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今知りたい放射線と放射能㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀231
イメージで理解するやさしい構造力
学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123
医薬英語論文英借文用例辞典㌀㌀㌀㌀239
医用画像解析ハンドブック（実践）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀244
医用画像工学（よくわかる）㌀㌀㌀㌀245
医用画像処理（C言語で学ぶ） ㌀245
医用画像処理入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀245
医用画像ハンドブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀244
医用工学概論（医療従事者のため
の）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀241
医用情報処理（C言語ではじめる）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀149
イラスト解説シリーズ3 イラスト版
電気設備べからず集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀369
イラスト詳解建築・設備工事現場用
語㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀105
イラスト図解建築法規㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀91
イラストで見る空調・給排水㌀㌀㌀㌀111
イラストレクチャー認知神経科学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀241
入母屋・寄せ棟の工法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103
医療安全管理学（放射線技術学シリ
ーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀247
医療英語表現辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀239
医療画像処理実践テキスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀245
医療技術者のための数学入門㌀㌀㌀㌀240
医療従事者のための医用工学概論

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀241
医療情報システム（現代電子情報通
信選書「知識の森」）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀241
医療統計学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
医療とコミュニケーションについて
（レジデント初期研修用資料）242
医療・福祉に携わる人のための医療
用語辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀238
医療用語辞典（医療・福祉に携わる
人のための）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀238
医療・福祉（建築設備集成）㌀㌀㌀㌀115
インターネットQoS㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀167
インターネット情報学セミナーキャ
ンパスコンピューティング㌀㌀㌀㌀136

書 名 索 引 i

あ～い書名索引



インターネット情報学セミナー情報
ネットワーク論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀164
インターネットとWeb技術（新イ
ンターユニバーシティ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀163
インターネットのカタチ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀162
インターネットバックボーンネット
ワーク㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀366
インターネットプロトコル（IT
Text）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀166
インタフェースデザインの心理学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀320
インターユニバーシティ高電圧・絶
縁工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀11
インターユニバーシティ集積回路A

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀47
インターユニバーシティ情報伝送と
符号の理論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀55
インターユニバーシティ情報ネット
ワーク㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀54
インターユニバーシティソフトコン
ピューティング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀134
インターユニバーシティ電気回路A

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀7
インターユニバーシティ電気回路B

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀7
インターユニバーシティ電気機器学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀18
インターユニバーシティ電気・電子
材料㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀16
インターユニバーシティ電子回路A

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀45
インターユニバーシティ光エレクト
ロニクス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀52
インターユニバーシティプラズマエ
レクトロニクス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42
インターユニバーシティプログラミ
ング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀148
インターユニバーシティロボット制
御㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87
インターユニバーシティ論理回路と
オートマトン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀136
インタフェースデザインの実践教室

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀320
インタラクションと情報のデザイン
（Webインターフェイスで学ぶ）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀170
インタラクティブ・データビジュア
ライゼーション㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀344
インテリア構成材（図解）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
インテリアコーディネーター1次＆2
次試験（50講で集中マスター！）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀287
インテリアコーディネーター 1次
試験完全攻略㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀287
インテリアコーディネーター2次試
験 完全攻略㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀287
インテリアコーディネーター 二次
試験の完全対策㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀287
インテリア デザイン＆コーディネ
ート用語辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
インテル スレッディング・ビルデ
ィング・ブロック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀326
インフラストラクチャー工学概論27

う

ウイルスの基礎知識（やさしい）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀233

ウェーブサミット講座VLBI技術㌀54
ウェブオペレーション㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀342
ヴォイステクニックの真実・基礎編
（上）呼吸・発声（加瀬メソッド
シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀373
ヴォイステクニックの真実・基礎編
（下）滑舌・ストレッチ（加瀬メ
ソッドシリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀373
渦巻ポンプ・歯車ポンプ・遠心ファ
ン（新機械設計製図演習4）㌀㌀㌀㌀74
宇宙エレベーター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀208
宇宙エレベーターの物理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀229
宇宙太陽発電（現代電子情報通信選
書「知識の森」）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀21
宇宙で生きる（テクノライフ選書）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀213
宇宙と物理をめぐる十二の授業㌀229
宇宙（ぷちマンガでわかる）㌀㌀㌀㌀208
宇宙（マンガでわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀209
宇宙旅行はエレベーターで㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀208
美しい風景の中の住まい学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀115
埋込磁石同期モータの設計と制御19
運行管理者試験［貨物対応］合格講
座（わかる！うかる！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀303
運行管理者試験［貨物対応］合格問
題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀307
運行管理者試験［貨物対応］（これ
だけマスター）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀307

