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茶の事典 大森正司 朝倉書店

中国では4000年，日本では800年といわれる茶の
歴史。茶は米とともに日本人の身体・健康を育
み，かつ茶の文化も創造し，生活に必需の飲料と
なった。茶の歴史から，世界的な流通・消費，文
化，茶の生産技術，科学と医学・健康，茶の審
査・評価・おいしい淹れ方，茶の料理への利用や
生活への応用まで幅広くとりあげる。読者はお茶
の製造から流通にかかわる実務者から，インスト
ラクター，農学・家政学の学生・研究者，茶に興味
のある一般読者まで。

郷土に伝わる民俗と信仰
地方史誌にとりあ
げられた民俗文
献目録

飯澤文夫【監修】 日外アソシエーツ

１９９７年から２０１４年までに日本各地の地方史
研究雑誌・地域文化誌に発表された「土地」の民
俗・信仰・祭礼・芸能に関する文献６５，７１５点を
収録。地名、寺院、神社、霊山、霊場、民俗行事
など見出し総数２１，７３４。公共図書館地域資料
コーナーの基本ツールに最適。地名・寺社名索引
付き。

地名でたどる郷土の歴史
地方史誌にとりあ
げられた地名文
献目録

飯澤文夫【監修】 日外アソシエーツ

２０００年から２０１４年までに日本各地の地方史
研究雑誌・地域文化誌に発表された「土地」の歴
史に関する文献６４，１２６点を収録。市区町村、
旧国・藩、山、川、施設名など地名総数２１，８９
７。公共図書館地域資料コーナーの基本ツール
に最適。

発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・
手指の使い方

笹田哲 中央法規出版

姿勢や動作のぎこちなさ、体幹の弱さ、手指の不
器用さがある高校生・大学生等が、それらを改善
して、スムーズな動作を可能にするための体操、
動作のポイント等を紹介。学習や生活、就活でつ
まづきやすい動きを取り上げ、先生や保護者のた
めのサポートのコツも盛り込んだ。

自宅でできる自重筋力トレーニング 石井直方【監修】 マイナビ出版
筋肉を徹底的に追い込むための自重筋力トレー
ニングを完全網羅！

採用獲得のメソッド　はじめての転職ガイド　必ず成功
する転職

マイナビ転職2022
オフィシャル
BOOK

谷所健一郎 マイナビ出版 転職を成功させるには押さえるべき法則がある！

見て覚える！介護福祉士国試ナビ 2021
いとう総研資格
取得支援セン
ター【編】

中央法規出版

介護福祉士国試の科目を４つの領域に分類し、
図表やイラストなどを多用しながら、「試験の全体
像」をつかめるように解説。「勉強する時間が足り
ない」という受験者の悩みに応え、合格に向けて
「重要事項・頻出事項」を確実に記憶・理解してい
く効果的な勉強法を指南する。

魔女の薬草箱 西村佑子 山と溪谷社 魔女の正体を薬草という観点から解き明かす！

Q&A ドローンの法律知識
規制・事故責任・
トラブル対応等

伊澤文平 新日本法規出版

「規制区域で飛行させてしまった…。」「危険な飛
行とみなされてしまった…。」「目視外で飛行させ
てしまった…。」など日常的に起こりうる事故やト
ラブルへの対処法を解説しています。知らなかっ
たでは済まない規制を網羅しています。ドローン
ビジネスに精通する弁護士が豊富な経験に基づ
き執筆しています。

年率10%を達成する！ プロの「株」勉強法 栫井駿介 クロスメディア・パブリッシング

<b>　///「勉強する」というアプローチでまとめた、
ありそうでなかった株式入門! !///　</b><br>
<br> <b>勉強し続けた人だけが、投資のプロにな
れる。<br> そして、正しい勉強法、つまり正しいリ
サーチ、アプローチができた人だけが、この世界
について把握し、未来を切り拓くことができる。
<br> <br> 著者は、東大で最先端の金融理論を
学び、証券会社に就職。そこで投資銀行部門で
働いていました。しかし、そんな現場で働いていた
にもかかわらず、「株のことはさっぱりわからな
かった」と言います。結

スポーツ医学検定 公式テキスト 2級・3級　改訂版
スポーツを愛する
すべての人に

日本スポーツ医
学検定機構

東洋館出版社 スポーツ医学検定とは･･････

間違いだらけの緩和薬選び　Ver.4
費用対緩和を考
える

大津秀一 中外医学社

ロングセラーの最新版．第３版刊行から約３年半
ぶりの改訂です．新たな強オピオイド注射薬であ
るヒドロモルフォン注射薬，ナルデメジンに続く最
新の便秘薬など，新たな薬剤に関する情報を追
加しました．苦痛緩和とコストのバランスを重視し
た「費用対緩和」の思想を軸に，一般病院・大学
病院・在宅・ホスピス，そしてクリニックのすべてを
経験している著者ならではの総合的視点から，正
しい緩和薬の選び方に迫ります．
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家庭でできる転倒予防トレーニング 隆島研吾 法研

「転倒・骨折」は、高齢者にとって日常避けたい最
大の課題です。高齢になると体幹・四肢の筋肉や
運動神経が衰え、転倒しやすくなります。それが
原因で要介護になったり、寝たきりになったりしま
す。そこで「一生寝たきりにならない」ことを目標
に、生活の中で無理なくできる「転倒予防の運動」
を紹介します。体を動かすことが苦手な高齢者に
も継続していただける体操を中心に取り上げま
 す。

美容皮膚科医が教える「完全毛穴レス肌」を叶える8つ
の美肌習慣

山本周平 クロスメディア・パブリッシング

毛穴の黒ずみや開きなど、毛穴に悩まされる人
は少なくありません。美肌であれば年齢も若く見
えるし、美人にも見えるのに、毛穴ケアが正しくで
きていないばかりに、みすみす美人度を下げてし
まっています。<br>本書は、美容を専門とする現
役医師が毛穴を目立たなくして美肌をつくる「習
慣」について教える一冊。また、毛穴トラブルの原
因と対策、日頃できるホームケアはもちろん、美
容外科でできる施術までカバーするので、これ一
冊で毛穴のすべてがわかります。<br><br><br>第
1章：それが問題！ 毛穴トラブルを引き起こす12
 の悪

ボカロビギナーズ！ ボカロでDTM入門　第2版 OnDeck books
gcmstyle（アンメ
ルツP）

インプレスR&D

本書は2015年インプレスR&amp;Dより刊行した
『ボカロビギナーズ！ボカロでDTM入門 』の改訂
版です。<br>本書の目指すところは、「音楽制作、
DTMという趣味を一生モノとして楽しむこと」です。
<br>音楽の世界にも、ゴルフや将棋のように、プ
ロにはならなくてもその趣味を楽しんでいる方々
が大勢います。有名なクリエイターにならなくて
も、動画サイトに作品をアップすらしなくても、曲を
作ることができれば、ちょっと毎日が楽しくなると
いうメッセージをお届けしたいと思っています。
<br>前書から3年ほどが経過しまし

