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欧米圏デジタル・ヒューマニティーズの基礎知識 0
人文情報学研究
所【監修】

文学通信

デジタル技術と人文学の新たな関係が求められ
ているいま、押さえておきたい思想と技術が学べ

 る本。西洋世界におけるデジタル・ヒューマニ
ティーズの研究・教育の主流を形成しているのは
欧米圏の組織やプロジェクトが多いが、言語の壁
や情報技術の進歩の速さのため、あるいは西洋
研究の文脈での知識が必要であるといった事情
から、日本で西洋世界のデジタル・ヒューマニ
ティーズに関する情報を入手するための手だては
いまだ乏しい。この問題意識のもと、メールマガジ
ン『人文情報学月報』に掲載された記事を加筆・

AIエンジニアのための機械学習システムデザインパ
ターン

0
AI & 
TECHNOLOGY

澁井雄介 翔泳社
モデル、推論システム、品質、運用、管理…機械
学習の実用化手法をデザインパターンで詳解！
デザインパターンサンプル付。

量子情報理論　第3版 0 佐川弘幸 丸善出版

量子力学の基本的な考え方から、量子ゲート、量
子計算、量子暗号など、量子情報理論の仕組み
やアルゴリズムを解説した教科書。理解を深める
ために例題を交え、説明に具体性を持たせたほ
か、章末には演習問題を設け、本書一冊だけで
学習できるような内容を目指した。量子情報理論
の基礎から量子コンピュータの最新のテーマまで

ソフトウェア工学から学ぶ　機械学習の品質問題 0 中島震 丸善出版

本書では、ソフトウェア工学の立場から機械学習
ソフトウェアの問題（品質への技術的な取組み、
技術的な問題点のビジネスへの影響）を整理。ま
た、品質保証を目的とするテスティング技術につ

Pythonでプログラミングして理解する 機械学習アルゴ
リズム

0 神野健哉 近代科学社

Pythonで機械学習のアルゴリズムを理解しよう！
<br>Pythonでは機械学習のプログラムは様々な
ライブラリ・モジュールを使うことで簡単に試すこ
とができる。その反面、単にモジュールを使用す
るだけでは機械学習の中のアルゴリズムがブラッ
クボックス化してしまい、計算結果の意味を正しく
捉えることも難しくなってくる。<br>本書ではまず
「機械学習」のアルゴリズムを解説し、機械学習
の動きをPythonで実際にプログラミングすること
で、アルゴリズムの流れが理解できるよう構成し
ている。まずは黎明期からの機械学習アルゴ

情報セキュリティ　改訂2版 0 IT Text 宮地充子 オーム社

長年親しまれてきた『IT Text 情報セキュリティ』
が待望の改訂！　情報セキュリティの最新の技術
や標準化の動向、情報セキュリティにかかわる社

 会動向を反映長年多くの大学・企業で採用されて
きた『IT Text 情報セキュリティ』を、内容をアップ

 デートし改訂2版として発行するものです。初版の
発行以降、暗号技術をはじめとして多くの技術が
更新され、またセキュリティに対する関心の高まり
や法令の整備など社会事情も大きく変化しまし
た。そこで本書では、標準化などの最新動向や、
量子コンピュータ、暗号資産、ブロックチェー

入門　情報処理 0
データサイエン
ス、AIを学ぶため
の基礎

寺沢幹雄 オーム社

データサイエンス・AIを学ぶ前に読んでおきたい

 教科書前版発行後のソフトウェア周りの進展にあ
わせて内容を見直すとともに今後重要度が増し
ていくであろうデータサイエンス、AI寄りのテクニ
カルな内容を増強して改訂するものです。情報科
学を扱ううえでの基本的なリテラシーやコンピュー
タサイエンスの基礎、Word、PowerPoint、Excelの
操作の基本、Excelによる統計処理の基礎などを
文理問わず学部学部生にわかりやすく解説する

情報リテラシー 総合編 0
Windows11/Offic
e2021対応

富士通ラーニン
グメディア

FOM出版

本書は、情報モラルや情報セキュリティ対策から
WindowsやOfficeの操作、HTML言語を使った
Webページの作成までご紹介しています。
<br><br>■学生必読のIT図書！<br>パソコンを
利用する上できちんと身に付けたい知識や、基本
機能からレポート作成や発表に使える便利な機
能まで学生生活に役立つパソコン操作を1冊で学
習できます。<br><br>■豊富な練習問題付き！
<br>各編の復習や理解度の確認に利用できる
「練習問題」計15問、実践力の養成に役立つ「ス

ITパスポート試験 書いて覚える 学習ドリル 0
よくわかるマス
ター

富士通ラーニン
グメディア

FOM出版

本書は、重要用語を暗記することを目的としたIT
パスポート試験対策用の教材です。「ITパスポー
ト試験 直前対策 1週間完全プログラム」
（FPT2109）の教材をもとに、覚えておくべき重要
用語を穴埋め形式の空欄にしており、解答を考え
ながら学習を進めることができます。<br><br>■
覚えておくべき重要用語が穴埋め形式に！<br>
穴埋め形式の空欄の解答を考えながら学習でき
ます。解答（PDFファイル）は、FOM出版のホーム
ページからダウンロードしてご利用いただけま

エンジニアのための新教養　□○△で描いて、その場
でわかるシンプル図解

0

何でも伝え、何で
もまとめるストラク
チャードコミュニ
ケーション

加島一男 翔泳社
速く確実な相互理解を実現。説明や絵が苦手な
方にこそおススメ。

情報システムの分析と設計 0 IT Text 伊藤潔 オーム社

情報システムの開発を担うために必要な実際の

 知識をわかりやすく解説したテキスト本書は、こ
れから情報システムの開発を担う方々を対象に、
実際に必要となる知識をわかりやすく解説したテ

 キストです。「情報システムの開発とは何か」から
始め、企業情報システムの開発の基礎とその品
質の維持と新技術への対応、IE、アジャイル、
UML、データフロー図、エンティティリレーション
シップ図、ペトリネットによるシステム記述、IDEFと

 いった基本をひととおり学ぶことができます。ICT
分野の学生、若手エンジニアにとって必読の書で

大学生のための情報処理演習 0 立野貴之 共立出版
コンピュータを利用するうえで基礎となる知識とス
キルを体系的にまとめ，深い理解を目的とした教
科書。苦手意識を持つ学生に配慮。
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Python 0
ゼロからはじめる
プログラミング

プログラミング学
習シリーズ

三谷純 翔泳社

本書は、現在もっとも幅広く使われているプログラ
ミング言語の１つ「Ｐｙｔｈｏｎ」がはじめてという初心
者を対象に、文法やプログラミングの基本知識を
わかりやすく丁寧に教える入門書です。これまで
筆者が数多くの学生に対してプログラミングの授
業をしてきた経験を活かし、プログラミング初学者
が「Ｐｈｔｈｏｎ言語を通してプログニミングを学ぶ」
というコンセプトで、文法やプログラミングの基礎
知識についてやさしく解説します。Ｐｙｔｈｏｎでプロ
グラミングをはじめたい学生や新人エンジニアに
も最適な一冊です。変数やｉｆ文による条件分岐

プログラミング道への招待 0 竹内郁雄 丸善出版

具体的なプログラミング言語の説明はせず、プロ
グラミングの話をするように工夫されており、横書
きで書かれた「プログラミングのココロ」的な内容
になっています。序盤では、現在のコンピュータの
構造からすると、とても単純化したコンピュータの
仕組みを紹介しており、プログラミングのココロを
理解するための土地勘・あるいは地に足のつい
た理解をするための関門のような構成となってい
ます。「プログラミングを楽しむ」ことが本書の通

メディアリテラシーを学ぶ 0
ポスト真実世界の
ディストピアを超
えて

シリーズ　大学生
の学びをつくる

坂本旬 大月書店

フェイクニュースが蔓延するなかで、メディアリテ
ラシー教育が世界的に注目されている。国連・ユ
ネスコが進める最先端の理論と運動はじめ、ソー
シャルメディアがグローバル化した時代に必要な
基礎的知識と考え方を示す。

全文完全対照版　論語コンプリート 0

本質を捉える「一
文超訳」+現代語
訳・書き下し文・
原文

野中根太郎 誠文堂新光社

仲間とは?　家族とは?　人間とは?　学びとは?　人

 生とは? そして日本人が世界に誇る特性、信義、

 誠実、勤勉、礼儀正しさの本質とは何なのか? 論
語に通じている人や組織は、強くしなやかであ

 る。 それは人間の本性をストレートに理解してい

  るからだ。  読むたびに気づきを得る“東洋の大

 古典”論語の世界。 ただ読み流すのではなく、各

 項の本質をつかみたい。 そこで、本書では全文
の現代語訳、書き下し文、原文に加え、覚えやす

 い【一文超訳】を掲載。 テーマは何か、主旨は何

全文完全対照版　老子コンプリート 0

本質を捉える「一
文超訳」＋現代語
訳・書き下し文・
原文

野中根太郎 誠文堂新光社

無知であれ、弱者であれ。 無力を知ってこそ、自
由に生きることができる。  「無知無欲であれ、無
為であれ」 「足るを知るものは富む」  孔子の『論
語』が儒教の根底思想として親しまれてきたのに
対し、『老子』は道家の神髄を説いて人々に寄り
添ってきた。 ともに2500年以上の歴史の検証に
耐えてきた思想書である。  自己研鑽し、学問を
通して知識を増やすことは、かえって人間を不幸
にする。 現代も推奨される「勝ち残り」社会を強く
否定する老子の思想は、いつの時代にも人々の
心を癒し、そして弱者を鼓舞してきた。 格差が広

すばらしきアカデミックワールド 0
オモシロ論文では
じめる心理学研
究

越智啓太 北大路書房

「絵文字を使うやつはエロい」「ホラー映画マニア
はパンデミックに対する耐性が強い」「試験前に
はおばあさんが死にやすい」「たくさんチョコレート
を食べるとノーベル賞がもらえる」…素朴な疑問
や好奇心を大真面目に追究した、実在の論文を
厳選。各論文の信頼性や再現性の解説、関連研
究の紹介、怪しい論文にだまされない留意点も収
録。自由と制約の狭間で営まれる研究活動の醍

イヤな気分をパッと手放す「自分思考」のすすめ 0
他人にも感情にも
振り回されない方
法

玉川真里 誠文堂新光社

もう誰かに振り回されたくない!　ならば、どうする? 

