうも「きのこ」を連れて行く。カラフルでかわいいきのこが68
種掲載。
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ときめくコケ図鑑 田中美穂【文】 伊沢正名
【写真】 山と溪谷社 きょうも「コケ」を連れて行く。ふしぎで多様なコケ106種を紹

 介。

できる　ゼロからはじめるパソコン音楽制作超入門　改訂版 ウィンドウズ10対応 侘美秀俊 リットーミュージック あなたのパソコンが音楽スタジオに早変わり！

DJをはじめるための本　2nd Edition EDIT INC. リットーミュージック DJをパソコンで手軽にはじめる方法がわかる本

調理の基本　まるわかり便利帳
食品の知識・調理デー
タ・下ごしらえ・味つけ・調
理法・栄養価計算

松本仲子【監修】 女子栄養大学出版部
食材のこと、下ごしらえ、切り方、味つけ、調理法から、栄養
価計算の方法、気になるエネルギーと塩分コントロールの基
礎知識まで、調理の基本がまるっとわかる一冊です。

休養学基礎 疲労を防ぐ！健康指導
に活かす 日本リカバリー協会【監修】 杉田正明 メディカ出版 【科学的な休養を！健康指導に関わる方必読！】

エンジニアのための文章術 再入門講座　新版
状況別にすぐ効く！文
書・文章作成の実践テク
ニック

芦屋広太 翔泳社

ＩＴ分野における国家試験対策の論文指導や、コミュニ
ケーション・マネジメント、教育コンサルタント、コーチとして豊
富な経験を持つ著者が執筆した文書・文章作成の指南書
です。第１部の基礎編では、エンジニアが書く文章の問題
点や、わかりやすい・伝わる文章を書くために必要な文章表
現力の７つの基礎技術について説明します。第２部の実
践編では、社内の基礎的なコミュニケーション、顧客や社外
の人とのやりとり、アイデアや企画の検討・提案、相手に配慮
した円滑な社内コミュニケーションなど、状況別に具体的な
文書・文章の書き方を実践的なテ

統計学大百科事典 仕事で使う公式・定理・
ルール113 石井俊全 翔泳社

様々な分野で登場する可能性の高い統計学の公式・定理
を解説しています。統計学を必要としている人が効率的に・
要領よく学ぶことができます。充実した索引を活用し、リファレ
ンスとしても利用できます。各節に「難易度」「実用」「試験」
それぞれの重要性を星５段階で示しています。「Ｂｕｓｉ
ｎｅｓｓ」という項目で、その統計学の知識を利用した身
近な例を主に紹介しています。

失敗しないデザイン 平本久美子 翔泳社
あの『やってはいけないデザイン』のわかりやすさが講座になり
ました！短時間であなたのデザイン力をググッと上げる秘訣を
教えます！

プロカウンセラーが教える香りで気分を切り替える技術 香りマインドフルネス 松尾祥子【著】 東原和成
【監修】 翔泳社

「香り」×「心理学」の力で世界が変わる！ストレス軽減、集
中力アップ、グリット向上にも！プロカウンセラー（臨床心理
士）が、香りを使った豊富な心理療法の経験をもとに、「香
り・匂い」を「マインドフルネス」に応用し、心の整え方や、仕
事や人間関係の問題によりよく対応するための技術を伝
 授。

暮らしの図鑑 ガラス
楽しむ工夫×基礎知識
×注目の作家・ブランド
50

みつまともこ 翔泳社

１　ガラスと一緒に暮らす（テーブルにもっとガラスを取り入れ
る
ガラスのプレートは重ねて使う
熱い／冷たいをガラスで味わう
もっとワインを自分らしく楽しむために
ガラスでサラダをもっと楽しむ　ほか）
２　手元に置きたいガラス作家・ブランド５０（アキノヨーコ
Ａｚｚｕｒｒｏ　Ｇｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　東敬恭
有永浩太
ｙｕｍｉｋｏ　ｉｉｈｏｓｈｉ　ｐｏｒｃｅｌａｉｎ
生島明水　ほか）

デジタル時代の実践スキル SNS戦略 顧客と共感を集める運用
＆活用テクニック 後藤真理恵 翔泳社

ＳＮＳマーケティングが「わかる」から「できる」へ。効果的に
ファン・フォロワーを集めるやり方がわかる。ユーザーと良好な
関係を深めることができる。定期的な効果測定のやり方がわ
かる。アカウントの運用体制が構築できる。