稼げる農業経営のススメ
地方創生としての
農政のしくみと未
来

新井毅 築地書館 若者の参入で持続可能な農業を作り出す！

国語辞典を食べ歩く サンキュータツオ 女子栄養大学出版部

本書では、学者芸人のサンキュータツオさんが
「ビッグ4」と呼ぶこの4冊の小型国語辞典を中心
に、中型国語辞典の『広辞苑』や『大辞林』、『大
辞泉』、大型国語辞典の『日本国語大辞典』など、
さまざまな辞典で食べ物にまつわる言葉を引き比
べています。引き比べると、「書かれなかったこと」
が見えてきます。「行間」が浮かび上がってきま
す。その行間を、おおいに楽しんで、味わってい
ただければ幸いです。この本をきっかけに、ぜひ
あなたも「国語辞典グルメ」に！

改訂版　もっとよくわかる！脳神経科学 2
やっぱり脳はとっ
てもスゴイのだ！

実験医学別冊
もっとよくわか
る！シリーズ

工藤佳久【著・
 画】

羊土社

全体像が楽しくつかめると評判の入門書が全面
改訂！研究の歴史や身近な例などを交えた解説
で，納得しながらすんなり理解．ポイントを絞った
ほどよいボリューム，ユーモアあふれるイラストだ
から，すいすい読める！

基本を学ぶ  コンピュータ概論 　改訂2版 安井浩之 オーム社
基本事項をコンパクトにまとめ，親切・丁寧に解説
したコンピュータの基礎の教科書！

できる　イラストで学ぶ 入社1年目からのExcel できるシリーズ きたみあきこ インプレス

本書はExcel初心者やExcelに苦手意識がある人
のための解説書です。Excelに備わった膨大な機
能の中から、ビジネスシーンでよく使われる“マス
トの機能”を厳選して解説しています。難しい機能
は使わず、仕事を効率化する方法を解説している
ため、初心者でも安心！<br>今さら聞けない
Excelの基礎知識から、よく使う数式や関数、視覚
に訴える分かりやすいグラフにするコツ、データを
データベースとして使う方法など、この一冊でしっ
かり身に付きます。<br>■しっかり身に付く秘訣!
本書の3つのポイント<br><br>

夢中がつくる学び 吉田雄一 東洋館出版社

子どもたちはしっかり話を聴いているけど、何か
教師にやらされているような授業になってしまう、
授業中にすぐに「できた」と言って、考えることをあ
きらめる子が多いなどに悩む先生へ。

夜ふけに読みたい動物たちのグリム童話 グリム兄弟【著】 平凡社

大人気「夜ふけに読みたいおとぎ話」最新巻はご
存じ「グリム童話」。おなじみアーサー・ラッカムの
美しい挿絵とともに、日本初訳作品や、ちょっぴり
大人向けの残酷な物語を収録。
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武器ではなく命の水をおくりたい　中村哲医師の生き
方

宮田律 平凡社
35年にわたってパキスタンとアフガンで人道支援
にあたった中村哲医師の生涯をたどりながら、そ
の生き方、考え方を伝える。

今さら聞けない中小企業経営のイロハを学ぶ　やさし
い経営改善の教科書

田中孝樹 クロスメディア・パブリッシング

<b>///会社が倒産する前に、経営の基本を問い
直してみる///<br><br></b>日本に存在する企業
の99.7%は中小企業である。世の中の大半の企業
は中小企業ということになるのだが、驚くべくこと
に、この企業群のなかで「まともに」経営していな
い企業が数多くあるという。2020年の倒産件数は
7,773件、休業・廃業数は49.698件。過去5年で倒
産件数は微減しているものの、休業・廃業数は増
加傾向にある。<br>このようなデータから仮説す
ると、少なくとも企業経営がまともにできていない
会社は毎年数十万の規模

日本鉄道風景地図鑑 別冊太陽 中井精也 平凡社

<b>■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。</b><br><br>鉄道とふるさとの情
景。鉄道と駅。鉄道と橋。人気鉄道写真家による
「鉄道のある絶景」写真集に、撮影地がすぐ調べ
られる「Super鉄道地形図」をセット。さあ地図鑑で
旅に出よう！

よくわかる 自信がつくプレゼンテーション　改訂2版
オンラインでも引
きつけて離さない
テクニック

よくわかるシリー
ズ

富士通ラーニン
グメディア

FOM出版

今までは対面でのプレゼンテーションが一般的で
したが、近ごろではテレワークへの移行が急加速
し、オンラインでのプレゼンテーションに切り替わ
りつつあります。この状況を受けて、本書は、オン
ラインや対面でのプレゼンテーションの企画から
実施、さらには実施後のフォローまでの一連の流
れの中で、必要な知識やスキルを習得いただけ
る内容となっています。<br>

破壊的イノベーションの起こし方
誰でも使えるアイ
デア創出フレーム
ワーク

松本勝 東洋経済新報社

破壊的イノベーションとは、「他者の幸せな人生」
をデザインすることである。ニーズとシーズの「新
結合」から新しいソリューションを生み出す、画期
的なメソッドを紹介！

男のヘルスマネジメント大全 石川雅俊 クロスメディア・パブリッシング（インプレス）

<b>医師が書いた健康管理の必読書！
</b><br>「自分はまだまだ大丈夫」と健康管理を
怠りがちな働き盛りの男性に向けて、基本的な健
康管理の知識から、男性ホルモンの低下・AGA・
EDなどの男性特有の健康リスクの問題まで、幅
広くカバーしています。最新の医学知識に基づい
た内容で、世の中の健康情報の間違いにも言及
しているため、健康管理の初心者はもちろん、健
康オタクな人も満足できる1冊です。<br><br>【構
成】<br>第１章　男の進化系ヘルスマネジメント
<br>第２章〝生活習慣病〟を攻略して健康長寿
を実現す

散歩が楽しくなる　空の手帳 森田正光【監修】 東京書籍
“スコール”はじつは……雨ではなく、強風のこ
 と！

目でみる数字 岡部敬史【文】 東京書籍
世の中の興味深い数字をビジュアル展開する写
真集。『目でみる』シリーズの最新刊！

3歳までに芽が出る、その子だけの個性
小さな子どものた
めの小さな保育
園

福井渉 クロスメディア・パブリッシング

<b>「3歳まで」と「3歳から」を分岐点に考える、子
ども主体の進路設計</b><br><br>人間の人格や
「心」の土台は、3歳までにおおよその部分が形成
されると考えられています。<br><br>乳児から1
歳、2歳へと進む段階は、心の土台となる自己肯
定感や非認知能力の「根っこ」の部分をていねい
に育んでいくことが大切です。<br><br>安心して
自分を発揮できる環境のもと、のびのびと過ごす
ことができれば、子どもが本当に好きなことや「そ
の子らしさ」といった、個性の部分をありありと見
せてくれるようになるはずです。