 3万人の自衛隊員の心を救った「行列のできる臨
床心理士」が教える、他人に振り回されるのでは

  なく、自分らしく生きるための唯一のメソッド。  「イ
ヤな気分」とは、他人の言動に振り回されて感じ

 る不快な感情のこと。 放っておくとうつ状態になっ

 てしまうこともある。 「イヤな気分」を解消する唯
一の方法は、他者からの評価を気にして思考・行
動する「他者思考」から、自分がどうしたいかを基
準に考えて行動する「自分思考」に視点をスイッ

悩みを幸せに変える法則 0

揺るがない自分
になれて、あらゆ
る不安から解放さ
れる

苫米地英人 主婦と生活社

「何もかもがうまくいかない」「すぐ心が折れる」
「お金がない」「とにかく将来が不安でしょうがな
い」「人間関係がうまくいかない」「素敵な人に巡り
合えない」「心が許せる人がいない」……。押し付
けられた価値観にとらわれて、いくつも悩みを抱
えてはいませんか。でも、あらゆる迷いや悩み
は、脳が作り出したもの。ならば、解消できるのも
脳なのです。認知科学的にいうと、一般的な悩み
というのはすべてが無意味。なぜなら、それは現
実ではなくて、脳が生み出した、実態のないもの
だから――。世界的認知科学者であり、コーチン

全文完全対照版　菜根譚コンプリート 0

本質を捉える「一
文超訳」＋現代語
訳・書き下し文・
原文

野中根太郎 誠文堂新光社

儒教・仏教・道教を融合させて、市民の処世術を

 説いた「菜根譚」。 約400年前に中国で誕生した
この書は、経営者や政治家に好まれ、むしろ中国

  より日本で愛されてきました。  「つらいことがない

  と人は成長しない」 「本物は目立たない」 「何事も

 ほどほどにして、欲をかきすぎない」 「他人から感

 謝の見返りを求めない」 「恩と仇は水に流すのが

  最善である」  現代でも十分に通じる市井の哲学
ともいえるこの書は、書名のとおり、じっくり噛みし

 めてこそ味わいが心身に染みわたります。 処世

デザインスプリント 0
最短で最良の答
えを導く実践フ
レームワーク

できるビジネスシ
リーズ

ジャスパー・ウ インプレス

「デザインスプリント」とは課題解決のアイデアを
短期間でテスト・検証するために使われる手法(フ
レームワーク)です。シリコンバレーで生まれ、デ
ザイン思考をベースに進化を遂げてきました。参
加メンバーは5日間という制限時間の中で、連続
したワークショップを通じ、アイデアを出し、試作
品を作り、ユーザーテストを行い、その結果を元
に意思決定することで、最短で最良の答えを導き
出します。本書は著者がこれまで学んできたデザ
イン思考・デザインスプリントのメソッドに、アジア
の文化や考え方を加えたデザインスプリントの始

- 2/12 -



20220524_購入電子書籍一覧

書籍タイトル
書籍巻次･

年次
書籍副書籍名 書籍シリーズ名 書籍著者名１ 出版社名 要旨

仕事の研究 0 美濃部哲也
クロスメディア・
パブリッシング

<b>予測不可能な時代をたくましく生き、明るい未
来を創っていく若い世代の人たちへ<br>これから
の時代は「ジョブ型雇用」の時代<br>どの部署や
企業に属していようと、一人ひとりの専門性や“ら
しさ”で活躍することができる！　</b><br><br>本
書では、仕事において何かを創造していく際に役
立ちそうなことを法則に絞り、仕事術の法則として
まとめています。著者自身がどのような局面でそ
のような思考や行動をしていたか、という体験や
エピソードを添えながら、テクニカルスキル、

仕事や転職で悩んだときに伝えたいこと　 0 谷所健一郎
シーアンドアール
研究所

あなたは仕事や転職で悩んだとき、誰に相談しま

 すか？学生ならば友人や先生に相談できます
が、社会人ですとなかなか親身に相談にのってく
れる相手がいなく日々悶々とした気持ちで過ごし
ている方がいます。また、仕事が失敗ばかりで、
立ち直れない方や長年勤務してきた会社でも、忙
しい日々が続いているなかで辞めさせてもらえな
いと考え、じっと耐えながら仕事をしている方がい

 ます。そんな方のために本書では、1万人以上の
面接を行った「伝説の人事部長」と呼ばれる著者
の経験から、仕事や転職のさまざまな悩みについ

Dr.明橋の生きるのが楽になるたったひとつの言葉 0
もっと自分を好き
になる！

明橋大二 主婦と生活社

あなたが漠然と感じている「生きづらさ」や「人生
への不安」。その原因は「自己肯定感」にあるの
かもしれません――。大ベストセラー「子育てハッ
ピーアドバイス」シリーズの著者で精神科医の明
橋大二先生が贈る、「心がすーっと軽くなる、幸せ
に生きるために大切なこと」の本。自己肯定感と
は自分を肯定的に評価できる気持ち、自分は生
きている価値があると思える気持ち。大人になっ
たいま、それを高めるには…？ イラスト／ほりみ

本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ 0
勉強と人生に役
立つ、一生使える 
ものの考え方

齋藤孝 誠文堂新光社

★装丁画・漫画：羽賀翔一（『君たちはどう生きる

  か』）  よく、「あの人は頭がいい」とか「自分は頭

 がよくないから」とか言いますよね。 その根拠は

 なんだろう？ きみは本当に頭がよくないんだろう

  か？  学校の授業さえきちんと受けていれば、

 「頭のよさ」は手に入るのだろうか？　 いえ、それ
だけでは、いじめや不登校など、人生におとずれ
る多様な困難に打ち勝つ「タフな頭」を鍛えること

  はできません。  「頭がいい」というのは、脳の「状

 態」なのです。 頭のいい人、よくない人というよう

ブッダが教える心の仕組み 0
52の「心所」で読
み解く仏教心理
学入門

アルボムッレ・ス
マナサーラ【著】

誠文堂新光社

  「心」とはなんでしょうか？  命あるものは皆、心に

 導かれています。 私たちの行動のすべては、心

  が主導権を握っているのです。   ブッダの教え
（仏教）とは、私たちが「心」の正体を知って、心を
正しく用いて、究極の幸福に達するための教えな

  のです。   この本では、「心所【しんじょ】」という心

 の中身・心の成分に関する分析をご紹介します。  

 心はいつでも働いているものですが、その働きは
心を構成する成分が代わることで目まぐるしく変

 化します。 その時その時の心にどんな心所が混

もう迷わなくなる最良の選択 0
人生を後悔しない
決断思考の磨き
方

アルボムッレ・ス
マナサーラ

誠文堂新光社

 「変わりたい人は読むべきだ。あなたはきっと変

   わる。そのための知恵が詰まった本です」進学、
就職、結婚、人間関係……人生は分岐点の連

 続。岐路に立って、私たちは優柔不断になった

  り、捨てた選択に後悔したり。人はなぜ選択に迷

 うのか？　後悔するのか？それは、自分の中に

 確かな基準がないから。「怒る」「ねたむ」という不

 毛な選択をしてしまうのも同じこと。私たちは一時
の「感情」に流されてしまい、「迷わない」「捨てた
選択に悩まない」「怒らない」ことがもたらす心の

禅ごよみ365日 0
毎日に感謝したく
なる

枡野俊明 誠文堂新光社

禅語とは、禅宗における厳しい修行に耐え、境地

 に到達した禅僧が発してきた言葉です。 禅語の
一つひとつには意味があり、生きるヒントが託さ

 れています。 無駄なこと、余計なことを削ぎ落し
シンプルに考え生きることが大切とされ、悲しみ
や苦しみをやわらげて、一歩を踏み出す勇気を

  与えてくれます。  本書では、禅についてのベスト
セラー著者でもある、建功寺の枡野俊明住職が、

 1年365日を禅語で表現します。 単純で簡単で深
く、現代の生活に寄り添って何年も読み続けられ

知られざる弥生ライフ 0

え？ 弥生土器な
のに縄文がつい
たものがあるって
本当ですか!?

譽田亜紀子【著】 誠文堂新光社

弥生時代がぐっと身近になる一冊  弥生時代と聞
いて、皆さんはどんなものを思い浮かべますか？ 
渡来人、稲作、絵柄のないつるりとした土器、環
濠集落、卑弥呼と邪馬台国、続縄文文化に貝塚
文化…… 学校で習ってなんとなく聞いたことがあ
る時代だからこそ、いろいろなものが思い浮かぶ
と思います。 では、実際のところ、弥生人たちは
どのように日々を暮らしていたのでしょうか？  こ
の本は研究から見えてきた弥生の姿を、小難しい
ことを抜きにしてザックリ知るための入門書です。 
想像も交えながら、弥生時代の暮らしを見に行き

知られざる縄文ライフ 0
え?貝塚ってゴミ
捨て場じゃなかっ
たんですか!?

譽田亜紀子【著】 誠文堂新光社

現代を生きる私たちにとって、誰もが知っているよ

 うであまり知らない、縄文時代。 この本は研究か
ら見えてきた縄文を、小難しいことを抜きにして

  ザックリ知るための縄文入門です。  縄文時代っ

 てどんな時代だったのでしょう? 1万年というとて
つもなく長い年月の中、縄文人たちはどのように

 暮らしていたのでしょうか? ご飯は?　トイレは?　