デジタル時代の基礎知識『広告』 人と商品・サービスを「つ
なげる」新しいルール 小林慎一 吉村一平 翔泳社

こんな人にオススメ！現代の広告について基礎から学びた
い。広告の知識をアップデートしたい。デジタル時代の広告
戦略を考えたい。広告の未来がどう変わるのかを知りたい。
最前線で活躍するプロの思考を知りたい。紙からウェブまで
多様な広告の特徴、つくり方、施策をつかむ！

新規顧客が勝手にあつまる販促の設計図

「営業スタッフを使わない」
「下請けもやらない」中小
企業が売上を伸ばすため
の法則

中野道良 翔泳社

営業スタッフを使わずに「自動で売上を上げる仕組み」を大
公開！中小企業が売上を上げるためには、まず下請けピラ
ミッドから脱出することが第一です。直接取引をすることは簡
単なことではありませんが、本書で紹介する「販促の設計
図」をもとに販促の仕組みを整えることによりぐんと近づきま
す。営業活動がうまくいかない、売上が上がらない、新規顧
客があつまらない、といった問題解決のために、「販促の設計
図」をつくり、会社として行うべき販促活動をチェック・実行し
てみてください。
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Pythonで動かして学ぶ！Kaggleデータ分析入門 篠田裕之 翔泳社

本書はこれからデータ分析をはじめたいと思っている方や、Ｋ
ａｇｇｌｅに興味のあるデータ分析の初心者に向けて、
Ｐｙｔｈｏｎの実際のコードとともに丁寧に解説した書籍
です。データ分析で必要な一般的な知識とともに、Ｋａｇ
ｇｌｅへチャレンジするフローや、Ｋａｇｇｌｅの初心者
向けコンペへの取り組み方を紹介します。データ分析や機械
学習の一端に触れ、実際に課題を解決するプロセスを体験
できます。Ｋａｇｇｌｅの初心者向けチュートリアル「Ｔｉ
ｔａｎｉｃコンペ」「Ｈｏｕｓｅ　Ｐｒｉｃｅｓコンペ」
について、分析の準備から結果の考察、

現場で使える 新人登録販売者便利帖　第2版 仲宗根恵 翔泳社
試験勉強で覚えた知識だけでは現場の仕事はこなせな
い！新人登録販売者の実務ですぐに使える知識、接客
術、勉強法などスキルアップのコツをわかりやすく紹介します。

暮らしの図鑑 民藝と手仕事
長く使いたい暮らしの道
具と郷土玩具61×基礎
知識×楽しむ旅

暮らしの図鑑編集部【編】 翔泳社 この本のテーマは「民藝と手仕事」。

図解まるわかり 5Gのしくみ 飯盛英二 田原幹雄 翔泳社

５Ｇを支える新しい技術の基本や活用例がわかる。これま
での通信システムとの違いがわかる！私たちの生活や既存
のビジネスに起きる変化がわかる！５Ｇを使った新しいビジ
ネスの事例がわかる！５Ｇがもたらすビジネスチャンスがわか
る！付録の用語集で押さえておくべき５Ｇの重要事項がす
ぐわかる。

伝わるデザインの授業 一生使える8つの力が身
につく 武田英志 翔泳社

センスがないと思っている方でも、ゼロから始める方でも、本
書を読めばあらゆるデザインに共通する基本が身につき、伝
える力がアップします。本書は、この伝える力を次の８つに分
けて学んでいきます。「かんたんに見せる」「正しく伝える」
「フォーカスを当てる」「雰囲気を演出する」「情報を可視化
する」「ストーリーを作る」「想像させる」「アイデンティティを作
る」。この８つは一度身につけば一生使える力になります。
ベースになる基本的なものから徐々にステップアップしていく流
れになっています。また、単に見栄えをよくする方法だけでは
な

カリスマシッターが教える“困ったとき”の育児ワザ 寝ない子もぐずる子もおま
かせ！

育児サポートを考える会
【編】 翔泳社

パパ・ママもじいじ・ばあばも、この１冊があれば安心！年齢
別のおなやみから、時間があっという間に過ぎるあそび方ま
で、今すぐ役立つヒントが満載！初対面のお子さんでもたち
まち笑顔にする、ひっぱりだこのカリスマシッターにぜ～んぶ聞
きました。