おうちストレスをためない習慣 杉岡充爾 クロスメディア・パブリッシング

家にいる時間が増えた現代人に、新たな不調が
生まれています。<br>それが「おうちストレス」で
す。<br>忙しい毎日で、家にいるときだけが唯一
の休息時間という人もいるでしょう。<br>ですが過
ごし方しだいで、そのおうち時間は「ストレスフル
な時間」になってしまいます。<br>おうち時間を
「ストレスフリー」にする秘訣は「疲労回復ホルモ
ン」に隠れています。<br>本書では家時間を「本
当の休息時間」にするために今日からできる67の
コツを紹介。<br>リモートワークの人はもちろん、
家で働くフリーランスの方、持ち帰り仕
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1週間でGoogleアナリティクス4の基礎が学べる本 窪田望 インプレス

大幅に改訂されたWebマーケティングツール<br>
「Googleアナリティクス4」の基礎と活用法を<br>
最前線のWebマーケッターたちがやさしく解
説!<br><br>本書は、Webマーケターのために
Googleアナリティクス4（GA4・ジーエーフォー）の
基礎知識を解説した入門書です。<br><br>2020
年10月に登場したGA4ですが、新機能や大幅に
アップデートされた機能も多く、Googleアナリティク
スを使いこなしていた多くのマーケターたちも混乱
されているのではないでしょうか。<br>そこで本書
では

利用者の“動き出し”を引き出すコミュニケーション
「動き出しは本人
から」を実践する
102の言葉

大堀具視 中央法規出版

１０２の場面での具体的な声かけをもとに、利用
者の言葉、表情、動き（＝動き出し）を引き出すた
めのコミュニケーションについて解説した一冊。
「動き出しは本人から」という、利用者主体の介護
を行うためのかかわり方のポイントがわかる。

未来を生きるための　読解力の強化書 佐藤優 クロスメディア・パブリッシング

仕事、人間関係、人生で「行間を読む力」がもっと
必要になる！本を読み、人間を読む。読解力を磨
くレッスン。本書の「はじめに」より一部抜粋。「読
解力」とは一般的にはテキストを読み解く力と考
えられていますが、私としてはもっと広い概念で考
えています。その「読解力」の詳しい内容は、本書
で明らかにするとして、とりあえずこの場で、ひと
言で言うならば、「相手を正しく理解し、適切に対
応する力」とでも言えるでしょうか。読解力の豊か
な人と仕事をすると、一を聞いて十を知るまでい
かずとも、こちらの意図を素早く察知して先回りし
てくれま

日本人のための英語入門
結論を先に言う練
習帳

三浦順治 東京書籍

日本語が染みついた日本人が英語を身に付けよ
うとするときに必ずぶち当たる宿命的な壁を越え
るための教科書。英語に苦労しながらアメリカへ
渡り20年以上を過ごし、ついにはアメリカの大学
で教鞭をとっていた著者が、英語を小から大へ、
修飾構造、文、段落、文章と、日本語と対照しな
がらその構造の違いを明確化し、そこから生じる
学習のつまずきを解消するための技術を伝授し
ます。最終的には、英語、日本語どちらの文章も
グローバル仕様に仕上げるためのワザが習得で
きます。知識の獲得だけで終わらないよう、随所
に練習問題を散りばめ、巻末には

SDGs時代の子育て・教育
幼少期からのエゴ
イズム克服法

成田孝 大学教育出版

環境破壊・貧困・飢餓・差別などにより、人間の生
存が脅かされていることが、SDGsが叫ばれる背
景にある。人間の生存を脅しているエゴイズムの
正体を明らかにし、幼少時からエゴイズムを克服
してSDGsを達成するための具体的な方法を示
 す。

エアライン入門
逆風で飛翔する
両翼

宮平望 大学教育出版

エアライン、特に航空機の歴史と航空産業の現状
を概観しつつ、関連の文学や映画にも焦点を当
て、宗教や心理学の視点も交え、客室乗務員CA
やグランドスタッフ、その他の航空関係会社への
就職希望者のためにも役立つ一冊。

プレステップキャリアデザイン　第5版
プレステップシ
リーズ 11

岩井洋 弘文堂

アクティブ・ラーニングで人生と就活を考える画期
的テキストに、新章「AIと仕事の未来」が登場！
初年次教育の第一人者が、アクティブ・ラーニン
グ（参加型教育）でキャリア指導するために開発し
た画期的テキストの最新版。就職活動で大切な
のはオリジナリティ。時代の先を見据えて自分の
人生プランとキャリア計画をじっくり考えるため
に、表現力を養成するワークが中心の実践型教
材です。

学び続ける教師の養成
成長観の変容とラ
イフヒストリー

姫野完治 大阪大学出版会

多忙化等により追いつめられている現代の教師
には、あるべき教師像をもとにした養成研修によ
る短期的な力量向上ではなく、経験による成長と
自らの成長観をくり返し創造していくことが求めら
れる。教員養成段階において学生が様々な教育
実践経験を積んでゆくプロセスを成長観という視
点から実証的に解明することで、レジリエンスを
向上させ、学び続ける教師を育むための教員養
成、教師研究のあり方について提言する。
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雇用と結婚・出産・子育て支援の経済学　オンデマンド
版

女性のワーク・ラ
イフ・バランス

足立泰美 大阪大学出版会

女性の就業を阻むものは、本当に結婚・出産や
子育てなどのライフイベントなのか。自治体間で
のさまざまな支援の相互作用をみながら、支援が
女性の就業にもたらす効果も明らかにした。逆
に、就業が女性に与える影響も、晩婚化、晩産
化、子どもの不登校、虐待、貧困に着目して分け
て検証し、行政の婚活支援が少子化に与えてい
る影響、若年女性の社会移動の傾向もみてい
る。今後の女性の就業支援を検討する素材が本
書にある。

教師・親のための子どもの心のケアの進め方
災害やコロナ禍で
も子どもが安心し
て過ごせるために

田中和代 黎明書房

コロナ禍や災害、突然の事故や犯罪、身近な人
の死、虐待やいじめなど、様々なストレスにより心
を傷めている子どものための心理的な支援の
他、子どもの気持ちに耳を傾けるスキル、話をす
る上でのスキル、簡単にできるリラクゼーションの
方法をわかりやすく紹介。最近よく耳にするHSP
（過敏体質）、発達障害（症）についても詳述。

思考を鍛える大学の学び入門　第2版
論理的な考え方・
書き方からキャリ
アデザインまで

井下千以子 慶應義塾大学出版会

大学での「学びの基本」を学びたい大学1、2年生
を対象とした好評解説書。付属のワークシートを
使いながら、学ぶとはどのようなことか、大学とは
どのようなところかを考え、調査・取材・レポート作
成・発表を通じて、学びの基本的スキルを身につ
ける構成。第2版では、自分が所属する学部（学
群・学系）で４年間何をどのように学んでいったら
いいのか、アカデミックプランニングについての内
容を追加。