 服はどんなものだった?? そんな身近な疑問をヒン
トにすれば、意外と知らなかった縄文時代をノゾ

 キ見するための手掛かりがきっと見つかるはず。  

ゲームシナリオのためのファンタジー解剖図鑑 0
すぐわかるすごく
わかる歴史・文
化・定番260

サイドランチ【編】 誠文堂新光社

映画化され世界的に大ヒットしたファンタジー小説
の金字塔『指輪物語』から、日本を代表する二大
RPG『ドラゴンクエスト』シリーズや『ファイナルファ
ンタジー』シリーズまで、ファンタジーを題材にした
エンタメ作品は数多く、小説・映画・アニメ・マン
ガ・ゲームなどで一大ジャンルとして成立していま

  す。  本書は、ファンタジー作品をクリエイトするう
えで必要な歴史や文化、定番的な小ネタを数多く
集めた、クリエイター必携のファンタジー資料集で
す。ゲームシナリオの創作に押さえておきたい情
報を中心に、ヨーロッパの歴史や文化、国家
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「好き」を追求する、自分らしい旅の作り方 0

海外旅行に役立
つアイデアとワン
テーマ旅のすす
め

auk 誠文堂新光社

余計なものにお金をかけず、現地では興味があ
ることをとことん追求、さらりとおしゃれも楽しみた

   い。 そんな大人女子たちの必携バイブル  ありき
たりの観光地めぐりもいいけれど、自分の好きな
こと、興味があることをリラックスして楽しむのが

 今どきの旅上手。 ローカル料理を研究したり、ひ
たすらサウナを巡ったり、思い切って世界一周を

 テーマにしたっていい。 エリア別の基本情報から
安いチケットの探し方、LCCの良い点悪い点、達
人に聞く荷物のパッキング方法まで、旅の予約と

 準備に役に立つ情報が満載です。 台湾弾丸ツア

図解でよくわかる地政学のきほん 0

新聞・テレビでは
わからない国際
情勢、世界の歴
史、グローバリズ
ムがすっきり見え
てくる

荒巻豊志【監修】 誠文堂新光社

近年よく耳にするようになった「地政学」とは、地
理的な条件が国家の政治・経済・軍事に与える影

  響を研究する学問のことをいいます。  地政学を
学ぶための第一歩は、世界の歴史を知ることで

 す。 今、世界の各地域で起こっている事象を理
解するためには、歴史を知ることが不可欠と言え

  ます。  本書は、日本、中国、ロシア、アメリカ、イ
ギリス、ヨーロッパなど国・地域別の歴史を、地図

 を使ってわかりやすく解説。 「地政学って何?」と
思っている中高生や、歴史を苦手に感じている人
たちも気軽に読み進めることができる一書となっ

あなたを変える行動経済学 0
よりよい意思決
定・行動をめざし
て

大竹文雄 東京書籍

悩み多きあなたに行動経済学の考え方と応用例

  を紹介！　人生に悩みはつきもの。悩みにはさま
ざまなレベルがある。朝、何を着て出かけようか、
昼ごはんには何を食べようか、という日常の小さ
な決断でも悩む。就職、転職、結婚という人生に
とって大きな決断で悩むこともある。自動車や住
宅という高額の買い物で悩む人も多い。私たちが
悩むのは、どちらの選択肢も同じように魅力的だ
からである。人生の選択肢が無限に多い若者
は、とりわけ悩みが多い。しかし、同じように魅力
的に見える選択肢は、行動経済学的に考えてみ

経済がわかる　論点５０ 2022
みずほリサーチ
＆テクノロジーズ

東洋経済新報社

２０２０年初から世界を揺るがしてきた新型コロナ
ウイルス感染症は、２年近くを経た今も収束せ
ず、人々の健康、生活、社会、経済に大きな影響
を与え続けている。幸い、ワクチン接種が多くの
国で進んだことにより、経済活動の再開が進み、
世界と日本の経済は２０２０年のマイナス成長か
ら２０２１年と２０２２年はある程度の成長が予想さ
れる。これまでも、世界は危機のたびに進歩し、
より強くなってきた。つまり、過度に悲観的になる
必要はないのだが、同時に、世界の不確実性は
様々な点で高まっているといわざるをえない。本

サイトリニューアルの教科書 0 近藤皓
クロスメディア・
パブリッシング

個人事業などを除けば、いまやウェブサイトを
持っていない会社はほとんどなく、多くの会社は
何年かに一度はリニューアルをしているでしょう。
<br>でも、そうしてリニューアルしたサイトは、ほん
とうに事業の役に立っていますか？<br>せっかく
お金と時間をかけてリニューアルするなら、「マー
ケティングで活きるサイト」をつくりませんか？
<br><br>▼ サイトリニューアルに必要不可欠な
全工程を一冊に！<br><br>本書は企業のサイト
担当者やリニューアルプロジェクトの責任者・決

世界を変える、半導体。 0 間淵義宏
クロスメディア・
パブリッシング

人間の脳を凌駕すると言われるAI。<br>コン
ピューターの中に仮想空間を作るVR。<br>手術も
こなすロボット。<br>エコで便利な電気自動車。
<br>近い将来に宇宙への旅を身近にしてくれるロ
ケット。<br>これらの先端技術すべてに共通す
る、必要不可欠なコアとなる技術。<br>それが<b>
「半導体」</b>です。<br><br>日本では、かつて
の日の丸半導体の没落を経て、衰退産業とみな
されることすらある半導体ですが、逆境に置かれ
てなお、再びグローバルな競争の舞台で活躍で

古都鎌倉に「みんなのスタジアム」を作ったサッカーク
ラブの物語

0 本田辰成
クロスメディア・
パブリッシング

理系のためのベンチャービジネス実践論 0
千葉大学ベン
チャービジネスラ
ボラトリー【編】

丸善出版

理工系のバックグラウンドがあるからこそ見つか
る、ビジネスのタネ。それをいかに育てるか？ そ
のときに大切なことは？本書では、起業家やその
支援者、シーズを生む大学教員など12名が、自ら
の経験と、スタートアップに必要な考え方を披露し
ています。起業に関心のある理工系学生・研究
者・技術者必読の、ベンチャー起業の実際がわ

人の顔した組織 0

あなたの会社は、
賢い人を集めた
愚かな組織？凡
人ばかりでも優れ
た組織？

福澤英弘 東洋経済新報社
あなたの会社は、賢い人を集めた愚かな組織？
凡人ばかりでも優れた組織？組織能力を開発す
る５ステップ。

コミュニケーションは正直が9割 0 田原総一朗
クロスメディア・
パブリッシング

人を動かす最強のビジネススキル〝正直コミュニ
ケーション〟で誰とでも会話がはずむ！わかり合
える！京都大学大学院教授　藤井聡氏推薦！
「皆、田原さんぐらい素直だったら、日本はどれだ
け素晴らしくなるだろう」。大物政治家から若手起
業家、タレントまで、幅広く交遊し、時に激しく議論
をたたかわせるジャーナリストの田原総一朗氏。
コミュニケーションの達人かと思いきや、実は昔
から話すのが得意ではなく、コミュニケーションに
苦手意識があるといいます。では、どのようにして
相手と交わり、信頼を勝ち得てきたのでしょうか。

就職四季報　企業研究・インターンシップ版 2023年版
東洋経済新報社
【編】

東洋経済新報社

売上No.1（*大学生協売上・就職書業界研究部
門）の業界研究本『就職四季報』シリーズから、就

  活デビューに向けた決定版！就活を控えた大学
３年生が、企業研究・業界研究をスタートするた
めの必携の一冊が、「企業研究・インターンシップ

  版」です。いまや夏・秋・冬のインターンシップが
実質的な就活スタートとなっています。どの企業
のインターンシップに参加するのか、そもそもどん
な業界、どんな企業を選ぶべきなのか。これにつ

  いて考えるのが就活の第一歩です。本書では、こ
れから就活デビューする学生に向けて、はじめて
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対訳　英語で学ぶ財務会計入門 0 本合暁詩 中央経済社

本書は、ビジネスに不可欠な財務会計の基本的
な知識を、英語・日本語の２カ国語により見開き
で同時に解説するものです。ＢＳ、ＰＬ、ＣＦＳの読
み方だけでなく、１つひとつの事業活動がどのよ
うに数値化され財務三表に反映されていくのか
を、架空の事業ストーリーに沿って丁寧に確かめ
ていきます。財務分析の手法や具体的な会計処
理に加え、会計の限界についても、現実の企業
の数値例を交えて紹介。グローバルに活躍する
ビジネスパーソンには欠かせない、英語で財務三
表を作成し、読みこなす力が、この１冊で養えま

甘え体質をたたき直す！お金の【ドSレッスン】 0
節約せずに勝手
にお金が貯まる
人になる

田口智隆 誠文堂新光社

  思うように貯金、資産形成できていますか？  「節
約」というと頭に浮かぶのは、食費や光熱費、交
際費など、月々の支出が変動する「変動費」の削

   減。  やっていませんか？ 「電気をこまめに消す」 

  「お風呂の水で洗濯」 「安売りスーパーで買い物」 

   しかし実は、ちまちました「変動費節約」はじつは
節約効果は低く、ストレスがたまるのでリバウンド

  が大きいのが現実。  一方、スマホ代や保険、家
賃などの「固定費」の削減は、効果は大きいのは
わかっているけど、面倒くさくて腰が重くなってし

WHY BLOCKCHAIN 0
なぜ、ブロック
チェーンなのか？

坪井大輔 翔泳社

ブロックチェーンは人類に、管理者のいない社会
をもたらします。それは、私たちがまだ見たことの
ない世界です。これまでのような、中央集権型の
組織が崩れ、個々の人間は自律した存在となり
ます。本書では、これまで仮想通貨や金融関係
者のために語られていたブロックチェーンではなく
人々の生活や組織、社会をどのように変えていく
のかをわかりやすく解説するとともに筆者が取り
組むブロックチェーンのアイデアやプロジェクトを

ダマすプレゼンのしくみ 0

数値・グラフ・話
術・構成に隠され
た欺く手法とその
見破り方

kanata 翔泳社

要注意のプレゼン手法の見破り方がわかる！プ
レゼンテーションには相手を意図的に誘導するた
めの手法が隠されていることがあります。本書で
はこのような要注意のプレゼン手法や表現である
「ダマすプレゼン」のしくみとその見破り方につい
て解説します。本書を読んで、ダマされないため
に注意すべきポイントを理解しプレゼンを冷静か
つ正確に解釈する力を身につけましょう！

転職ビギナーズガイド 転職活動で成功をつかむ10の
ステップ

0
富士通ラーニン
グメディア

FOM出版

本書は、転職を検討している方を対象に、自己分
析を行って自分の強みを見つける方法、業界分
析や企業分析を行ってやりたい仕事を見つける
方法、将来的なキャリアプランを考える方法、履
歴書・職務経歴書で自分を上手に売り込む方法、
面接（対面・オンライン）で自分らしさをアピールす
る対策を解説しています。<br><br>■転職活動で
の10のステップをわかりやすく解説！<br>転職活
動のそれぞれの段階でどのような準備をしておく
と安心か、10のステップでわかりやすく解説して
います。ステップごとの目標を達成できるように取