ビジネスマンのための新教養 UXライティング 髙橋慈子 冨永敦子 翔泳社

本書はＵＸライティングの初心者を対象としています。「Ｕ
Ｘライティングとは何か」から始まり、ＵＸライティングの事
例、一連のプロセス、ライティング技法、改善結果の確認ま
でを順序立てて学べます。ご自分の知識を増やし仕事に役
立てる自習用テキストにするだけでなく、社内研修・授業の
テキストにも向いています。各章はどれも約３０ページです。
１つの章は、専門学校や大学の授業の１～２回で扱える
分量です。学習者に章末の演習問題を解いてもらい、各自
の解答内容について学習者同士でディスカッションすることも
できます。

書けば貯まる！共働きにピッタリな一生モノの家計管理 塚越菜々子 翔泳社 お金の話ができない夫婦、必読！４ステップで「貯まる」仕
組みづくり。

インサイドセールス
訪問に頼らず、売上を伸
ばす営業組織の強化ガ
イド

茂野明彦 翔泳社

長期的に成長していくのは大きな環境の変化に適応できる
企業だ。変化に負けず、成功を勝ち取る。セールスフォース・
ドットコムとビズリーチのインサイドセールスを立ち上げた手法
のすべて。営業部とマーケティング部をつなぎ、変化に柔軟な
営業モデルを実現する、自社に合ったインサイドセールス組
 織の作り方。

シン・カジテク
達人425人から学んだ家
事のコツ、心がふわっと軽
くなる考え方

本田麻湖【著】

みんなの暮ら
し日記
ONLINE編
集部【編】

翔泳社 ズボラでも時間がなくても、自分史上最高に快適な暮らしに
できる。家事ストレスからフリーになろう。

巣ごもりごはん便利帳 週2回の買い物でできる
不調ケアレシピ ちづかみゆき 翔泳社 リモートワーク中でも無理せずできる！健康ごはんのルール。

薬膳でおうちごはん、季節の献立２４。

Chromebook仕事術 最速で業務に生かす基
本＋活用ワザ インサイトイメージ インプレス

<b>Chromebookの使いこなしを<br>「ビジネス視点」
から徹底解説！</b><br><br>コスパの高いノートPC
兼タブレットとして注目を集めている、Googleの新パソコン
「Chromebook」（クロームブック）。<br><br>本書
は、そのChromebookを「仕事用の端末としてどう使いこな
すか？」にフォーカスして解説した書籍です。初めて
Chromebookを手にする方や、購入を検討しているみなさ
んに向け、実際に仕事で使う場面をイメージしながら、使い
方やノウハウを身につけられるよう構成し
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世界一やさしいZoom
2021～
2022 最新
版

インプレス

オンライン会議ソフトで最も使われているのがZoomです。
<br>本誌は、Zoomの使い方を大きな文字と図で解説す
る入門書で、「世界一やさしいZoom」を改訂した「2021
～2022年度最新版」です。おかげさまで、Zoom関係書
の中で売上No.1です（大手書店2020年8月～2021年
6月調べ）。<br>Zoomを使えば、親戚や友人といったプ
ライベートな場面でも、またビジネスシーンまで、オンライン会
議が手軽に利用できます。<br>Zoomが広く使われるの
は、無料で使えるのとその使いやすさからです。主催者から

シンセサイザー入門 Rev.2 音作りが分かるシンセの
教科書 松前公高 リットーミュージック 音作りがわかる“定番”シンセの教科書がRev.2にパワーアッ

 プ！

物理なぜなぜ事典　増補新版 1 力学から相対論まで 江沢洋
東京物理
サークル【編
 著】

日本評論社
物理を学ぶ人たちの素朴な疑問にていねいに答える。「水の
温度が聞き分けられるか」など3項目を新たに加えた増補新
 版。

物理なぜなぜ事典　増補新版 2 場の理論から宇宙まで 江沢洋
東京物理
サークル【編
 著】

日本評論社
物理を学ぶ人たちの素朴な疑問にていねいに答える。「光の
色について、ニュートンが考えたこと」など4項目を新たに加え
た増補新版。

確率の基礎から統計へ　新装版 吉田伸生 日本評論社
確率の入門から統計の初歩までやさしく解説。身近で興味
が持てそうな例から始め、抽象的な数学的概念に親しめる
よう配慮。

コロナ禍の臨床を問う 井原裕 斎藤環 日本評論社
コロナ禍のなか、「自粛警察」をはじめ、さまざまなこころの問
題がむきだしになった。臨床現場はいかに考え、いかに処した
のか。