セルフメディケーション／一般用医薬品・漢方薬・保健
機能食品

薬理・病態・薬物
治療

臨床薬学テキスト
シリーズ

乾賢一【監修】 中山書店
臨床現場の薬剤師には，薬理学的知識はもちろ
ん，国民の健康維持・増進を支援するための幅
広い知識が求められる．

中学生にもわかる 会社の創り方・拡げ方・売り方 宮嵜太郎 クロスメディア・パブリッシング

起業には、これからの社会を生きていくのに大切
な要素がたくさん含まれています。<br>そのやり
方と考え方を、書名の通り中学生でも理解できる
ように、可能な限りわかりやすくまとめたのが本書
です。<br><br><b>　▼「起業」は現代の必須科目
</b><br><br>人生100年時代においては、何歳か
らでも「必要なお金を稼ぐ能力」が重要になってき
ます。<br>ただ、インターネットなどの普及で起業
コストはますます下がり、アイデアと実行力さえあ
れば、それをビジネスとして立ち上げることが容
易になってきました。<br>

町田忍の銭湯パラダイス 町田忍 山と溪谷社
銭湯研究の第一人者・町田忍氏による、極めつ
けの銭湯ガイド。

人生100年時代　歯を長持ちさせる鉄則 魚田真弘 クロスメディア・パブリッシング

人生100年時代といわれる今。<br>体の寿命は
100年ですが、歯の寿命について考えたことはあ
りますか?<br><br>なんと、6歳に生えてくる奥歯
の平均寿命は51歳。一番長生きすると言われる
犬歯でも60歳となっているのです(2016年歯科疾
患実態調査)。<br>歯の寿命も年々延びていると
はいえ、考えてみれば、からだの寿命との差は40
年もある計算になります。<br>つまり高齢になると
大半の方は何本かの歯を失い、失った歯を補う
治療をされます。そして治療をする度に、さらに歯
を失って硬い物や歯応えのある物を制限

齋藤孝が読む　カーネギー『話し方入門』
22歳からの社会
人になる教室 3

齋藤孝 創元社
自信を持って人前で話す方法を説いた不朽のロ
ングセラー『カーネギー話し方入門』を、齋藤孝が
現代の若者へ向けて読み解く！

法的思考のススメ
大人になる君に
知ってもらいたい
こと

尾島史賢 関西大学出版部
筆者は、弁護士として活動する傍ら、法学部の専
門演習（ゼミ）などの演習科目も担当しており、２０
歳前後の学生と接する機会が多くあります。<br>

はじめてのデザイン思考
基本ＢＯＯＫ＆実
践ＣＡＲＤｓ

伊豆裕一 東京書籍 デザインはデザイナーのものだけじゃない。
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マンガと図解でよくわかる つみたてNISA＆iDeCo＆ふ
るさと納税

ゼロからはじめる
投資と節税入門

酒井富士子 インプレス

<b>賢いお金の増やし方、ツボとコツが丸わかり
</b><br><br>本書は、国の3大節税制度「つみた
てNISA」「iDeCo」「ふるさと納税」を活用して、投資
と節税の基本を学び、初心者を抜け出すための
書籍です。<br>3大制度を利用する際、難しいと
思われがちな投資と節税について、(1)マンガで自
分ごと化しやすく、(2)図解で理解しやすい、(3)具
体的に何をしたらよいのか答えがわかる、という3
つの柱からやさしく解説します。<br>人生100年時
代と言われ、「貯金や年金だけでやっていけるの
…？」という不安を

AX（アジャイル・トランスフォーメーション）戦略
次世代型現場力
の創造

ダレル・リグビー 東洋経済新報社

同時多発的アジャイルチームがもたらす驚きの効
果とは？変革のスピードを劇的に加速させる！経
営者のフラストレーションをなくす！現場のモチ
ベーションを高める！顧客の満足度を高める！

サクッとわかる ビジネス教養　お金の基本 杉山敏啓【監修】 新星出版社

本書は、特別な図解を見るだけで、人生や仕事に
必要なお金の基本知識が手に入ります。たとえ
ば、GDP、金利、円高・円安、日本銀行、税金、社
会保険株、債券、老後資金、相続、贈与、保険な
どについて、説明ができるレベルまで身につきま
 す。

しっかり食べてきれいになる　たんぱく質の作りおき&
ラク早おかず320

藤田聡【監修】 新星出版社

たんぱく質をとれば、やせる！健康になる！作り
おきとラク早レシピの組み合わせで、しっかり食べ
ながら目指す体型に近づけるレシピ集です。ダイ
エットや筋肉UPなど目的別の献立例つき。忙しく
ても続けられる、理想の体づくりをサポートする1
冊です。

イチバン親切なデッサンの教科書 上田耕造 新星出版社

鉛筆やパステル、木炭を使った基本となるデッサ
ンの仕方から、スケッチやクロッキーまで作例＆
親しみやすいイラストをふんだんに盛り込んで丁
寧に解説。またキャラクターを描く際に参考になる
トレーニング法や美術解剖学も紹介。初心者から
上級者まで、楽しめる１冊。

イチバン親切な油絵の教科書 上田耕造 新星出版社

静物・風景・人物・建物などテーマ別に、作品とし
て仕上げていくまでのプロセスを写真と丁寧な文
章で詳しく解説。多くの人が苦手なデッサンやモ
チーフの組み方などについても、著者手描きのイ
ラストをふんだんに使い、わかりやすく楽しくまと
めました。

パワポdeデザイン
PowerPointっぽさ
を脱却する新しい
アイデア

菅新汰 インプレス

PowerPointの知られざる「すごさ」をnoteや
Twitterで発信している菅新汰さんによる初のデ
ザインブック。従来の資料作成ソフトとしてのパワ
ポっぽさを脱却しながら、おしゃれな表現方法を
学ぶことができます。著者の魅力的な作例を通し
て必要なテクニックを学ぶことで、「こんなのがパ
ワポで作れるの？」と思わず言いたくなるスライ
ド、ポスター、動画、サムネイルなども簡単に作る
ことができるようになります。

世界一やさしい！アロマ図鑑 林真一郎【監修】 新星出版社

48精油がキャラになってアイドルデビュー？　精
油アイドル「ARM48」は、香りなど８つのグループ
に分かれて活動開始！　厳選した48精油それぞ
れの特徴や使い方をキャラとマンガでやさしく紹
介します。メンバーには、アロマテラピー検定の1
級と2級で出題される30精油も！　アロマの歴史
やセルフケアのしかた、注意点など、アロマの基
本ももちろん紹介！　いちばんやさしいアロマテラ
ピーの解説書です。

世界一ためになる！美容成分図鑑 佐藤薫【監修】 新星出版社

「美容成分」をキャラ化してやさしく解説する1冊。
ヒアルロン酸、セラミド、コラーゲン…、よく耳する
美容成分ですが、どのような効能があるのか、ど
う使えば効果的なのか、実はあまり知られていま
せん。“本当に効果があって、肌に必要なもの
は？”という観点から、身近な30点の美容成分を
キャラ化し、4コマ漫画とテキストでやさしく解説し
ます。漫画は人気イラストレーターの菜々子さん。