転職必勝バイブル 0

採用される履歴
書・職務経歴書の
書き方＆面接突
破法

谷所健一郎
シーアンドアール
研究所

中途採用の場合は、書類選考で「即戦力としての
キャリアを積んでいるか」「問題のある辞め方をし
ていないか」などの点が特に企業側から注意深く
見られることになります。そのため、単にこれまで
の経歴を書き連ねるだけでは、採用担当者に興
味を持たれるは難しいといえます。また、転職面
接は新卒面接と違い、職務経験の強みと組織適
応力が評価され、面接官の目的や意図を理解し
た上で、適切なコミュニケーションができるような

  面接の技術を磨くことも重要になります。　本書で
は、転職者が自分の強みをアピールし、採用担

脱ネット・スマホ中毒　ver.2.0 0

炎上・犯罪に巻き
込まれない！
SNS時代を生き
抜く最新護身術

遠藤美季【著】 誠文堂新光社

たくさんの情報が集まり、どんどん更新されていく

 インターネット。 スマートフォンの普及により利便
性は向上し、いつでもどこでもアクセスできるよう

 になりました。 その結果、歩きながらスマホをいじ
り、カフェで友達と話しながらお互いスマホを眺め

 ているような状況や、 課金ガチャに数十万を注ぎ
込みんだり、SNSで他人の動向をチェックしてしま

 うなど 病的なスマホ・ネットの使い方も目立つよう

  になってきています。  小・中学生においても、ス
マホの所持率は年々増加傾向にあり、親の知ら

布とひもの手芸レクリエーション 0

布とひもの手芸レ
クリエーション、手
先を使って簡単、
楽しい編み・織り・
布貼り小物など60
点

高齢者のクラフト
サロン3

工房GEN【著】 誠文堂新光社

本書は、針を使ってきちんと縫う、いわゆる”手
芸”が得意でないと思っている高齢者にも、マイ
ペースで気軽に楽しんでいただけるように考え
た、布とひもを使った簡単で楽しいレクリエーショ

 ン手芸です。高齢者のデイサービス施設などで、
レクリエーションの一環として布とひもを使って手

  芸を行う際のアイデアを提供します。また、自宅
で家族の協力も得ながら楽しみたい高齢者の方
にも、楽しい簡単な手芸アイデア集としてお使い

 いただけます。編み、手織り、布貼りなどで作る小
物や雑貨は、指先の訓練にもなり、脳も活性化す

これならわかる〈スッキリ図解〉　精神保健福祉制度の
きほん

0 二本柳覚【編著】 翔泳社
医療、障害福祉、暮らし、社会参加、就労…現場
の支援で役立つ知識をわかりやすく紹介！

突撃！オトナの大学院 0 森井ユカ 主婦と生活社

社会人20年生、人生後半に突入！ 「自分の可能
性を試したい！」「知らないことを知りたい！」「と
にかく世界を広げたい！」……「そうだ、大学院へ
行こう！」と突如思い立った立体造形家、かつ雑
貨コレクターの森井ユカ。その受験、入学、通学、
修了までの２年間をエッセイとコミックで綴りまし
た。大卒資格がなくても大学院受験ができること、
想像以上に高かった学費のことなどなど、実際に
体験したから描ける悲喜こもごもをセキララにご
紹介。読めばあなたも、「そうだ、大学院へ行こ

大学生になるってどういうこと？　第2版 0
学習・生活・アイ
デンティティ

シリーズ　大学生
の学びをつくる

鈴木学 大月書店

大学で「学ぶ」とは？高校までとは異なる社会的
な立場や心構え、具体的に役立つ学習スキルや
有意義な学生生活のための豆知識など、大学１
年生のためのアドバイスをギュッと詰め込んだ入
門書。大学での初年次教育はこれでOK！
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そのまま使える オンラインの“場づくり”アイデア帳 0
会社でも学校でも
アレンジ自在な30
パターン

松場俊夫 翔泳社

「みんなのやる気が低下しがち」「相手の考えてい
ることがいまいち読めない」「なんだかやりにくい」
仕事のオンライン化に慣れてきても、まだまだ悩
みは尽きません。本書では、熟練のファシリテー
ター４人が、オンラインのワークショップ、研修、会
議、１ｏｎ１などで、今すぐ使える“鉄板ネタ”を伝
授。チームづくりやアイデア出し、課題解決がうま
くいくプログラムが満載です。オンラインならでは
のあらゆる疑問に答えるＱ＆Ａ集も。

感性のある人が習慣にしていること 0 SHOWKO
クロスメディア・
パブリッシング

「自分にあった洋服を着こなしている」「おうちのイ
ンテリアが素敵」「素晴らしい構図の写真を撮る」
「人の心をつかむ文章を書く」「他人の気持ちによ
く気づき、気遣いができる」。人に流されず、自分
を強く持ちながら、周囲や他人への気遣いも忘れ
ない。そういった、目に見えないものを大事にする
「感性」を溢れる人が、身近にはいないでしょう
か。そんな「感性」は、習慣によって身につけられ
ます。本書では「観察する」「整える」「視点を変え
る」「好奇心を持つ」「決める」の５つの習慣をとお
して、読者の「感性」を養っていきます。著者自身

雑貨&フード ラッピングブック 0

身近な素材と色
合わせで楽しむ 
アイテム別アイデ
ア150

オギハラナミ 誠文堂新光社

これまでのラッピングの本になかった、包むアイテ

 ムに合わせたラッピングを紹介。 手芸やお菓子

 などの手作り好きはもちろん、旅先のお土産や、 
お世話になった人へのちょっとした心づけにも使
える、簡単なのに気が利いたアイデアが満載で

  す。  たとえばフードなら「パウンドケーキ」「マフィ
ン」「クッキー」「ホールケーキ」「スパイス」「茶葉

 やコーヒー」・・・、 雑貨なら「マフラー」「セーター」
「文具」等々、具体的なアイテムにあわせたラッピ

  ングのアイデアを約150種類紹介。  著者はコ

全国厄除け郷土玩具 0

疫病退散！ 入手
先・由来・ご利益
のすべてがわか
る

中村浩訳 誠文堂新光社

コロナ禍、水害、地震と、厄除け祈願が高まる現

 代。 古来から伝わる厄除け郷土玩具を100品以
上収録し、入手法から使い方までわかりやすく解

  説します。  疫病を払うのは、「アマビエ」だけでは

 ありません。 日本には昔から「厄を除ける」とい
われる郷土玩具が、全国に多数伝わっています。 

   本書では、疫病退散、無病息災、厄除消除、悪
霊退散、家内安全と、願いごと別に郷土玩具を紹

 介。 それぞれの郷土玩具の由来から、ご利益、

 飾り方、使い方を掲載します。 収録する郷土玩具
は100品以上。巻末には郷土玩具の入手先

全文完全対照版　孫子コンプリート 0

本質を捉える「一
文超訳」+現代語
訳・書き下し文・
原文

野中根太郎 誠文堂新光社

兵法書として古今東西もっとも著名な「孫子の兵

 法」。 戦をビジネスに置き換え、日本のビジネス

  マンにも人気が高い。  しかし、「孫子の兵法」は
じつは戦術についてのみ述べている書ではない。 

 人生の問題として、統治思想として優れた示唆を

 与えてくれるものである。 そしてそのような思想
的な側面を理解するには、総合的な理解が不可

  欠である。  世界は再び、動乱の時代となりつつ

 ある。 中国の台頭、隣国の怪しげな動き、それに
日本も経済大国となって、こうした世界の動きと

理科年表 2022 国立天文台【編】 丸善出版

「平年値」が10年ぶりに更新され、「気象部」が10
年に一度の大改訂！また気象災害、火山、地震
の情報をこの一冊で網羅。サイエンスに関する
ホットな話題が読める「トピックス」も盛りだくさん
に、各分野最新データに更新し、これまで以上に
信頼できる自然科学を網羅したデータブック最新

いかにして問題をとくか 0 G．ポリア【著】 丸善出版

1954年（昭和29年）に初版を刊行して以来、半世
紀の時を超え読み継がれている不朽の名著。未
知の問題と出会った時の解決方法を数学的論理
プロセスで順を追って解説してゆく。数学の世界
だけでなくビジネスシーンなど実社会で起きてい
る課題の解決にも応用できる書としてその評価は

先生、物理っておもしろいんですか? 0
パリティ編集委員
会【編】

丸善出版

物理系の大学の先生、研究者を中心に物理に関
わる６９人の方々に、「物理は本当におもしろいの
でしょうか？」「物理をおもしろいと思うのはなぜな
のでしょう？」「高校生に、『大人になって使うこと
もないのに、なんで物理なんてやらなくてはいけ
ないのか』と聞かれたら、何と答えますか？」「な
ぜ物理を続けているのですか？」という質問をぶ
つけてみました。物理科学雑誌「パリティ」の人気

星を楽しむ 双眼鏡で星空観察 0

月、星、彗星、星
雲・星団、星座を
めぐって星空さん
ぽ

大野裕明 誠文堂新光社

双眼鏡の使いかたと、双眼鏡を使って楽しむ星空

  観察のコツがわかる！  天体望遠鏡がなければ
天体観測ができないと思っている人がほとんどで
すが、双眼鏡があれば、手軽に星空楽しむことが

 できます。 スポーツ観戦やバードウォッチングな
どで使っている双眼鏡で、星座さがしや、惑星、
星雲・星団、彗星などの星空観察を楽しむことが

  できるのです。  じつは天体望遠鏡で星をのぞく
と、像が逆になって星を捕らえるのが難しかった
り、望遠鏡が大きいので保管が大変だったりする

 難点があります。 一方、双眼鏡はコンパクトで、

人間は、いちばん変な動物である 0
世界の見方が変
わる生物学講義

ヤマケイ文庫 日髙敏隆 山と溪谷社

ベストセラー『絶滅の人類史』（NHK新書）、『若い
読者に贈る美しい生物学講義』（ダイヤモンド社）

  著者、更科功氏推薦！！人間とは、いったいどう

 いう生き物なのか？動物行動学の泰斗である著

 者が、生物としての「人間」を、容姿・言語・社会な
どの話題をさまざまに展開しながら、わかりやす

  い言葉で語る。ドーキンスの利己的な遺伝子、

 ダーウィンの進化論、チョムスキーの生成文法、
ヴァ―・ヴェーレンの赤の女王説など、生物学の
基本的な理論も、本書を読めばユーモアを交えた

 解説で楽しく理解できる。著者が京都精華大学で

医学論文の読み方2.0 0

論文を批判的に
吟味し臨床適用
するためのLetter
の書き方

片岡裕貴 中外医学社

“論文を読んで理解する”ということはどういうこと
か．本書は，そんな問いに答えてくれます．これま
で一度も論文を書いた経験のない人でも，論文に
対するコメントを“Letter”として投稿することで，
ただ論文を読んで終わる「読み方1.0」から，読ん
だ論文を解釈し文章にすることで理解する「読み
方2.0」へ進化させることができます．その具体的
な方法について，成功例や失敗例など実際の事
例を紹介しながら詳しく解説します．
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「見た目」が気になる！症候群 0