え

営業・企画・マーケティングのため
の実験計画法（Excelで学ぶ）185
英語プレゼンテーション超克服テキ
スト（エンジニアのための）㌀206
映像コンテンツ制作入門（よくわか
る）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀160
映像情報メディア工学大事典㌀㌀㌀㌀160
映像情報メディアハンドブック㌀161
映像配信のための伝送路符号化技術

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀57
映像編集入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀160
映像メディア技術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀160
英文Eメールの書き方・まとめ方
（実践）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀207
英文超克服テキスト（エンジニアの
ための）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206

栄養学（マンガでわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
英・和・独・露 電気術語大辞典
（コンパクト版）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀2
エージェント工学（ITText）㌀㌀174
液晶、その不思議な世界へ（東京理
科大学・坊っちゃん選書）㌀㌀㌀㌀210
エクストリームプログラミング㌀140
エクセルギーの基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
エコカーの技術と未来㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀35
エコ住宅・エコ建築の考え方・進め
方㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94
エコ電気自動車のしくみと製作㌀㌀㌀35
エコハウスの設計㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94
エスキス計画スーパーテクニック
（一級建築士製図試験対応）㌀㌀277
エスキスプロセススーパーテクニッ
ク（一級建築士製図試験対応
120分で完成！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀277
エックス線作業主任者試験（これだ
けマスター）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
エックス線作業主任者試験 徹底研

究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
エックス線作業主任者試験（やさし
く学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
エッセンシャル フォトニクスデバ
イス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀51
エディトリアル技術教本㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀161
絵で学ぶビルメンテナンス入門㌀112
絵でわかるビル電気工事のしごと39
絵ときアナログ電子回路の教室㌀㌀㌀44
絵とき遺伝学の知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
絵とき電気設備の現場試験・測定テ
クニック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39
絵とき応用力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122
絵とき解説電験三種演習問題集㌀363
絵とき解説電験三種演習問題集 機
械㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀363
絵とき解説電験三種演習問題集 電
力㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀363
絵とき解説電験三種演習問題集 理
論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀363
絵とき解説電験三種演習問題集 法
規㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀363
絵とき化学結合の見方・考え方㌀198
絵とき環境マネジメント基礎百科早
わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀187
絵とき機械工学のやさしい知識㌀㌀㌀64
絵とき機械図面のよみ方・かき方74
絵とき機械の力学早わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65
絵とき下水・汚泥処理の基礎㌀㌀㌀㌀189
絵とき建築学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀91
絵とき建築材料㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀101
絵とき建築設備㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀106
絵とき鋼構造の設計㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀100
絵とき構造力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀96
絵ときコンクリート㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀125
絵とき材料力学早わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀68
絵ときシーケンス制御回路の基礎と
実務㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀15
絵ときシーケンス制御活用自由自在

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀15
絵ときシーケンス制御読本実用編15
絵ときシーケンス制御読本入門編15
絵とき自家用電気技術者実務知識早
わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37
絵とき自家用電気技術者実務読本37
絵とき地震による液状化とその対策

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀124
絵とき消防設備技術基準早わかり

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀112
絵とき照明デザイン実務学入門早わ
かり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93
絵とき植物生理学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀238
絵とき水理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀126
絵とき住まいづくりと施工管理入門

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102
絵とき測量㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128
絵とき第二種電気工事の基礎㌀㌀㌀㌀252
絵とき第二種電気工事の実技㌀㌀㌀㌀254
絵ときディジタル回路入門早わかり