2022.02.01 購入電子書籍一覧

- 7/13 -

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

散歩が楽しくなる　花の手帳 稲垣栄洋【監修】 東京書籍

近所を歩くだけで、意外とたくさんの花々に出会う
のが散歩の楽しみ。身近な100種類の花の華麗
なる?!雑学を、道ばたに咲く花、学校や公園に咲く
花、庭や玄関先に咲く花、四季折々に咲く花、花
屋の店先に咲く花の５つの切り口に分けて写真と
共にたっぷり紹介。コロナ禍で遠出が出来なくて
も、身の回りの花々に出会い、手帳を眺めている
だけで心が癒されて面白い雑学も身に付く一石二
鳥のお散歩に必携のコンパクトな１冊です。

できる　Windows 11 できるシリーズ 法林岳之 インプレス

<b>◇-----------------------------------
--------◇<br>選ばれ続けて売上
No.1<br>Windows 11のことならこの1冊！<br>◇-
----------------------------------------
--◇</b><br><br>Windows 11は、従来の
Windows 10からより洗練されたデザインへと刷新
し、多様なライフスタイルに合わせて機能が強化
されたOSです。本書は、そんなWindows 11の基
本操作と便利な使い方をバランス

はじめての政治学　第3版 佐藤史郎 法律文化社

はじめて政治学を学ぶ人のためのコンパクトな入
門書。政治を自分たちの問題として身近に感じら
れるように平易でわかりやすい文章で解説し、イ
ラスト・図表にて概念を整理するなどの工夫を凝
らす。旧版刊行（2017年）以降の政治動向を踏ま
え全面的に補訂。

読まなければなにもはじまらない
いまから古典を
〈読む〉ために

木越治 文学通信
古典を「読んだ」と言うのは勇気がいる。自分なり
の古典の読み方を見つけるにはどうしたらいいの
だろう？

SNSで映えるマンガの描き方
CLIP STUDIO
PAINT PROで自
作しよう

ビーコムプラス
【編著】

オーム社 マンガに興味あれば誰でも描けるようになる!!

ミレニアル世代事業戦略

なぜ、これまでの
マーケティングは
うまくいかなかっ
たのか？

大石芳裕【監修・
 著】

白桃書房

ミレニアル世代の特徴や消費行動について，日
米，アジアの主要国で比較調査し，さらに日米企
業の12のマーケティング事例を紹介。企業がこの
世代に向けてマーケティング戦略を策定する上で
有用な情報を提供する。

Java 入門編　第3版
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

Ｊａｖａ１１対応。変数やｉｆ文、ｓｗｉｔｃｈ文による条件
分岐、ｆｏｒ文やｗｈｉｌｅ文を使った繰り返しから、クラ
スやメソッドの使い方、作り方まで、つまずきやす
いところをケアしながら解説。サンプルプログラム
は短くてシンプルなものを選び、何をしているのか
がよくわかるように、コメントをしっかりつけた。章
の最後に練習問題つき。

Java 実践編　第3版
アプリケーション
作りの基本

プログラミング学
習シリーズ

三谷純 翔泳社

Ｊａｖａ１１対応。例外処理やコレクション、ファイル
の読み書きといった、本格的なＪａｖａプログラムを
記述する際に知っておくべき基本を丁寧にわかり
やすく手ほどき。パッケージやスレッド、ラムダ式、
ＳｗｉｎｇによるＧＵＩアプリケーション作成、ネット
ワークなど、本格的なアプリケーションを作るため
に知っておきたい技術や、ガーベッジコレクション
といったプログラマとして押さえておきたい知識に
も触れている。

アフターコロナのマーケティング
混迷の時代を切り
開く、新しい消費
の動き

森泰一郎 翔泳社

ブランディング、ＰＲ、広告、商品企画など、企業
がとるべき戦略をデータ、事例からリアルに解
説。ニューノーマル時代を生き残るために必要な
戦略とは？

ビジュアル思考大全
問題解決のアイ
デアが湧き出る37
の技法

三澤直加 翔泳社

図にするだけで、わかる！伝わる！リモート会
議、プレゼン、意思疎通…もばっちり！百戦錬磨
のデザイナーが教えるヤバいノウハウ。仕事に使
える秘蔵メソッドテンプレート付。

国家資格キャリアコンサルタント学科試験 テキスト＆
問題集　第2版

EXAMPRESS
キャリア教科書

原田政樹 翔泳社

過去問を徹底分析！頻出ポイント“だけ”をバッチ
リ解説！便利な赤シート付き！いつでもどこでも
勉強できる！模擬問題で総仕上げ！合格までの
距離を確認しよう！
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基礎＆応用力をしっかり育成！Androidアプリ開発の
教科書　Java対応　第2版

なんちゃって開発
者にならないため
の実践ハンズオ
ン

CodeZine BOOKS 齊藤新三【著】 翔泳社

Ｊａｖａ言語の学習者を対象として、ハンズオン形
式でサンプルプログラムを作りながら、Ａｎｄｒｏｉｄ
アプリ開発に必要な基礎知識やＳＤＫの機能、プ
ログラミングテクニックを学ぶことができる書籍。
最新の開発環境Ａｎｄｒｏｉｄ　Ｓｔｕｄｉｏ　４を利用し、
アプリ開発の基本手順から、ビュー・アクティビ
ティ、イベント・リスナ、リストビュー・ダイアログ、
画面遷移・Ｉｎｔｅｎｔクラス、オプション・コンテキスト
メニュー、フラグメントの使い方など、ＳＤＫのバー
ジョンが上がっても通用する「Ａｎｄｒｏｉｄアプリ開発
の基礎力」を積み上げ

基礎＆応用力をしっかり育成！Androidアプリ開発の
教科書　Kotlin対応　第2版

なんちゃって開発
者にならないため
の実践ハンズオ
ン

CodeZine BOOKS 齊藤新三【著】 翔泳社

本書は、Ｋｏｔｌｉｎ言語の学習者を対象として、ハン
ズオン形式でサンプルプログラムを作りながら、Ａ
ｎｄｒｏｉｄアプリ開発に必要な基礎知識やＳＤＫの
機能、プログラミングテクニックを学ぶことができ
る書籍です。最新の開発環境Ａｎｄｒｏｉｄ　Ｓｔｕｄｉｏ
４を利用し、アプリ開発の基本手順から、ビュー・
アクティビティ、イベント・リスナ、リストビュー・ダイ
アログ、画面遷移・Ｉｎｔｅｎｔクラス、オプション・コン
テキストメニュー、フラグメントの使い方など、ＳＤ
Ｋのバージョンが上がっても通用する「Ａｎｄｒｏｉｄア
プリ開発の基

はじめての人工知能
Excelで体験しな
がら学ぶAI

淺井登 翔泳社

自分で動かすからよくわかる、専門知識を身につ
ける第一歩。今後ますますの発展が予想される
人工知能の技術を、はじめて学ぶための本。機
械学習をはじめ、ニューラルネットワーク、遺伝的
アルゴリズム、問題解決、ゲーム戦略、知識表現
など、人工知能を支えるそれぞれの分野の基礎
をつかむことができる。取り上げている各論は、
高専５年生向けの授業がもとになっている。