メンタライゼーションを学ぼう 愛着外傷をのりこえるた
めの臨床アプローチ 池田暁史 日本評論社

精神分析と愛着理論の再統合という理論的背景をもち、ト
ラウマ治療への応用など汎用性の高い注目のアプローチを
極めて平易に解説。

ラリルレロボットの未来 5分類からみえてくる人間
とのかかわり 斎藤成也 太田聡史 勁草書房

原始的な「ラボット」からヒト型の「ロボット」まで、自律型か人
が操作するか、どんな形態かによってロボットを５段階に分
類・定義。現実での使用例やアニメ・マンガなどの事例を通
して、それぞれの特徴と可能性が見えてくる！生物学・人類
学を専門とする研究者二人が、ロボット工学の少し外から
「ロボット」のいまと未来を論じる。

耕す女 持続可能な世界をつくる
女性農家の挑戦 田舎のヒロインズ【編】 インプレスR&D

全国の女性農家が集まるNPO法人田舎のヒロインズ編集
により、農業に取り組む女性たちのエッセイをまとめた本。題
字は小山薫堂氏、推薦文はap bank小林武史氏と『ソト
コト』編集長の指出一正氏から寄せられました。<br>農業
は食料を生産して命を育むだけでなく、エネルギーの循環、
環境の維持、教育など、持続可能な社会をつくるための機
能を多面的に備え、次世代に向かう活動も支えます。第１
部では、子育てと両立しながらそれぞれの地で農業を営む
女性たちが、何をきっかけに農業に携わるようになり、いま何
を考えて行動しているのか

入門GUI hashrock daiiz インプレスR&D

本書は、Web ブラウザにおける本格的な GUI の入門書で
す。Web ブラウザに期待される役割は年々増してきていま
す。ネイティブアプリ顔負けのデザインツールや、ドラッグアンド
ドロップでの操作が必要なフォームを作りたくなったとして、
我々は何に気をつけるべきなのでしょうか？これまで HTML
/ CSS / JavaScript で実装するのが大変だった UI をどう
実装するべきなのでしょうか？この点を本書は重点的に扱い
ます。本書では定番のセレクトボックスやヘッダーレイアウトの
他、バウンディングボックスやツ

お金はどこへいった？　明日の仕事に使える経済小話 大西秀亜 インプレスR&D

本書は、オンラインサロン「右腕倶楽部」（現在は名称を変
更して「CLUB RIGHT HAND」、略して「CRH」）に
2019年8月にから2020年11月まで、著者がほぼ毎週投
稿してきた「お金にまつわる話」の一部に若干の加筆修正を
行ったものです。<br>本書はビジネスを指向されている
「CLUB RIGHT HAND」参加サロンメンバーの方々を念
頭において書いたものです。少し専門的な内容も含まれてい
ますが、なるべくわかりやすくお伝えし、それらの知識がさらに
新たな興味、知識につながること、実際のビジネスの場で役

マスタリングDX DXLabo【監修】 田中ライカ インプレスR&D

企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する
部署に所属する３人のエキスパートによる、実践的DX解説
書です。DXの考え方とUX、社内ITとテクノロジー、企業ファ
イナンスの３分野をまとめて理解することができる、一般的な
DXを解説する本とは一味違う本になっています。<br>・エ
ンジニアがいないからDXなんて無理！<br>・ITに詳しい人
いない！<br>・情シスなのにDXというタスクが振ってきた！
<br>・経理担当なので日々のタスクや決算処理が大変！
<br>といった様々な声に応えた一冊です。
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できる　ゼロからはじめるギター超入門 いちばんやさしいギター教
本 野村大輔 リットーミュージック シリーズ累計7,000 万部を誇る「できるシリーズ」のアコギ入

門書

世界一やさしいスマートフォン&タブレット　改訂2版 最新アンドロイド対応 インプレス

家族や友人との交流や学校での活用など、おうち時間が増
えた今活躍の場が広がっているスマートフォンとタブレット。そ
れらの使い方がよくわかると好評の『世界一やさしいスマート
フォン』と『世界一やさしいタブレット』の最新版が１冊にまと
まって新登場！ 本誌は、Androidスマホ＆タブレットがはじ
めての人でも、基本操作やアプリのインストール、電話やメー
ルの使い方、ブラウザーやマップ検索、カメラの使い方など基
本的な使い方をマスターできます。さらに、LINE、インスタ、
YouTubeなどよく使うアプリもレクチャー。そして