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀45
絵ときディジタル回路の教室㌀㌀㌀㌀㌀㌀46
絵ときディジタル回路の計算㌀㌀㌀㌀㌀㌀46
絵とき鉄筋コンクリートの設計㌀㌀㌀99
絵ときでわかるオペアンプ回路㌀㌀㌀47
絵ときでわかる機械材料㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀68
絵ときでわかる機械制御㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65
絵ときでわかる機械設計㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀71
絵ときでわかる機械力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀67
絵ときでわかる機構学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀69

書 名 索 引ii

い～え



絵ときでわかる基礎化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀198
絵ときでわかる建築法規㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀91
絵ときでわかる材料力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀67
絵ときでわかるシーケンス制御㌀㌀㌀15
絵ときでわかる自動制御㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀13
絵ときでわかる情報通信㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀54
絵ときでわかる電気エネルギー㌀㌀㌀20
絵ときでわかる電気回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀7
絵ときでわかる電気磁気㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀10
絵ときでわかる電気設備㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀28
絵ときでわかる電気電子計測㌀㌀㌀㌀㌀㌀11
絵ときでわかる電気電子の基礎㌀㌀㌀㌀3
絵ときでわかる電気理論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀3
絵ときでわかる電子回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43
絵ときでわかるトランジスタ回路46
絵ときでわかる熱工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀78
絵ときでわかるパワーエレクトロニ
クス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32
絵ときでわかる半導体デバイス㌀㌀㌀49
絵ときでわかる無線技術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀58
絵ときでわかるモータ技術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀19
絵ときでわかる流体工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
絵ときでわかるロボット工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
絵とき電気機器㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀18
絵とき電気基礎入門早わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀2
絵とき電気設備技術基準・解釈早わ
かり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀2
絵とき電気設備工事技術百科㌀㌀㌀㌀㌀㌀39
絵とき電気設備の管理入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀38
電気設備の現場試験・測定テクニッ
ク（絵とき）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39
絵とき電気設備の設計・施工実務早
わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40
絵とき電気設備の保守と試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀37
絵とき電験三種入門テキスト自由自
在㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀255
絵とき電子回路シリーズ2アナログ
回路（Ⅰ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀45
絵とき電子機械早わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65
絵とき土質力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀124
絵とき土木計画㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀127
絵とき土木施工㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀129
絵とき土木施工管理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀129
絵とき入門都市工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀117
絵とき熱力学のやさしい知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀78
絵ときビル衛生管理読本㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀113
絵ときビル設備管理ビギナー教室

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀113
絵ときビル設備基礎百科早わかり

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀113
絵ときビルメンテナンス読本早わか
り㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀114
絵ときボイラーのやさしい知識㌀㌀㌀78
絵とき放射線のやさしい知識㌀㌀㌀㌀231
絵とき無線ICタグ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
絵と写真でみる建物保守学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀113
エネルギー管理士試験［電気分野］
徹底研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士試験［熱分野］徹
底研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀272
エネルギー管理士 実戦問題エネル
ギー総合管理および法規㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士 実戦問題電気分
野＋必須基礎課目㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士実戦問題電力応用

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士実戦問題熱と流体
の流れの基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀272
エネルギー管理士 実戦問題熱分野

＋必須基礎課目㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀273
エネルギー管理士実戦問題熱利用設
備およびその管理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀272

エネルギー管理士実戦問題燃料と燃
焼㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀272
エネルギー管理士徹底マスターエネ
ルギー総合管理及び法規㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士徹底マスター電気
設備及び機器㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士徹底マスター電気
の基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士徹底マスター電力
応用㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士（電気分野）完全
解答㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀264
エネルギー管理士（熱分野）完全解
答㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀272
エネルギー管理入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
エネルギー基礎論（電気学会大学講
座）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀351
エネルギー工学（地球環境テキスト
ブック）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
エネルギーサービス構築の必須知識
（国際標準に基づく）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀30
エネルギー資源データブック㌀㌀㌀㌀191
エネルギー・資源ハンドブック㌀191
エネルギー・資源ハンドブック（コ
ンパクト版）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀191
エネルギーシステム工学概論㌀㌀㌀㌀357
エネルギーシステム創造学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
エネルギー総合管理および法規（エ
ネルギー管理士 実戦問題）㌀㌀㌀264
エネルギー総合管理及び法規（エネ
ルギー管理士徹底マスター）㌀264
エネルギー用語辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀191
エピソードでたどるパソコン誕生の
謎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀359
エラスティックリーダーシップ㌀315
選び方・使い方遮断器・開閉器㌀㌀㌀18
選び方・使い方パワーエレクトロニ
クス機器㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32
選び方・使い方変圧器・変成器㌀㌀㌀18
選び方・使い方保護継電器㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀26
エレガントな問題解決㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀309
エレクトロニクス用語事典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀40
エレクトロヒートハンドブック㌀㌀㌀33
エンジニアのための英会話超克服テ
キスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀207
エンジニアのための英語プレゼンテ
ーション超克服テキスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
エンジニアのための英文超克服テキ
スト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
エンジニアのための時間管理術㌀316
エンジニアのための品質管理（役に
立つ！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀186
エンジニアのためのフィードバック
制御入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀322
演習版・微積で解いて得する物理