野田クリスタルのこんなゲームが作りたい！ Scratch
3.0対応

野田クリスタル インプレス

本書は、お笑い芸人であり、ゲームクリエイター
の顔も持つ野田クリスタルさんと、ゲームクリエイ
ター・廣瀬 豪さんがタッグを組み、Scratchを用い
た本格的なゲーム作りを解説した書籍です。アク
ションゲーム、カーレース、格闘アクションゲー
ム、シューティングゲーム、アクションRPGとバラ
エティーに富んだ5本のオリジナルゲームを収載
し、Scratchの基礎から初級～上級までのゲーム
作りを段階的に学ぶことができます。

森永卓郎の「マイクロ農業」のすすめ
都会を飛びだし、
「自産自消」で豊
かに暮らす

森永卓郎 農山漁村文化協会

コロナ禍の年、埼玉県所沢市で小さな畑を借りて
農業を始めた著者。新しいライフスタイルとして、
“トカイナカ”（都会と田舎の中間）での「自産自
消」を提言。資本主義の限界を「隣人の原理」で
軽やかに乗り超える。

どう考える？　種苗法
タネと苗の未来の
ために

農文協ブックレット
農山漁村文化協
 会【編】

農山漁村文化協会

種苗法改定案を巡って錯綜する議論を整理。品
種の海外流出防止と農家の自家増殖原則禁止を
分ける視点を提示。品種は単なる知的財産では
なく共有材であるという視点から育成者の権利と
農民の権利を共に守る道を示す。

食べる　つかう　あそぶ　庭にほしい木と草の本 散歩道でも楽しむ 草木屋 農山漁村文化協会

梅や柿など定番の庭木と、公園や散歩道で出合
うクワやマタタビ、ムクロジ、ドクダミやヨモギな
ど、庭にあると楽しい木と草、全51種の食べ方や
暮らしの利用、遊び方、やってくる鳥や虫の観察
ポイントを紹介します。

注文の多い料理店で学ぶ収益認識会計 金子裕子 中央経済社

“山猫たちの会話”で適用シーンがイメージでき
る。“要点スケッチ”で会計処理の重要ポイントが
わかる。“会計基準の解説”と“税務の取扱い”で
会計・税務の異同がわかる。“設例”の豊富な仕
訳や図解で具体的な処理がみえる。

図解＆設例　原価計算の本質と実務がわかる本 関浩一郎 中央経済社
「原価を知りたい」、さらには「実際に計算したい」
という欲求に応えるためにどのような本がいいの
か、そんな観点からつくり上げたのが本書です。



2022.02.01 購入電子書籍一覧

- 9/13 -

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

トポロジカル・インデックス　改訂版

フィボナッチ数か
らピタゴラスの三
角形までをつなぐ
新しい数学

細矢治夫 日本評論社
一見バラバラな概念の関係が、トポロジカル・イン
デックスから見えてくる――世界初の入門書を
いっそう充実させた改訂版。

算数・数学の基本常識
大切なのは数学
的センス

野﨑昭弘 日本評論社
“いま”を生き抜くには、《数学的センス》を土台に
して、論理的に考えることが大切。それを支える
のが算数・数学の基本的知識だ。

いつもの食材でゆるラク漢方レシピ213 櫻井大典 新星出版社

いつもの食材56品で作れる、カラダやココロの不
調に効くレシピをご紹介します。食材1つにつき
3?4レシピを掲載。書籍の冒頭では、食養生のき
ほん的な考え方を解説しているので、生活の中に
こんなふうに気軽に取り入れられるんだという気
づきにも。

改訂版　超入門　株の教科書 わかりやすさNo.1 岩本秀雄 新星出版社

株に投資をするときに、絶対に知っておきたい「株
の基本の“き&quot;」だけを厳選した手軽に読め
る本。オールカラーで、やわらかいタッチのイラス
トやマンガ、図版をふんだんに使用。株投資を始
めるときに有利なNISAをはじめ、口座の作り方、
税金など、株取引の流れを一通り解説。もちろ
ん、儲かる株を見つけためのポイントはていねい
に解説。さらに、自分に合った投資スタイルの見
つけ方にも言及。

医療・看護に携わる人のための人権・倫理読本 村岡潔 法律文化社

医療現場で生じる人権や倫理に関する問題に対
応することができるように法学・医学・看護学等の
基礎知識をわかりやすく解説。キーワードや図、
事例を用いて、知識やポイントをつかめるよう工
夫。ケース・スタディ編では応用問題を考える。

憲法のちから
身近な問題から
憲法の役割を考
える

中富公一【編著】 法律文化社

SNSへの書き込みはどこまで認められるか？表
現の自由など憲法の知識を社会生活の中で主体
的に考え活用できる力を養う。導入で学生の会話
による疑問を提示し、憲法の考え方や仕組みを
資料・図版を交えて解説する。

耳慣らし英語リスニング2週間集中ゼミ
小川直樹【監修・
執筆】

アルク

「こんな音のはず！」―その思いこみ、リスニング
を邪魔していませんか？すべての音が明瞭に聞
き取れるはず、という先入観を捨てましょう。英語
のセンテンスには「強」「弱」のリズムがあります。
弱く発音されるところは、「もともとはっきり発音さ
れていない」のです。など、 「英語の耳づくり」に
は、「知る」＋「聞く」＋「言ってみる」がすべて大
事！ この一冊がお役に立ちます。

よくわかる Excelではじめるデータ分析

関数・グラフ・ピ
ボットテーブルか
ら分析ツールまで
Microsoft Excel
2019／2016対応

よくわかるシリー
ズ

富士通ラーニン
グメディア【著】

FOM出版

データ分析を行うと、いつものデータからビジネス
のヒントや課題が見つかります。本書は、関数や
グラフ、ピボットテーブル、分析ツールを使った
データの視覚化、現状や傾向の把握、分析の手
順や結果の読み取り方など、普段の業務でもお
使いのExcelを使って、ビジネスで活用するために
必要な知識やスキルを習得できる内容です。ま
た、「ビジネス統計スペシャリスト」（エクセル分析
ベーシック／エクセル分析スペシャリスト）で必要
な基礎知識を習得し、スムーズに受験対策の学
習に進むことができる導入書としても最適です。
<br><br>■ビ

スポーツ精神科医が教える日常で活かせるスポーツ
メンタル

木村好珠 法研

かつて準ミス日本に輝いたことをきっかけに医学
生アイドルとして活躍した精神科医・木村好珠先
生が、「大好きなサッカーに携わる仕事がしたい」
という熱意をもって、早くから力を入れて取り組ん
できたスポーツメンタルのメソッドを詰め込んだ初
の著書が誕生。パラリンピックの正式種目でもあ
るブラインドサッカー日本代表をはじめ、数々の
チームでメンタルアドバイザーを務めてきた経験
から語られるメンタル育成術は、アスリートのみな
らず、万人に役立ち、日常生活で活かせるものば
かりです。「ここ一番で力を出せるメンタルを手に
入れたい」――そ
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♪鳥くんの比べて識別！野鳥図鑑670　第3版 永井真人【著】 文一総合出版