他人にどう思われ
るか、とても気に
なる心から自由に
なれる本

水島広子 主婦と生活社

10代、20代の若者を中心に、「自分が他人にどう
思われるかが気になってしかたがない」人たちが
急増、「見た目」は時代のキーワードになっていま
す。“つまらない人”“おもしろくない人”“空気の読
めない人”とは呼ばれたくない、そして嫌われたく
ない――その思いが強すぎて、人前で本来の自
分とは違うキャラを演じたり、必死にメールの返信
をしたり、はたまたダイエットに励んだり……。本
書は精神科医である著者が、そんな不安にさい
なまれる人たちを「見た目」が気になる！症候群
として、その心理の深層に潜む“プチ・トラウマ”の

ナスさんが答える！　ぴんとくるお悩み相談室 0 ぷろぺら 南山堂

看護師向けサイトで大人気連載中のマンガ『ぴん
とこなーす』に登場するキャラクターのナスさんや
ワカさんが、看護師なら誰もが抱く人間関係や業
務などについてのさまざまなお悩みにビシッ！と

 答えていきます。読めばきっと「また、明日からも
頑張ろう！」って思えるはず。

イラストでまるわかり！　健康診断・保健指導パーフェ
クトBOOK

2019年春季
増刊

検査所見一覧＆
そのまま使える面
談用シートつき

産業保健と看護 畑中純子【監修】 メディカ出版

 【健診も指導もこの１冊でしっかり身に付く！】企
業の健康診断は実施が義務付けられ、種類も多
岐にわたる。健診後の保健指導も必要で、産業
保健・看護職の業務は幅広く、その役割は大き
い。本書は健康診断の準備から押さえておきたい
検査所見、事後措置や保健指導のコツまで、他

 書にはないノウハウを網羅する。以下の図表は

 許諾の関係により掲載しておりません・p.85　表1 

 日本糖尿病学会の判定区分・p.87　図1 血糖コン
トロール目標（65 歳以上の高齢者については「高

伝え方の処方せん 0
服薬指導に困っ
ていたら薬の妖
精があらわれた

油沼【漫画】 南山堂

「患者さんに伝えたいことが、うまく表現できてい

 ない気がする…」悩む薬剤師のもとに現れる薬の
妖精“ヤクシー”が、服薬指導のポイントや落とし
穴など「伝え方」のヒントをくれる！薬剤師が伝え
るべきこと、薬剤師が伝えたいことがわかる医療

かんたん合格 ITパスポート教科書 令和4年度
かんたん合格シ
リーズ

坂下夕里 インプレス

全ての章と節の冒頭に「かんたん合格メソッド」を
掲載。章のメソッドでは、各章で解説する分野の
平均出題数と対策方法、節のメソッドでは、各節
で解説する内容のうち直近で出題のあった項目と
対策方法を紹介しています。最新の出題傾向を
正しく把握し、適切な対策方法を知ることで、効率
良く合格に必要な知識を身に付けられます。広大
な出題範囲をよく出る項目に絞り、なおかつITに
あまりなじみのない方でも“わかる言葉”で解説し
ているので、挫折せずに最後まで学習できます。
せっかく学習したのに「覚えたところと違う箇所が

ウェブ解析士認定試験公式問題集 2022年版
ウェブ解析士協
会カリキュラム委
員会

インプレス

ウェブ解析士認定試験公式テキストに準拠した最
新の公式問題集<br><br>本書は、ウェブ解析を
実践するための知識保有度を測る資格「ウェブ解
析士認定試験」対策問題集です。<br>この問題
集は、一般社団法人ウェブ解析士協会が発売す
る最新の『ウェブ解析士認定試験公式テキスト』
に準拠しています。<br>公式テキストをよく読んだ
うえで、理解度を確認するためにご活用ください。
<br><br>分野別に、実際に出題された問題や、こ
から出題される可能性のある問題を収録していま
す。<br>試験対策にはもちろん、ウェブ解析の仕

徹底攻略 ITパスポート教科書＋模擬問題 令和4年度
徹底攻略シリー
ズ

間久保恭子 インプレス

<b>☆☆☆ 最新試験範囲【シラバス Ver.6.0】に完
全対応! ☆☆☆</b><br>ITパスポート過去問題
集で<b>実績ナンバー1の著者</b>がていねいに
解説!<br><br>●<b>過去問題集の著者</b>とし
て定評の<b>間久保 恭子先生</b>による<b>全
試験範囲網羅型</b>の教科書<br>●<b>高等学
校の「情報Ⅰ」</b>に対応する新シラバス6.0に完
全対応。<b>擬似プログラミング言語の問題も分
かりやすく解説</b><br>●<b>仮説検定、Jアラー
ト、AI利活用ガイドライン、スマ

人間中心設計イントロダクション 0 郷健太郎 近代科学社

人間中心設計：HCDがモノづくりの最適解を導き
出す!<br>本書は人間中心設計(human-centered 
design, HCD)を学ぶ主に工学部系の学生に向け
た教科書・解説書。<br>HCDは、製品の良し悪し
を左右する「ユーザとモノとのインタラクション」を
効率的に最適化するための手段であり、特にコン
ピュータ製品の開発に不可欠な概念となりつつあ
る。<br>本書前半ではHCDの概要を押さえるとと
もに、最終的な製品、それを使うユーザ、使いや
すさの基準等を解説。後半では調査や評価など、

技術士第一次試験基礎・適性科目　完全解答 2022年版 オーム社【編】 オーム社

 最新7回分の問題・模範解答を完全収録！　本書
は、平成28年度から令和3年度までの最新7回分
（令和元年度再試験分を含む過去6年間）に出題
された基礎科目210問、適性科目105問の全問題

 と模範解答を収録しています。　近年の基礎・適
性科目では、過去問題や類似問題が多く出題さ
れています。本書収録の過去問題を学習し、合

先輩に聞かずに9割解決できるグラフィックデザイン超
基礎

0

デザイン初心者
のための
Photoshop 
Illustrator

Power Design 
Inc.【著】

インプレス

新人デザイナーや、宣伝広報など社内デザイン
担当者の方向けのPhotoshop、Illusutratorガイ
ド。<br><br>QA形式で疑問点を先輩に教わって
いる感覚で解説しているのが特徴で、ポスター、
Webバナーなど実際の業務での制作物を前提
に、ソフトの画面の見方からデータの作り方、
データの書き出し、印刷入稿方法、デザイン知識
まで、現場のリアルな仕事を解説しています。
WebやSNSの画像作り、印刷物のデータ入稿と
いった業務におすすめ。<br><br>多忙で質問しに

ワイン語辞典 0

ワインにまつわる
言葉をイラストと
豆知識で味わい
深く読み解く

中濱潤子【著】 誠文堂新光社

ワインは好きだけれど、覚えることがものすごく多

  くて、敷居が高い。  おいしいワイン、本当に自分
に合うワインを探している、世界のワインのざっと
した状況を把握したい、世界にはどれほどの種類
のワインがあるの、産地による違いって何? 最近

 はやりの「ナチュラルワイン」ってどんなもの? ワイ
ンはやっぱり「うんちく」、お酒の席でみんなをあっ
と言わせたい、ワインの向こうにいて、その姿が

  見えない「造り手」の素顔を知りたい。  ……ワイ
ンについては入門書から専門書まで数多くの本
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シンプル思考ですっきり身軽に暮らす 0 マイナビ文庫 やまぐちせいこ マイナビ出版

 大人気ブログ「少ない物ですっきり暮らす」 ミニマ

 リスト・やまさんの好評既刊『シンプル思考ですっ

  きり身軽に暮らす』の文庫版が登場！ 家族4人の
「持たない暮らし」から、引っ越しを経て義理の両

 親との同居をスタートさせたやまさん。新しい土地
や住まいでも、「持たない暮らし」で身に着いたシ
ンプル思考で、家族で身軽に暮らす様子を綴りま

   す。・モノで「素敵な暮らし」は手に入らない・片づ

 けられない家族の「片づくしくみ」・家事の「欲」を

  捨てる・「何もしない」という愛情・お互い「もっ

朝ごはんのアイデア365日 0

組み合わせ&アレ
ンジで、レパート
リーがいっきに増
える！

森田佐和子 誠文堂新光社

本書の特徴は、とにかくレシピのバリエーションと

 アレンジアイデアが多いこと。 「ごはん」や「パン」
の主食から、「たまご」「野菜」「肉・魚」「缶詰・練り

 物」や便利な「常備菜」のおかず、 「みそ汁・スー
プ」など汁物、「スムージー」などドリンク、「パン

 ケーキ」「ヨーグルト」などデザートまで、 誰もが
知っている定番朝ごはんに、かんたんアレンジを
加えるだけで、マンネリ化しがちな毎日のメニュー

 にも、いっきにレパートリーが増えます。 「包丁い
らず」「火を使わない」「チンするだけ」など時短ア

野菜たっぷり具だくさんの主役パスタ150 0
これ１品で献立い
らず！

エダジュン 誠文堂新光社

本書は、「洋風パスタ」「和風パスタ」「エスニック
パスタ」「中華、韓国パスタ」「１つの食材で作るシ
ンプルパスタ」の計５章立てのもと、具だくさんで
おなかいっぱいになれる、栄養満点のパスタレシ

  ピを紹介する一冊です。  ２人分の量を１人分の
麺（100g）で作るから、糖質オフができてカロリー

  を抑えられるのもうれしいポイント。  身近で手に
入れやすいスパゲティをメインに、トマトやクリー
ムベースの定番パスタ、夏にぴったりの冷製パス
タ、ゆでて食材と和えるだけのお手軽パスタな