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀229
エンジン-ガソリン／ディーゼル
（新機械設計製図演習3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀74

お

応用Web技術（IT Text）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀169
応用情報技術者 完全攻略㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀274
応用生物学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀234
応用電子回路工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀358

応用熱力学（マグロウヒル大学演
習）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀77
応用微生物の基礎知識（図解）㌀235
応用物理学シリーズ応用物理実験学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
応用物理実験学（応用物理学シリー
ズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
応用物理用語大事典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
応用物理用語大事典（コンパクト
版）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
応用力学（絵とき）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122
応用例で学ぶ逆問題と計測㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀218
オープンソースで構築！ ITシス
テム導入虎の巻（OSS BOOKS）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀145
オープンソースで始めるゲノム・プ
ロテオーム・メタボローム解析
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀238
オープンソースプロジェクトの管理
と運営㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀142
オープンデザイン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀316
屋内電気工事早わかり（図解）㌀㌀㌀39
屋内電気設備図例集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀369
屋内配線図（見方・かき方）㌀㌀㌀㌀㌀㌀39
屋内配線設計（考え方・まとめ方）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39
おさまり詳細図集（1）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103
おさまり詳細図集（2）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103
おさまり詳細図集（3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103
納まりのしくみを徹底解剖構造ディ
テール図集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀97
教えて？わかった！アナログ電子回
路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀44
教えて？わかった！ディジタル電子
回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀46
教えて？わかった！電気回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀5
教えて？わかった！電気電子計測11
教えて？わかった！電磁気学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀9
おしゃべりはリズムにのって（テク
ノライフ選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀212
汚水・排水処理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
乙4類危険物試験 解法ガイド（過
去問パターン分析！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀297
乙4類危険物試験（鈴木先生のパー
フェクト講義）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀297
乙4類危険物試験精選問題集㌀㌀㌀㌀㌀297
乙4類危険物試験 的中問題集㌀㌀㌀㌀298
乙4類危険物試験（はじめての）297
乙4類危険物試験（ポイントチェッ
クで最速合格！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀297
乙4類危険物試験（みるみるわかる）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀297
乙4類危険物試験 問題集（ホント
によく出る）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀297
乙種全類危険物試験 完全攻略㌀298
乙種全類危険物試験（合格一直
線！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀298
乙種第4類 危険物取扱者 すい～っ
と合格（10日で受かる！）㌀㌀㌀㌀375
お天気ニュースの読み方・使い方

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
大人の算数・数学再学習㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀216
おはなし物理 力学編㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀229
オフィス（建築設備集成）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀115
オブジェクト指向JavaScriptの原則

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀344
オブジェクト指向がわかる本㌀㌀㌀㌀148
オブジェクト指向とエージェント

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀148

書 名 索 引 iii

え～お



オプトエレクトロニクス用語事典50
オペアンプ回路（絵ときでわかる）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀47
オペアンプ（入門）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀47
オペレーションズ・リサーチ（EE
Text）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀185

オペレーティングシステム（新世代
工学シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀145
オペレーティングシステムの基礎

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀145
思いのままのモノづくり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀75
思いのままのモノづくり 美しい
3D CAD㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀75
おもしろいPICマイコン ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀138
おもしろいゲームシナリオの作り方