日本で記録のある鳥類および移入種と，今後，記
録される可能性のある野鳥670種を掲載した写真
図鑑。2,800枚以上の切り抜き写真と，矢印で示し
た識別ポイントの組み合わせにより，迷うところを
スッキリ解消。普通種、識別の難しい種類、珍し
い種類、年齢や性別のバリエーション、など、第2
版から413枚の写真を追加、差し替え。新たに15
種類を掲載。初版から好評の比べや、識別に役
立つ部位の拡大も、さらに充実。

これで解決！ 認知症の食べるを支えるポイント43
熊本摂食嚥下リ
ハビリテーション
研究会【編】

医学と看護社

病院・介護施設・在宅で必携！ 認知症の方の食
事の注意点を種々の専門家が丁寧に説明！　認
知症の方の食事に関しての様々な場面を想定し
て、最前線の現場で働く様々な職種の今現在の
知識を集約し、医科の視点からはもちろん、歯
科、リハビリテーション、看護、介護の視点から、
安全に食べることが容易に理解できるようイラスト
を多用して解説しています。

あきらめてはいけない肝臓の「がん」の話

肝臓がん・転移性
肝がんの運命を
変える肝臓外科
医の方法論

進藤潤一 医学と看護社

超専門医が説く肝臓がん、転移性肝がんとの正し
い闘い方と希望をつなぐ方法論！　肝臓のがん
は、どういった視点から、どのようなロジックで治
療方針を考えるべきか。疾患別の治療の考え方
や治療の流れについて、正しい知識と理解をもっ
て一人でも多くの患者さんが一日も早くがんを克
服するために、どの専門書にも、どのサイトにも
書かれていないことを、肝臓・胆道の超専門医が
解説します。

超生物学―次のX
私たちがいま手に
している細胞工学

実験医学別冊 谷内江望【編】 羊土社

実験医学誌の好評連載を単行本化．ゲノム編集
を嚆矢とする革新的バイオテクノロジーと，1細胞
技術・情報工学が融合し，今何が起きているの
か．研究者たちの大胆なビジョンが変えてしまう
新時代の細胞工学を知る．

知識ゼロですが、つみたてNISAとiDeCoをはじめたい
です。

横山光昭 インプレス

「銀行預金しかしていない」「子育て・老後資金が
不安」「難しそうで踏み出せない」……そんなあな
たに最適！ 一番わかりやすい入門書！　つみた
てNISA＆iDeCoを活用した投資の基本と実践に
ついて6ステップで構成。「講師と生徒」の対話形
式、見開き完結＆フルカラーでわかりやすく紹介
しています。商品名や金融機関も具体的に提示し
ているので、そのままマネするだけでOK。知識ゼ
ロでも「貯金感覚」できちんとお金を増やしていく
ことができます。大ベストセラーとなった『3000円
投資生活』をはじめ、著者累計352万部の横山光
昭

大人の発達障害の理解と支援
ハンディシリーズ
発達障害支援・特
別支援教育ナビ

柘植雅義【監修】 金子書房

「大人の発達障害」について、就労支援、生活支
援、余暇支援、地域での支援、女性の支援（恋
愛・結婚を含む）薬物療法、災害時の支援など、
幅広く紹介する。

はじめてのコンテナ野菜づくり図鑑 90種
ベランダで手軽に
はじめられる！

北条雅章 新星出版社

マンションなどでも野菜づくりをはじめたい初心者
向けに最適な一冊。栽培手順をすべて掲載した
90種類の野菜をコンテナで栽培するための本で
す。タネまき・管理作業・収穫まで写真を中心に詳
しく解説。また、土のリサイクル方法、肥料や管理
のコツを詳しく紹介。

かんたん園児のおべんとう
はじめてママ・苦
手ママにもやさし
 い！

阪下千恵 新星出版社

はじめての園児のおべんとうで不安なママや、こ
れまでにもおべんとうを作っているけど苦手に感
じているママのための、いちばんやさしいおべん
とうの本です。園児のおべんとうの基本の3つの
ステップをプロセス写真付きで丁寧に解説。おべ
んとうカタログはボリューム満点の28レシピ！　作
りおきや色別おかずも多数紹介しました。

C言語プログラミング入門 C99対応 田中敏幸 コロナ社

初めてC言語を学ぶ人のための入門書。単なる
文法の羅列は避け，必要最低限の文法とアルゴ
リズムに内容を凝縮させ，それをいかに使うかに
焦点を絞った。最新のC99規格で取り入れられた
複素数型などのプログラム例も示している。

マルチメディア情報符号化の基礎と応用
情報伝達の効率
化と信頼性の確
保

杉浦彰彦 コロナ社

マルチメディア情報通信の基礎となる情報数学
や，情報理論，符号理論について，基礎と応用を
結び付けられるよう執筆した。初学者の理解を促
すため，基礎部分では例題等具体的な記述を多
くし，応用部分では実用例を多く盛りこんだ。<br>
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決定版　糖質オフのレンチンレシピ 牧田善二 新星出版社

やせたい人が手軽に始められるよう「電子レンジ」
をフル活用。時短＆かんたんなのにおいしく糖質
オフできる、糖尿病専門医の牧田善二先生著に
よる「糖質オフ」レシピの決定版。主菜、副菜はも
ちろん、スープ、主食、スイーツまで。忙しい人で
もいろいろな食材をバランスよく食べられる電子レ
ンジ＆糖質オフ生活は、ダイエットの強い味方で
す。本書では手軽に作れる糖質オフレシピを113
品紹介。

野菜たっぷり 大量消費レシピ304 阪下千恵 新星出版社

Youtubeやネットでも人気の「大量消費」。経済的
なだけでなく、豪快でボリュームのある料理や、作
りおきにも使えます。本書は手に入りやすい20種
類の野菜を「主菜、主食、副菜、作りおき」で304レ
シピを紹介します。この一冊で野菜を余らせるこ
とはもうありません！

新版　イチバン親切な パンの教科書
豊富な手順写真
で失敗ナシ！

坂本りか 新星出版社

特筆すべきは手順写真の多さ。1つのパンに対し
平均20カットの写真を掲載したプロセスの詳しさ
はそのままに、新たなレシピを加えて『イチバン親
切なパンの教科書』をリニューアル。新しく加わっ
た〝発酵不要の初心者向け＆ハードルの低いパ
ン”から、お店でプロが作るような本格パンまで、
これ1冊で作れます。

新版　イチバン親切な 料理の教科書
豊富な手順写真
で失敗ナシ！

川上文代 新星出版社

絶対作りたくなる基本の料理だけを和洋中に分け
て紹介。特筆すべきは手順写真の多さ。一つの
料理に対し、20カット以上の写真を掲載したプロ
セスの詳しさはそのままに、新たなレシピを加え
て『イチバン親切な料理の教科書』をリニューア
ル。教室で先生に習うみたいな、お料理が作れま
す。新しく加わった「ごはんさえあればOK！のお
かずスープ」の章も楽しい1冊。