おもてなし&持ち寄りフィンガーフード200 0

パーティーや家呑
みシーンで気の
利く華やかなひと
口サイズの料理

浜裕子 誠文堂新光社

ホームパーティーのもてなし＆持ち寄りにぴった

  り！ フィンガーフードの決定版  近年増えている

 ホームパーティー。 もてなす側として食卓をコー
ディネートしたことやゲストとして料理を持ち寄っ

 たことがあるのでは？ そんな楽しい時間におす
すめの料理が片手でつまめる小さなポーションの

 「フィンガーフード」。 パーティーはもちろんのこ
と、手軽なサイズ、量なので家呑みのおつまみに

  も使えます。  本書では時短・手軽に作れるもの
から手の込んだ目にも楽しいものまで200のレシ

世界のサンドイッチ図鑑 0
意外な組み合わ
せが楽しいご当
地レシピ355

佐藤政人 誠文堂新光社

サンドイッチは世界でもっとも人気のある食べ物

 のひとつです。 コンビニなどでさまざまなサンド

 イッチが売られていることからも分かるように、 日

  本でも身近な存在となっています。  日本では、
ティー・サンドイッチ、フィンガー・サンドイッチと呼

 ばれる英国発祥のサンドイッチが一般的で、 ほ
かにはハンバーガー、日本独自の焼きそばパン、
カツサンド、アメリカのチェーン店のサンドイッチな

 どがありますが、 種類の多さという点では世界に

  遠く及びません。  本書は、日本でも市民権を得

野菜たっぷり具だくさんの主役サンド150 0
これ１品で献立い
らず！

エダジュン 誠文堂新光社

本書は、主役スープ、サラダ、パスタに続く「主

 役」シリーズ第４弾です。 「洋風サンド」「和風サン
ド」「エスニックサンド」「中華、韓国サンド」「フルー
ツサンド」の５章立てのもと、野菜や肉、魚をふん
だんに使った、具だくさんで栄養満点のサンドレ

  シピを紹介します。  食パンやサンドイッチ用パン
を使った定番のサンドイッチはもちろん、バゲット
やベーグル、ロールパン、ホットドッグパン、イン
グリッシュマフィンなど、パン好きにはたまらない、

  さまざまなパンを楽しめる１冊になっています。  

写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 0
病害虫対策　決
定版!!

草間祐輔 誠文堂新光社

  野菜・果樹の病害虫対策の決定版!  病気の症状
や害虫が寄生している姿をとらえた写真ととも

 に、その対処方法を紹介。 農薬を使う防除から、
農薬をつかわない防除の方法まで、読者が対策

 を選ぶことができる。 指定農薬についても最新の

愛犬をケガや病気から守る本 0
犬にも人にも優し
い飼い方のメソッ
ド

愛犬の友編集部
【編】

誠文堂新光社

何気ない普通の飼い方が、実は愛犬の身体と心

  の健康を害しているかもしれません。自宅のフ
ローリングやソファ・階段の上り下り、いつもの
抱っこや遊び方一つにも、大きな危険が隠れてい

 ます。思いがけない大けがや、今はなんともなく
ても、将来、寝たきりや痴呆を招くことさえありま

  す。正しい抱き方や遊び方、日常のケアに、あら
ゆる病気のもととなるストレスの軽減方など、愛
犬が幸せな犬生をおくるために、普段から気をつ
けておきたい愛犬が幸せな犬生をおくるために、
普段から気をつけておきたいことはたくさんありま

チンチラ、飼いはじめました！ 0
マンガでわかるも
ふもふ小動物た
ちの飼育書

鈴木理恵 誠文堂新光社

 「チンチラってなつくの？」 「ふだんはなにしてる

 の？」 不思議かわいいチンチラの飼い方をマン

  ガで解説！  チンチラの「とにかく自慢できる３大
ポイント」は、すばらしい毛並み、頭脳明晰、長寿

 です。 ところが、どの魅力も実はあまりよく知られ

 ていません。 ふわふわでまんまる、顔もおてても
ちんまりかわいくて、きっとおとなしい生き物に違
いないと思っている人も多いのではないでしょう

  か。  本書では、日本で唯一のチンチラ専門店
「Royal Chinchilla」のプロデューサーでもある著者

私、山の猟師になりました。 0
一人前になるワ
ザをベテラン猟師
が教えます！

三好かやの 誠文堂新光社

狩猟や罠に興味を持つ人が増えていますが、実
際に免許を取得してから技術を体得する方法は

  あまり知られていません。  実際に猟師になり、狩
猟を実践できるようになった人の体験談から、ど

  うしたら技術を体得できるかを紹介します。  ま
た、捕らえた獲物を肉として食べるための処理方

  法や衛生管理もまとめています。  なぜ猟師とし
て狩猟をするのか、山と獣と人間の関係・いとな
みについて、ハンターからのリアルなメッセージ
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シン・営業力 0 天野眞也
クロスメディア・
パブリッシング

<b>///「営業しない営業」メソッドを身につけよう
///</b><br><br>「こちらが営業しようと思ってい
ないのに、お客様のほうから買いたいと言ってく
れる」――そんなシチュエーションは、営業からし
たら、これ以上ない理想の形でしょう。本書は、そ
んな営業の理想に近づくための方法論を展開し
ていきます。そのためには「戦略眼」と「観察眼」を
身につける必要があります。そして、「情報力」で
差をつけます。このことについては、順を追って丁
寧に解説しますので、あなたが本書を読み終える
ころには、これからの時代の営業力がわ

筆ペンで書く お店のゆる文字 0

欲しくなる、買い
たくなる、気分が
あがる文字の書
き方

宇田川一美 誠文堂新光社

お店で役立つ「ゆる文字」を、たくさんのアイデア

  と共に紹介。  食べ物はおいしく見せる文字のコ
ツを、イベント告知では気分があがる参加したくな
る文字のコツを、本や雑貨などのPOPには買いた
くなる欲しくなる文字の書き方のコツを紹介しま

  す。  お弁当のつつみ紙やお惣菜に沿える文字
でおいしく見せるには文字の中に丸身を多用した
り、楽しさを表現するには文字の左右を上にあげ
るなど、それぞれの用途にあわせた書き方のコツ

  も掲載。  小さなお店から、大きなお店まで、小物
作家、ホテル、レストラン、書店、イベント、農家

テツ語辞典 0

鉄道にまつわる
言葉をイラストと
豆知識でプァー
ン！と読み解く

池田邦彦 誠文堂新光社

鉄道ファンが思わずニヤリとする用語をイラストと

 ともに辞典形式で紹介。 車両、線路、施設などの
専門用語ほか、愛好家同士で通用する造語ま

  で、約900語を収録しました。  用語解説は、鉄道
ライターの栗原景氏、イラストは、『カレチ』をはじ
めとする数々の鉄道マンガを生み出している池田

 邦彦氏の手によるもの。 風情がありながらも正
確なイラストが全ページに散りばめられていま

  す。  さまざまな角度から鉄道を楽しめるコラムも

 豊富。 初心者からマニアまであらゆる鉄道ファン

観光英検2級の精選過去問題 0

全国語学ビジネ
ス観光教育協会
観光英検セン
ター【編】

三修社

実際に出題された観光英検２級の過去問題から
特に学習効果の高い設問を精選し、3回分の試
験問題（筆記とリスニング）として再構成したオ
フィシャルな問題集。筆記試験・リスニング試験の
一問毎に詳しい解説付き。リスニング試験問題は
出版社サイトからダウンロード可能。巻末付録と
して「観光英検１級」の試験概要と出題例を掲

観光英検3級の精選過去問題 0

全国語学ビジネ
ス観光教育協会
観光英検セン
ター【編】

三修社

実際に出題された観光英検３級の過去問題から
特に学習効果の高い設問を精選し、3回分の試
験問題（筆記とリスニング）として再構成したオ
フィシャルな問題集。筆記試験・リスニング試験の
一問毎に詳しい解説付き。リスニング試験問題は
出版社サイトからダウンロード可能。

攻殻機動隊論 0 藤田直哉 作品社

 金字塔を徹底解剖。サイバーテロ、AI、フェイク
ニュース、SNS、仮想空間（メタヴァース）、ポスト・
ヒューマン…、30年前に予言し、未来を創造し続

 けるSF。イーロン・マスクに影響を与え、ハリウッ
ドを触発し、現実を進化させた、Seriesの作品世
界を徹底解剖。その内在する力と日本文化の根

  本をえぐる、著者構想10年、畢生の書。【「攻殻機

 動隊」シリーズとは？】『攻殻機動隊』（こうかくき
どうたい、英語タイトル：GHOST IN THE SHELL）
は、士郎正宗による漫画作品とそれから派生した

週末をもっと楽しく！ 予算1万円で行く写真旅 0
デジタルカメラマ
ガジン編集部
【編】

インプレス

ウィークデーを忙しく過ごしているサラリーマンや
主婦が、撮影旅行に出掛けられるのは週末のみ

 で、使える予算も1万円程度。<br>「今度の週末
は、1万円でどこに行こう？」<br>1万円という限ら
れた予算の中で写真を撮りに行くための旅プラン
を計画し、写真とともに旅日記を紹介。1万円とい
う低予算、かつ限られた時間の小旅行でもカメラ
があるだけで充実度と満足度は飛躍的にアップし
ます。<br>なぎら 健壱、川村 エミコ、井澤 詩織、
川口 葉子、沖 昌之、小林 紀晴、田島 知華、魚

まねる写真術 0

アート写真から名
画、広告フォト、
ファッション誌ま
で、「まねポイン
ト」をつかめば、
写真がぐんぐん
上手くなる！

河野鉄平 翔泳社 ２７作品のエモーショナルな写真撮影塾。

誰でもできる草木染めレッスン 0 箕輪直子 誠文堂新光社

容器や道具、基本の染め方などをまとめた草木

 染の入門書です。 染料とは何かから始まり、草
木染めに必要な容器や道具類、染める前の下準
備から染め方の基本までも細かく解説しているの
で、草木染めをやってみようと思っている方のた

 めのガイドブックとも言える内容です。 その他、基
本をおさえた上でのさまざまな染めの技法、染色
の材料紹介、染色見本帳、染色例なども紹介した
入門編として最適な一冊となっています。