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀317
おもしろ遺伝子の氏名と使命㌀㌀㌀㌀237
「おもしろい」のゲームデザイン318
おもしろ工作実験（作る！動かす！
楽しむ！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀66
おもしろメカワールド㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65
親子で学ぼう電気の自由研究㌀㌀㌀㌀351
オリジナルロボットD・I・Y（メカ
にこだわる！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86
音声対話システム（知の科学）㌀175
音声認識システム（ITText）㌀㌀176
温対法と省エネ法の原単位問題㌀187
オントロジー工学（知の科学）㌀176
オントロジー工学の理論と実践（知
の科学）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀175
オントロジー構築入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀174
オントロジーの普及と応用㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀173

か

開眼！JavaScript ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀344
回帰分析入門（Excelで学ぶ）㌀㌀224
会計と税務（Excel 2007で学ぶ）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀179
〔改訂11版〕電気通信主任技術者
法規試験対策㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀367
海底鉱物資源㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
海底資源㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀192
電気通信工事担任者DD種試験対策

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀367
快適な室内環境の創り方（テクノラ
イフ選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀213
回転機の保守・点検・補修㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀19
ガイドラインで理解する疾病と薬物
治療代謝疾患㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀243
外部雷保護システムの設計・施工実
務（新JISに基づく）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀370
解剖学（メディカルマスター）㌀239
解明カミナリの科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀197
回路シミュレータLTspiceで学ぶ電
子回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43
回路シミュレータLTspiceで学ぶ電
子回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀47
回路シミュレータで学ぶ論理回路入
門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀47
回路網理論（電気学会大学講座）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀352
回路理論基礎（電気学会大学講座）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀352
回路理論（基本を学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀5
香りのテクノロジー（わかりやす
い）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
科学を選んだ女性たち（東京理科大

学・坊っちゃん選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀209
化学英語（やさしい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀198
科学技術英語活用辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
科学技術英語動詞活用辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
科学技術英語表現辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
科学技術英語翻訳集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
科学技術英語論文 英借文用例辞典

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
科学技術英和/和英大辞典（CD-
ROM2枚組）（PDF版）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
科学技術英和大辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
科学技術英和大辞典（ハンディコン
パクト）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
科学技術史概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
科学技術和英大辞典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
科学技術和英大辞典（ハンディコン
パクト）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀205
化学結合の見方・考え方（絵とき）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀198
化学実験における事故例と安全㌀204
化学実験（はじめての）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀199
化学（解いて基本を理解する）㌀198
化学熱力学入門（見える！使え
る！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
科学の世界にあそぶ（テクノライフ
選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀212
化学・バイオがわかる物理111講198
化学物質とリスク㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀204
化学物質のリスク評価（REACHで
学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀204
化学分析の基礎（現場で役立つ）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀201
化学分析の基本技術と安全（現場で
役立つ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀201
書き込んで使えるCプログラミング
の教科書㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀149
核医学検査技術学（放射線技術学シ
リーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀247
革新型蓄電池のすべて（図解）㌀㌀㌀25
学窓から眺めた日本と世界 そして
電気㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀350
家具のクイックスケッチ（みて描け
る！ みてわかる！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
家具のデザイン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
確率統計学（ITText）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀219
確率統計（プログラミングのため
の）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀132
確率と確率過程（新インターユニバ
ーシティ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀219
確率論（Excelで学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀219
過去問パターン分析！乙4類危険物
試験 解法ガイド㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀297
火災に向き合う建築学（東京理科大
学・坊っちゃん選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀210
貸金業務取扱主任者試験（これだけ
覚える！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀308
下肢撮影法（図解）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀246
数を表現する技術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀132
加瀬メソッドシリーズヴォイステク
ニックの真実・基礎編（上）呼
吸・発声㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀373

加瀬メソッドシリーズヴォイステク
ニックの真実・基礎編（下）滑
舌・ストレッチ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀373
河川工学（大学土木）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀126
画像解剖トレーニングノート㌀㌀㌀㌀244
画像工学（ITText）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀158
画像処理と視覚認識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀159
画像処理の基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀158