Unity 3Dゲーム開発ではじめるC#プログラミング Harrison Ferrone【著】 吉川邦夫
【訳】 インプレス

シンプルなゲームを作りながら、C＃とUnityの概念や基本を
理解できる！―Unityは、最も人気の高いゲームエンジンの
1つで、開発環境も備えています。本書では、Unityのインス
トール方法などを示した後、シンプルな3Dゲームを構築しな
がら、プログラムの構成部品としてC＃スクリプトを作成／活
用する方法を解説します。前半は変数、メソッド、制御フ
ローなどプログラミングの初級テーマを取り上げます。後半はカ
メラ制御、衝突、ライティングなどゲーム機構を説明し、さらに
コレクションやジェネリックなどプログラミングの中級テ

毎日たった3分トレーニング　30日で理想の声になれる本 田中直人 リットーミュージック ?日3分ボイトレで、あなたの声は確実に変わります！

英語でオノマトペ表現 日本語の豊かな擬音語
擬態語を英語でこう言う ルーク・タニクリフ アルク

日本語は英語に比べて「オノマトペ」が非常に多い言語。オ
ノマトペとは「擬音語・擬態語」のこと。微妙なニュアンスや豊
かなイメージを伝える日本語のオノマトペは、英語では一体
どのように言えば良いのでしょうか？ 本書では、ルーク・タニク
リフ先生が日本語のオノマトペの世界に挑戦！ 表情豊かな
擬音語と擬態語の数々をネイティブに伝わる自然な英語に
訳しました。

子どもと一緒に覚えたい 木の実の名前 小南陽亮【監修】 加古川利彦
【絵】 マイルスタッフ

ボタニカルアートで描く、木の実の図鑑。子どもと散歩に出か
ける範囲の公園や街中、里山などでよく落ちている木の実を
テーマにしています。日本国内で見られるどんぐり全種の実
物大写真や、目に見えないサイズの種の写真やうんちくま
で。葉っぱや花も掲載。木の実の名前はこれだけ知っていれ
ば十分というものに絞って、ディープに掲載。ずっと本棚に飾っ
て、とっておきたい１冊です。

絵本のお菓子 太田さちか マイルスタッフ

51冊の絵本や昔話の再現レシピと、その世界を膨らませた
お菓子レシピ80。絵本の紹介も入り、1冊で絵本もレシピも
両方分かるお得な内容です。摩訶不思議で、可愛いお菓
子の世界に、うっとり。おうち時間に親子で楽しめる1冊で
す。掲載の絵本一例：『ぐりとぐら』『ちびくろ・さんぼ』『からす
のパンやさん』『ちいさいおうち』『うらしまたろう』『シンデレラ』
『白雪姫』『スイミー』『まよなかのだいどころ』『わたしのワン
ピース』『おばけパーティー』『もりのおくのおちゃかいへ』『はらぺ
こあおむし』『めっきらもっきらどおんどん』『モ

まるわかり！基礎化学　改訂2版 田中永一郎【監修】 松岡雅忠
【著】 南山堂

本書は「わかりやすい」と評判の高校教諭と大学教授による
共同執筆の新しい教科書である．高校化学から重要な知
識を厳選し，楽しいイラストと豊富な例によりやさしく解説．
とくに化学は薬や人体の生理機能と関係が深く，医療系の
学生にとって化学の知識は必須である．高校履修範囲に
イマイチ自信のない学生にもお勧めの確認問題付き．改訂
2版では教育カリキュラムに合わせてアップデート．ワンポイン
ト化学講座の追加の他，課題解決力を身につけるための
「実験してみよう！」を新設した．

料理と科学のおいしい出会い 分子調理が食の常識を
変える 石川伸一 化学同人

調理のプロセスに，物理学，化学，生物学，工学の知
識を取り込み，これまでにない新しい料理を創造する「分子
調理」．本書では，おいしさを感じる人間の能力，おいし
い料理を構成する成分，おいしい料理をつくる器具を題材
に，料理と科学の親密な関係をひもといたうえで，究極の
おいしさを追求する「超料理」の可能性を考える．

名作をいじる 「らくがき式」で読む最初
の１ページ 阿部公彦 リットーミュージック 漱石、太宰、谷崎、乱歩……文豪の名作に「らくがき」をし

たら、小説のことがもっとわかった！

アニメ・シナリオライターへの道！ 藤田伸三 リットーミュージック 現役ライターが教える、シナリオの書き方とプロデビューする方
法

至福のどんぶりレシピ 今井亮 リットーミュージック 疲れていても食べなきゃならない、作らなきゃならない。

まいにち食べたいヴィーガンスイーツ
卵・乳製品・白砂糖を使
わない 体にやさしいおや
つ

今井ようこ リットーミュージック チーズケーキにアイス、ふわふわのマフィンやスコーンも、ぜんぶ
植物性の材料でシンプルに。

春夏秋冬　季節の焼き菓子とスイーツ いづいさちこ リットーミュージック
おうちカフェが充実！ありそうでなかった味変スイーツブックが
登場。季節ごとの“おいしい！”を定番の焼き菓子、スイーツ
に閉じ込めて。