バレエ語辞典 0

バレエにまつわる
ことばをイラストと
豆知識で踊りなが
ら読み解く

富永明子【著】 誠文堂新光社

子供のころからクラシックバレエを習い、バレエの
舞台も数多く観てきたフリーライターが、改めてバ
レエの魅力を掘り下げるべく、専門家の協力を得

  ながらまとめあげた辞典形式の一冊です。  素敵
なイラストを添えながら、観る人も踊る人も含め、
バレエを趣味とするときに「知っておきたい用語」

   を掲載しています。  掲載する用語はさまざま！ 
クラシックバレエ誕生から現代までの歴史をひも
解きつつ、バレエの代表的な演目や役柄、振付
家やダンサー、舞台用語から踊るうえでも観るた
めにも知っておきたいパ（ステップ）の名称やトリ

マンガでわかる能・狂言 0

あらすじから見ど
ころ、なぜか眠気
を誘う理由まで全
部わかる！

マンガでわかる
能・狂言編集部
【編】

誠文堂新光社

なぜ「能」と「狂言」はセットになることが多いの？ 
初心者はどこに注目すれば楽しめる？ 難しそう
だけど理解できる？ 眠くなったらどうしよう…。  
名曲「野宮」を一曲丸ごと解説しながら、能の番
組の見どころや衣装、作り物の鑑賞ポイントを紹
介します。 初心者におすすめの短めの番組や、
印象的なヒーロー、ヒロインの登場するお話、押さ
えておきたい名曲などのあらすじと注目ポイントを
紹介。 また、小学校の教科書にも載っている人
気狂言も掲載します。  観る前に読んでも、観て
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マンガでわかる文楽 0

あらすじから見ど
ころ、歌舞伎との
違いまで全部わ
かる

マンガでわかる
文楽編集部【編】

誠文堂新光社

人形たちの織りなす時代劇ミュージカルは、笑い
あり、涙あり、忠義あり、愛も裏切りもかたき討ち

  もなりすましも無理心中も、なんでもあり!  観劇に
気後れしがちな初心者さんでも、十分楽しめる鑑

 賞ポイントを紹介します。 どこでチケットを買うの?　
ドレスコードはある?　人形劇ってそもそも面白い
の?　予習しなくてもストーリーはわかる?　などな

  ど、気になる点を解説。  また、劇場鑑賞ではお
世話になったことがある人も多いはず、イヤホン
ガイドの中の人が『仮名手本忠臣蔵』などの人気

マンガでわかる落語 0

古典落語のあら
すじ、寄席の楽し
み方が一目瞭
然！

春風亭昇吉【著】 誠文堂新光社

東大出身落語家が解説！　この本を読んでから
寄席に行けば、落語が120%楽しめる！  若い世
代からビジネスパーソンまで、人気のエンターテ
イメントとなっている落語。 ひとりで多くの登場人
物を演じわける落語は、落語家の話術からコミュ
ニケーションのスキルを学べるとあって、趣味とし
てだけでなく教養としても注目されています。 聞く
側に想像力や考える力が求めらることもあり、演
者とお客さんが双方で場をつくりあげるライブ感も
魅力のひとつです。  とはいえ噺の難しさや“寄
席”のマナーの無知などから、ハードルが高いと

ラグビー語辞典 0

ラグビーにまつわ
る言葉をイラスト
と豆知識を使い
ノーサイドの精神
で読み解く

斉藤健仁 誠文堂新光社

初心者にもやさしく、コアなファンも楽しめるラグ

  ビー用語辞典  これ一冊で、ワールドカップはもち
ろん大学、花園からトップリーグまで試合が100倍

  面白く観れる！  ルールやチーム、選手や戦術、
往年の名選手から「ラガーマンあるある」に至るま
で、ラグビーにまつわるあらゆる用語を約600語

 集めました。 DAZNのラグビー解説でもおなじみ
斉藤健仁氏が、ラグビーの基礎の基礎から、マニ
アックなネタまで、クスッと笑えるイラストとともに

 五十音順に解説しています。 用語解説の合間

プロ野球語辞典 0

プロ野球にまつわ
る言葉をイラスト
と豆知識でカッ
キーーンと読み解
く

長谷川晶一【著】 誠文堂新光社

ルールや球団、選手や球場、往年の名選手や歴
史的事件、ファン心理に至るまで、プロ野球にま

 つわるあらゆる用語を網羅。 12球団ファンクラブ
評論家（R）の長谷川晶一氏が、野球の基礎の基

 礎から、マニアックなネタまで丁寧に解説。 『野球
太郎』の表紙などでもおなじみの佐野文二郎氏に

 よる、クスっと笑えるイラストも満載。 写真を交え
ながら初心者にもやさしく、コアなファンも楽しめ

 る新しいスタイルの野球用語辞典! これ一冊で野

日本人とエベレスト 0
植村直己から栗
城史多まで

山と溪谷社【編】 山と溪谷社

日本人のエベレスト登山50年を、初登頂や女性
初登頂、各ルートからの登頂、大量遭難、清掃登

 山、公募隊、最年少・最高齢登頂記録など、テー

 マに沿って解説する。日本人のエベレストをひと

   つの軸にして、50年の登山史を振り返る。■内容

 1章 日本人初登頂（1970年）2章 女性初登頂

 （1975年）3章 加藤保男の3シーズン登頂と死

  （1982年）4章 無酸素初登頂（1983年）5章 交差

 縦走（1988年）6章 バリエーションからの登頂

  (1993年）7章 公募隊の大量遭難（1996年）8章 清

ロングトレイルはじめました。 0
山や街道を何日
も歩いて旅をする

シェルパ斉藤【監
修】

誠文堂新光社

ロングトレイルとは長距離にわたって続く自然歩
道のこと。山や街道を歩きながら旅をし、地域の
自然や文化にふれることで、さまざまな体験を重
ねることができます。多様化するアウトドアアク
ティビティの中でも高い注目を集めています。本
書は、週末登山をきっかけにそのロングトレイル
に魅せられ、アメリカ三大ロングトレイルのひとつ
「パシフィック クレスト トレイル(PCT)」にチャレン
ジするに至った著者の実体験をもとに、ロングトレ
イルの基礎知識や楽しみ方、道具、おすすめコー
スなどを紹介していく体験談形式の入門書です。

プロガイドの新提案　バテない登山技術 0 野中径隆 山と溪谷社

自分の体と歩行に関する新しい知識を身につけ

  て、苦手を解消すればもう山でバテない！楽に歩
ける呼吸のしかた、筋肉の負担を減らす歩き方、
安定して下山するための秘訣、足の痛みを防ぐ

 靴の履き方、山小屋で快眠するコツなどなど、バ
テないための極意をプロの登山ガイドが教えま

    す。■内容まえがき　登山についてなぜ学ばなけ

  ればならないのか？第1章 「自分を知る」ことから

 登山は始まる 自分の能力を把握することが「バ

 テない登山」につながります自分の知らないこと
も見つめてみる／動画を撮影して歩き癖を可視

大相撲語辞典 0

相撲にまつわる
言葉をイラストと
豆知識でどすこい
と読み解く

福家聡子【著】 誠文堂新光社

  大相撲観戦のコツがひと目でわかる!  本書は観
戦歴20年以上の著者によるイラストたっぷりの絵

  辞典。  決まり手全82手+非技5つにはじまり、歴
史や道具、人、しきたり、所作など、相撲を観戦す
る上で知っておきたい事柄をかわいいイラストとと

  もにわかりやすく知ることができます。  「あごをか
ます」や「イカを決める」、「タニマチ」など、歴史あ
る相撲の世界では独特の用語も多く使われてい

 ますが、本書では用例とともに解説。 より深く相

  撲の世界に入っていけるでしょう。  本場所、地方

プレゼン基本の基本 0
心理学者が提案
するプレゼンリテ
ラシー

下野孝一 コロナ社

プレゼンの効率的なやり方・具体的な事例に加え
て，基本的な考え方：プレゼンリテラシーを解説す
る。心理学的背景に基づいて各プレゼン技術の
「理由」を示すことにより，読者が良いプレゼンを
行うための基礎をしっかり固める。

ビジネス英語リーディングの技術 0 音声DL付 江藤友佳
クロスメディア・ラ
ンゲージ

スムーズに英文が読めるようになるには、語彙
力・文法力の習得だけでなく、「ビジネス文書を読
むためのコツ」を押さえることも重要｡また、ビジネ
スにおいては「文書を読む→行動･対応する」こと
が１セットなので、本書ではただ英文を読む練習
だけでなく、ビジネス場面で次にどんな行動に移
るべきかも考える。<br><br>■音声mp3ファイル
について■<br>・本文で紹介している例文を収録
<br>・アメリカ英語のネイティブ２名（男女）による
ナレーション<br>・ナチュラルスピード<br>・日本

読む心・書く心 0
文章の心理学入
門　※合本版あり

心理学ジュニアラ
イブラリ 02

秋田喜代美 北大路書房

文章を読んだり書いたりする時に、心の中で何が
起こっているのだろうか。その心のしくみがわかる
と、読む時・書く時に自分の心を見つめるまなざし

 が変わってくる。※シリーズ合本版あり
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キクタン中国語　初中級編　中検3級レベル　改訂版 0
聞いて覚える中
国語単語帳

内田慶市 アルク

中国語単語帳の決定版「キクタン中国語」を、中
検の最新傾向に合わせて刷新しました。過去数
年間の中国語検定試験（中検）で使用されている
3級レベルの語彙やHSK（??水平考?）4～5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、初級後半（初中級）レベルで覚えて
ほしい単語896語を厳選。まとめて覚えたい単語
やよく使う方位詞・量詞など役立つコンテンツも多
数収載しています。例文音声も完全収録。

超初級から話せる　中国語声出しレッスン 0
キム・スノク【メ
ソッド考案】

アルク

【インプット】【インテイク】【アウトプット】の3ステッ
プでしっかり定着。1日の学習分量はたった3文。
音を聞いて、何度も発音して学ぶ「声出しメソッド」
で、360文の「話せる中国語フレーズ」を自分のも
のにしていきましょう。短く、声に出しやすい自然
なフレーズを厳選しています。自然なイントネー
ションや発音が身につき、自信を持って話せるよ

韓国語初級ドリル 0
読む、書く、聞く、
話す4つの力がぐ
んぐん伸びる！

キム・スノク HANA

好評だった『読む、書く、聞く、話す　4つの力がぐ
んぐん伸びる！　韓国語中級ドリル』の続編であ
り、初級学習者に向けた一冊です。前作の特徴
である、「4技能全般に悩みを持つ韓国語学習者
が、最短ルートで上達できるドリル形式」を引き継
ぎつつも、初級レベルに合わせた出題形式に拘り
ました。120?130wordsの文章（音声にして1～1分
30秒）を、4技能を駆使し学んでいくので、総合的
な韓国語力の底上げにつながります。使用する
文章はTOPIK Iレベルの語彙を中心に日常生活
で多用する表現を豊富に盛り込みました。韓国の