画像処理論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀158
画像診断入門（ポケットブック）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀244
画像入力とカメラ（現代電子情報通
信選書「知識の森」）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀158
画像のディジタル記録（先端技術の
手ほどきシリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀159
型システム入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀147
片体重と∞（無限大）・加瀬メソッ
ド和物編㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀373
学校・図書館（建築設備集成）㌀114
喝采（木野花ドラマスタジオ台本シ
リーズ3）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀373
活力を与える「物理」（東京理科大
学・坊っちゃん選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀210
家電製品アドバイザー試験（はじめ
ての）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀268
過渡回路解析（電気学会大学講座）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀353
過渡現象（基礎）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀8
過渡現象（大学課程）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀8
矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計
［RC編］（苦手克服！これで完
璧！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94
矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計（苦
手克服！これで完璧！）㌀㌀㌀㌀93,94
株式投資（Excelで学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀214
雷サージ防護システムの構築実務
（集合住宅における）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀369
カミナリの科学（解明）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀197
雷の科学（写真で読み解く）㌀㌀㌀㌀196
火薬取扱者試験 徹底研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀292
火薬類取扱保安責任者試験（完全解
説！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀292
カラーアトラス環境微生物㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀235
カラー図鑑世界観賞用野生ラン㌀233
カラーデザインのための色彩学㌀㌀㌀92
カラー版自家用電気設備の保守・管
理 よくわかる測定実務㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀38
からだと熱と流れの科学（テクノラ
イフ選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀211
火力発電総論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀356
火力発電の歴史（歴史を学べば未来
が拓ける）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀374
火力発電用語事典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀374
考え方・進め方強度設計の基礎㌀㌀㌀71
考え方・進め方建築墨出し㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102
考え方・進め方建築設備設計㌀㌀㌀㌀107
考え方・進め方建築設備の診断とリ
ニューアル㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀108
考え方・進め方建築耐震・設備耐震
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考え方・解き方電子技術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀41
考え方・解き方電力応用㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀30
考え方・解き方電力技術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀30
考え方・まとめ方屋内配線設計㌀㌀㌀39
感覚・知覚・認知の基礎（現代電子
情報通信選書「知識の森」）㌀㌀㌀㌀61
環境アセスメント基本用語事典㌀187
環境・一般計量士試験 よく出る法
規・管理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀295
環境・エネルギー材料ハンドブック

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀191
環境汚染現場の修復㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀189
環境汚染で滅びないために（東京理
科大学・坊っちゃん選書）㌀㌀㌀㌀209
環境化学実験（やさしい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀198
環境科学（地球環境テキストブッ
ク）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀187
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環境化学（わかる×わかった！）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
環境基本用語事典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀187
環境計量士試験（実力練成）㌀㌀㌀㌀295
環境計量士試験 騒音・振動関係
実戦テキスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀295
環境計量士試験［濃度・共通］徹底
攻略㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀295
環境計量士試験［濃度・共通］徹底
研究㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀295
環境計量士試験［濃度・共通］特選
問題㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀295
環境建築のための太陽エネルギー利
用㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120
環境建築（見る・使う・学ぶ）㌀118
環境振動・固体音の測定技術マニュ
アル㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120
環境生態学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀191
環境側面の特定と管理（管理者のた
めの）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
環境適応（シリーズ 移動知 第3巻）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀89
環境統計学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀187
環境微生物（カラーアトラス）㌀235
環境微生物の測定と評価㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀235
環境分析の基礎（現場で役立つ）
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環境保全対策入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀188
環境マネジメント基礎百科早わかり
（絵とき）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀187
換気（わかりやすい住宅の設備）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀116
看護系標準教科書基礎看護学〔技術
編〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀249
看護系標準教科書基礎看護学〔総論
編〕㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀249
看護系標準教科書母性看護学㌀㌀㌀㌀249
看護必要度Q＆A㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀248
関数プログラミング 珠玉のアルゴ
リズムデザイン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀152
関数プログラミング入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀152
関数プログラミングの楽しみ㌀㌀㌀㌀153
完全解説！火薬類取扱保安責任者試
験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀292
完全イラスト版ISO9001早わかり