フラクタル 混沌と秩序のあいだに生
まれる美しい図形 オリヴァー・リントン【著】 駒田曜【訳】 創元社 自己相似性をもつフラクタル図形は、
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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

2022年受験用 全国大学入試問題正解 数学（私立大編） 2022年受
験用 旺文社 旺文社

2021年の私立大学入試問題の中から、各地域の大学と
大学入学共通テスト(第１日程・第２日程)の数学の問題
を収録し、解説・解答を詳細に掲載しています。また、問題
ごとにその科目名･問題内容を明示。さらに、解答執筆者の
コメントも掲載しました。
受験生の志望校の決定とその入試対策に最適な問題集と
して、また、貴重な入試資料としても高い評価を得ていま
 す。

2022年受験用 全国大学入試問題正解 数学（国公立大編） 2022年受
験用 旺文社 旺文社

2021年実施の全国のおもな国公立大学と大学入学共通
テスト(第１日程・第２日程)の数学の問題を収録し、解
答･解説を詳細に提示してあります。また、問題ごとにその科
目名･問題内容を明示し、各大学･学部ごとに｢合格の目
安｣｢出題傾向はどう変わったか｣｢来年の予想と対策はどう
か｣など、具体的に示してあります。
大学受験対策書としてだけでなく入試資料としても高い評
価を得ています。

2022年受験用 全国大学入試問題正解 物理 ２０２２年
受験用 旺文社 旺文社

2021年実施の全国のおもな国公私立大学と大学入学共
通テスト(第１日程・第２日程)の物理の問題を収録し、
解答･解説を詳細に掲載しています。また、問題ごとにその
問題内容を明示し、各大学･学部ごとに｢合格の目安｣｢出
題傾向はどう変わったか｣｢来年の予想と対策はどうか｣など、
具体的に示してあります。
大学受験対策書としてだけでなく入試資料としても高い評
価を得ています。

2022年受験用 全国大学入試問題正解 化学 2022年受
験用 旺文社 旺文社

2021年実施の全国のおもな国公私立大学と大学入学共
通テスト(第１日程・第２日程)の化学の問題を収録し、
解答･解説を詳細に掲載しています。また、問題ごとにその
内容・難易度・頻出度の記号を明示し、各大学･学部ごと
に、｢合否のポイントはどこか｣｢合格ラインは何割くらいか｣｢
出題傾向はどう変わったか｣｢来年の予想と対策はどうか｣な
どを具体的に示しました。
大学受験対策書としてだけでなく入試資料としても高い評
価を得ています。

2022年受験用 全国大学入試問題正解 生物 2022年受
験用 旺文社 旺文社

2021年実施の全国のおもな国公私立大学と大学入学共
通テスト(第１日程・第２日程)の生物の問題を収録しまし
た。全問に正確でわかりやすい解説をつけ、スペースの許す
限り｢研究｣として出題のねらい・考え方・注意などを具体的
に詳しく解説しました。また、｢全問に合否のポイント｣｢合格
ラインは何割くらいか｣｢2022年の対策はどうしたらよいか｣を
具体的に指導してあります。資料として、巻頭には｢2021
年の出題傾向と2022年の予想｣、巻末には｢内容別問題
一覧｣｢論述･記述問題一覧｣を掲載してあります。
大学受験対策書としてだけでなく入試資料としても高い評
価を得ています。

歯医者が教える　歯のQ&A大全 小谷航 クロスメディア・パブリッシング

誰しも一度はお世話になったことのある歯医者さん。みなさん
は自分の歯のことについてどれくらい知っていますか？
<br>「しっかり歯磨きをしているのにどうして虫歯になる
の？」　<br>　「歯を磨いていたら血が出るのはなぜ？」
<br>　「どんな歯ブラシを使うといいの？」　<br>　「どうし
て歯がしみるの」　<br>など身近な歯の疑問に関して、疑
問は尽きないものでしょう。<br>また、「どうして口が臭くな
るの」や「矯正・セラミック・インプラント」など、歯にまつわるお
口の話や歯の治療方法などについての疑問もQ＆A