TOEIC L&R TEST 長文読解問題集　TARGET 900 0
本当にスコアが上
がる 900点レベル
の良問93問

野村知也 Ｊリサーチ出版

TOEIC L&amp;R TESTのPart7（長文読解パート）
を攻略するためのコンパクトサイズの問題集。
900点を突破するために必要なスキルを効率よく
身に着けられるようにするために、本番のPart7よ

 りも問題数の多い、26セット93問で構成。ただ単
に問題を解くのではなく、解法のポイントを意識し
ながら問題に取り組み、解説文を読むことで正解
に至る思考プロセスを学べる＝真の実力がつく

国連英検 特A級・A級 面接対策 0
日本国際連合協
会【編著】

三修社

多くの英語検定試験の中で最難関にあたる国連
英検特A級とA級。本書はその国連英検特A級とA
級の2次試験で実施されている面接の内容や合
格基準、攻略方法などを紹介している。総合的な
国際コミュニケーションスキルを問う国連英検なら
ではの特徴がよくわかり、かつ、英語上級者が、
国際人として議論できる英語レベルに達成するた
めの参考書としても役に立つ1冊。

国連英検過去問題集 特A級 0
2019-2020年度
実施

日本国際連合協
会【編著】

三修社

総合的な国際コミュニケーションスキルを問う国
連英検の過去問題集最新版。2019年度（第1回・
第2回）、2020年度（第2回）に実施された試験の
出題内容と解答・解説を完全収録。また、全問題
の詳細な解説を掲載。特Ａ級では英語力はもちろ
ん国際的に通用する知識・情報なども要求される
点に特徴がある。文化、経済等、多くの分野の問
題を自由に討論する能力が要求される。

国連英検過去問題集 A級 0
2019-2020年度
実施

日本国際連合協
会【編著】

三修社

総合的な国際コミュニケーションスキルを問う国
連英検の過去問題集最新版。2019年度（第1回・
第2回）、2020年度（第2回）に実施された試験の
出題内容と解答・解説を完全収録。また、全問題
の詳細な解説を掲載。Ａ級では英字新聞等の記
事、小説や劇の一場面などを短時間に理解す
る、あるテーマについて論理的にまとまった内容
を英文で表現する、外国人と日常の身近な出来
事、時事問題などに関して討論する能力が要求

国連英検過去問題集 B級 0
2019-2020年度
実施

日本国際連合協
会【編著】

三修社

総合的な国際コミュニケーションスキルを問う国
連英検の過去問題集最新版。2019年度（第1回・
第2回）、2020年度（第2回）に実施された試験の
出題内容と解答・解説を完全収録。また、全問題
の詳細な解説を掲載。B級では、英字新聞や雑誌
の比較的やさしい記事、日常生活で遭遇する場
面を扱った会話文、読みやすい随筆や短編小説
などが理解できる読解力が要求される。リスニン
グ問題の音声は、国連英検公式ウェブサイトから
再生またはダウンロードすることができる。

国連英検過去問題集 C級 0
2019-2020年度
実施

日本国際連合協
会【編著】

三修社

総合的な国際コミュニケーションスキルを問う国
連英検の過去問題集最新版。2019年度（第1回・
第2回）、2020年度（第2回）に実施された試験の
出題内容と解答・解説を完全収録。また、全問題
の詳細な解説を掲載。Ｃ級では、高校修了程度
の文法・文型に基づく英語の理解力が要求され
る。高校卒業程度認定試験（旧大検）において、
文部科学省はC級以上を英語資格として認定して
いる。リスニング問題の音声は、国連英検公式
ウェブサイトから再生またはダウンロードすること

国連英検過去問題集 D級 0
2019-2020年度
実施

日本国際連合協
会【編著】

三修社

総合的な国際コミュニケーションスキルを問う国
連英検の過去問題集最新版。2019年度（第1回・
第2回）、2020年度（第2回）に実施された試験の
出題内容と解答・解説を完全収録。また、全問題
の詳細な解説を掲載。?級では、高校1,2年程度
の文法・文型に基づく英語の理解力が要求され
る。リスニング問題の音声は、国連英検公式ウェ
ブサイトから再生またはダウンロードすることがで

国連英検過去問題集 E級 0
2019-2020年度
実施

日本国際連合協
会【編著】

三修社

総合的な国際コミュニケーションスキルを問う国
連英検の過去問題集最新版。2019年度（第1回・
第2回）、2020年度（第2回）に実施された試験の
出題内容と解答・解説を完全収録。また、全問題
の詳細な解説を掲載。Ｅ級では、中学修了程度
の文法・文型に基づく英語の理解力が要求され
る。リスニング問題の音声は、国連英検公式ウェ
ブサイトから再生またはダウンロードすることがで
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1カ月で攻略！ 大学入学共通テスト英語リスニング 0
英語の超人にな
る！アルク学参シ
リーズ

森田鉄也【監修】 アルク

共通テスト英語リスニングのスコアを上げたいけ
れど、ゆっくり対策している時間がない。そんな受
験生のために、１カ月前でも間に合うよう20日間
完成でプログラムされています。問題の流れをつ
かむ「聴く型」と、出題ポイントを攻略する「解く型」
の2段階学習によって、俯瞰的に問題をとらえな
がら個々の設問に早く正確に解答する「得点力」
を養います。2021年からの新傾向問題に完全対

新 キムタツの東大英語リスニング Basic 0
英語の超人にな
る！アルク学参シ
リーズ

木村達哉【監修・
執筆】

アルク

「聞き取れない理由」の分析法から指導し、多くの
受験生に活用された『キムタツの東大英語リスニ
ング BASIC』（2009年刊）が、最新の出題傾向を
反映してバージョンアップ。80語程度から、本番レ
ベルの500語程度まで、多様な発音の収録音声
で練習します。Structure（構造）、Sense（意味）、
Sound（発音）の3方向からの解説など、役に立つ

新 キムタツの東大英語リスニング Super 0
英語の超人にな
る！アルク学参シ
リーズ

木村達哉【監修・
執筆】

アルク

東大受験生必携のロングセラー『キムタツの東大
英語リスニング SUPER』（2008年刊）の改訂版。
最新の東大英語リスニング問題の傾向・形式を
反映しました。米・英・豪3か国のナレーションを収
録。音声スピードを3段階で徐々に上げ、さらに
「環境ノイズ」入りトラックではナレーションに自然
な雑音をかぶせてあります。本番試験の環境でも
英語音声に集中して、正しく意味を把握する力を

聴けば自分の気持ちが見えてくる英語スピーチ 0
世界共有の課題
リスニング

足立恵子 三修社

英語のリスニングスキルを磨きながら世界共有の
課題について考える。課題別に各国リーダーの
話題のスピーチを紹介しているので、社会問題に
ついて、いきなり英語で意見を言うことはむずか
しくとも、スピーチを聴くことで、自分の気持ちを整
理し言語化することを目指す。音声は出版社サイ
トからダウンロード可能。

中1英語をおさらいして話せるようになる本 0 高橋基治 アルク

「英語は中学で挫折した」「すっかり忘れたので一
からやり直したい」「ぜんぜん話せない」大人の学
習者が持つこんな悩みを解決します。英会話力
のコア中のコアである「中１英語」にターゲットを
絞り、文法の大事なところを凝縮した「おさらい」
解説を用意しました。時間がなくても効率的に学
べます。また、理解したことを会話に生かすトレー
ニングとして、日本語を英語に瞬間的に変換する
「クイックレスポンス」に取り組みます。

中2英語をおさらいして話せるようになる本 0 高橋基治 アルク

大人のための【やり直し英語の決定版】。英語を
話せないのは、文法を理解して終わるから。理解
したら即、アウトプットして脳に定着させましょう。
本書では、英会話に最低限必要な「中2英語」に
絞り「クイックレスポンス」に取り組みます。「過去
形くらいはわかるし、少しは話せる」という方に効
果的です。「まったく自信がない」という方は、同シ
リーズの「中１英語をおさらいして話せるようにな

新ゼロからスタート　フランス語　文法編 0
だれにでもわかる
文法と発音の基
本ルール

アテネ・フランセ
【責任編集】

Ｊリサーチ出版

フランス語語学学校の名門アテネ・フランセによ
る、はじめてフランス語を学習する初級者でも、無
理なく発音と初級の文法を学ぶことができる文法
入門書です。 本書は多くの文法事項を詰め込む
のではなく、はじめてフランス語を学ぶ人が理解
しておくべき項目にしぼって学習することができま
す。フランス語例文には読み方の補助としてカタ
カナ付き（ユニット15まで）なので、初心者でも安

ゼロからスタート　ロシア語　文法編 0
だれにでもわかる
文法と発音の基
本ルール

匹田剛【監修】 Ｊリサーチ出版

ロシア語ビギナーにピッタリのやさしいつくりで、ロ
シア語にはカタカナルビが付き、各課の新出単語
には発音記号が付く。解説の中では、名詞の性・
数、人称代名詞、動詞の活用など、ひとめでわか
る便利なチャートを豊富に掲載。さらに文法の基
礎を積み上げるための要点を「文法公式」として
提示し、スッキリ整理ができるようになっている。
ロシア語に特有で、日本人には難しく感じられる

 「格」についても、丁寧にわかりやすく解説。※電
子書籍版にはCDは付属しておりません。（音声ダ

ブックデザイナー鈴木一誌の生活と意見 0 鈴木一誌 誠文堂新光社

生活者そして知識人としてのデザイナー12年間

  のクロニクル。  長年にわたりブックデザイナーと
して活動し、デザイン、写真、映像についての批
評でも知られる著者が、2005年から2016年まで
の12年間にわたって日常や社会の諸相に巡らせ

 た思索の軌跡。 『at』『atプラス』『市民の意見』
『十勝毎日新聞』という三つの媒体に寄稿した連

 載エッセイと読書アンケートを中心に収録する。 
経済や情報のグローバル化を背景に、人々の価
値観や公共性の枠組みが大きく変容していった
時期に書かれたこれらのエッセイは、出版にかか
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