オトナ女子の カラダとココロのセルフケア 石原新菜 新星出版社

「寝てもとれない疲労感」「慢性的な肩こり」「なん
だかイライライ、モヤモヤする」「いつも冷え切った
手足の先」といった、オトナ女子を日々悩ましてい
る不調の数々から解放してくれる本です。【頭痛】
【肩こり】【冷え性】【疲れやすい】など、症状別に
原因や対応法を紹介しているので、自分の不調
をピンポイントで解消することができます。働く、が
んばるオトナ女子を支える1冊！

ふるくてあたらしいものづくりの未来

ポストコロナ時代
を切り拓くブラン
ディング×デジタ
ル戦略

吉田貞信 クロスメディア・パブリッシング

長くアップデートされてこなかった「日本のものづく
り」<br>職人や匠の技などの伝統を引き継ぎなが
ら、今日から始められる「ブランディング×デジタ
ル」の実践法を解説！「豊かさを生み出す」もの
づくりのあるべき姿を提唱します。

子どもの心理臨床 臨床心理学大系 安香宏 金子書房

主要内容　子どもの心理療法の諸技法とその特
徴／学校臨床心理学の諸問題／教師とスクール
カウンセラーとの役割分担／学業不振と学習障
害への対応／非行児童に対する心理治療／青
少年の性の商品化意識／性非行と心理臨床／
自閉症児／緘黙児／心身症児／脳性麻痺児／
他

個人事業の教科書1年生　改訂3版
イラスト解説だか
ら、はじめてでも
スグできる

宇田川敏正【監
 修】

新星出版社

本書は、個人事業主として独立・起業するときに
必要な「手続き」を、最新の法律や条例等に沿っ
た届出書類を掲載しながら、ていねいに解説。ま
た、事業計画や資金計画の作り方、さらにお店の
物件探しや備品の調達、人を雇用するときの手
続き・注意点なども、カラーイラストを使ってわかり
やすく解説。「経理」や「確定申告」など、個人事業
主が行わなければならないことも解説。
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庭仕事の真髄
老い・病・トラウ
マ・孤独を癒す庭

スー・スチュアー
ト・スミス【著】

築地書館

「サンデータイムズ」ベストセラー。タイムズ紙、オ
ブザーバー紙「今年読むべき１冊2020年」に選
出。人はなぜ土に触れると癒されるのか。庭仕事
は人の心にどのような働きかけをするのか。世界
的ガーデンデザイナーを夫にもつ精神科医が、夫
とともに庭づくりを始めてガーデニングにめざめ、
自然と庭と人間の精神のつながりに気づく。さま
ざまな研究や実例をもとに、庭仕事で自分を取り
戻した人びとの物語を描いた全英ベストセラー。

Excel環境におけるVisual Basicプログラミング 第3版 加藤潔 共立出版

2006年刊行の好評同テキストのExcel2013対応
版。従来のversionでも動作確認をするなど，
Excel2003，2007，2010のユーザにも，本書で
Visual Basicプログラミングが学習できるよう配慮
した。内容構成は，前半をVB言語の基本学習
に，後半を理工学部向けに数値計算を中心として
いる。理工系でのコンピュータ利用では，数値計
算が中心となる。Excelは各種統計ツールや特殊
関数など，数値計算に必要な機能を搭載してお
り，Excel環境のもとで，Visual Basicを学ぶメリット
は理工

超・個人事業主
なぜ、あの人は会
社を辞めても食べ
ていけるのか？

藤井孝一 クロスメディア・パブリッシング

「超・個人事業主」とは、自分の知識やスキル・経
験を武器に社会に貢献し、企業家を超える活躍を
し、稼ぎをも得る人のことです。<br><br>ここ近
年、超・個人事業主が増えています。<br>その理
由とは、<br>・先行きが不透明な世の中、「組織に
頼れない」と思う人が増えている<br>・働き改革の
名のもと、国が後押ししている<br>・コロナ禍でリ
モート化が進み、時間が増えてビジネスがやりや
すくなった<br><br>などです。<br><br>しかし「独
立・起業しよう!」と思っても、そう簡単にうまくいくも
のではありま

よくわかるマスター　令和4-5年度版 ITパスポート試
験 対策テキスト&過去問題集

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、ITパスポート試験の合格を目的とした試
験対策用のテキストです。<br>シラバスに沿った
目次構成になっており、必要な知識を体系的に学
べ、教科書として採用される学校も数多くありま
す。<br><br>■シラバスVer.6.0に対応！<br>IPA
（試験主催元）から2021年10月に改訂されたシラ
バスVer.6.0（知識・技能の細目）の出題範囲に対
応しています。シラバスVer.6.0の網羅率の高さ
は、試験対策書籍の中でも圧倒的です。<br>※シ
ラバスVer.6.0は2022年4月の試験から適用されま
す。<

世界のマーケターは、いま何を考えているのか?
未来をひらく新ブ
ランド戦略

廣田周作 クロスメディア・パブリッシング

Z世代、コミュニティ、カルチャー、メタバース、D２
C.......。<br>ブランドリサーチのプロが教える、マー
ケティングの最前線！　<br>激変する時代の中
で、マーケターには何ができるのか？　<br><br>
最近、前のようにモノが売れない<br><br>そんな
声をよく聞くようになりました。<br><br>それもそう
です。市場が成熟し、モノやサービスが溢れてい
る中で<br>「まだ行き渡っていないけれど、『みん
なが欲しい何か』がある」と<br>いう考え自体が幻
想に近い。<br><br>さらには、ＳＮＳを通じ

世界一やさしい ウィンドウズ11
世界一やさしいシ
リーズ

リブロワークス インプレス

文字や画面が大きく見やすい「世界一やさしい」
シリーズから、画面や操作性が変更になった新し
いWindowsの入門書が登場。Windows 11は画面
分割、ウィジェット、Microsoft Teamsの標準装備
など、見た目も機能も新しくなっています。
Windows 10からの無料アップグレード方法から、
初期設定など基本機能の説明。そしてインター
ネット、メールアプリの使い方やファイル操作方
法。またテレワーク時代に役立つTeamsの紹介
を、ダウンロード特典でしっかりと学べるように用
意しました。最新Windowsが



2022.02.01 購入電子書籍一覧

- 13/13 -

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

必修 救急救命士国家試験対策問題集 2022
これだけやれば
大丈夫！

田中秀治【編著】 文光堂

救急救命士国家試験問題の過去5年分（第40～
44回）の問題を，救急救命士国家試験出題基準
の掲載順に準じて分類することで，能率的なジャ
ンル別学習ができる．掲載順はA・B・C・D問題別
（一般問題，必修問題，症例問題別学習）とし，参
照は【第10版】救急救命士標準テキストに準拠し
ている．年々厳格化される国家試験を乗り切るだ
けでなく，より深く病態を理解する真の医療人を
目指す全ての学生・研修生に推薦したい一冊．