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀182
感染症事典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀239
完全図解気象百科㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀195
完全図解空調・給排水衛生設備の基
礎知識早わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀111
完全図解現場技術者のためのシーケ
ンス制御の基礎と実用講座㌀㌀㌀㌀368
完全図解自家用電気設備の実務と保
守早わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37
完全図解電気と電子の基礎教室㌀㌀㌀㌀3
完全図解発電・送配電・屋内配線設
備早わかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀26
完全制御型植物工場㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀236
完全突破！コンクリート技士試験

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀291
完全マスター2級造園施工管理試験

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀290
完全マスター高圧ガス製造保安責任
者 乙種機械㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀272
完全マスター電験二種受験テキスト
機械㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀262
完全マスター電験二種受験テキスト
電気数学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀262
完全マスター電験二種受験テキスト

電力㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀261
完全マスター電験二種受験テキスト
法規㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀262
完全マスター電験二種受験テキスト
理論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀261
完全マスター電験三種受験テキスト
機械㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀257
完全マスター電験三種受験テキスト
電気数学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀254
完全マスター電験三種受験テキスト
電力㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀257
完全マスター電験三種受験テキスト
法規㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀258
完全マスター電験三種受験テキスト
理論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀257
かんたん！USBで動かす電子工作60
かんたん！スマートフォン＋
FlashAirTMで楽しむIoT電子工作
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀59
カントがつかんだ、落ちるリンゴ

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀208
カンバン仕事術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀315
カンフーマック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀336
管理者のための環境側面の特定と管
理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190

き

ギークマム㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀309
機械英語（やさしい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀64
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放射線治療技術学（放射線技術学シ
リーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀247
放射線と放射能（今知りたい）㌀231
放射線のやさしい知識（絵とき）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀231
放射性廃棄物の工学（原子力教科
書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀24
放射線物理学（わかりやすい）㌀248
放射線・放射能がよくわかる本㌀231
放射線・放射能の本（疑問が解け
る）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀231
放射線利用（原子力教科書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀24
放送・通信のインタラクティブコン
テンツ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀57
放電プラズマ工学（EEText）㌀㌀㌀42
防爆電気設備の基礎知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀28
ホームICT（やさしい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀366
ホームネットワークとEMC㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀48
ホームネットワークと情報家電（ユ
ビキタス技術）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀164
ボーリングポケットブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
ポケット図解第二種電気工事士筆記
試験 要点まるわかり㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀252
ポケット版 要点整理電験三種4科
目㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀255
ポケット版 要点整理電験三種 公
式＆用語集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀254
ポケット版 要点整理電験三種電気
数学トレーニング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀259
ポケット版1級管工事施工学科試験
問題解説㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀284
ポケット版電気工事施工管理技士
（1級＋2級）学科試験要点整理263
ポケットブックCT＆MRI画像診断

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀245
ポケットブック画像診断入門㌀㌀㌀㌀244
保護継電器（選び方・使い方）㌀㌀㌀26
保護継電器読本㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀26

書 名 索 引 xxix

ふ～ほ



保護リレーシステム工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀356
母性看護学（看護系標準教科書）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀249
舗装施工試験 即習テキスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀292
ホップ・ステップ・ジャンプ基礎医
学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
ホントによく出る乙4類危険物試験
問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀297
ポンプの選び方・使い方（わか
る！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80

ま

マーカス・チャウンの太陽系図鑑
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀309
マーケティングのための統計分析

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀220
マイクロインタラクション㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀320
マイクロガスタービンシステム㌀㌀㌀78
マイクロコンピュータZ-80アセン
ブラプログラミング入門（図解）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀137
マイクロサービスアーキテクチャ

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀319
マイクロシェルター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀311
マイクロスケール実験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀232
マイクロスコープ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
マイクロ・ナノ領域の超精密技術63
マイクロ波伝送・回路デバイスの基
礎（現代電子情報通信選書「知識
の森」）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀53
マイクロ波プラズマの技術㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42
マイクロビームアナリシス・ハンド
ブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
マイクロプラズマ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42
マウス実験の基礎知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
マグロウヒル大学演習一般化学㌀198
マグロウヒル大学演習応用熱力学77
マグロウヒル大学演習現代論理学
（Ⅰ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀250
マグロウヒル大学演習システム制御
（Ⅰ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀14
マグロウヒル大学演習システム制御
（Ⅱ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀14
マグロウヒル大学演習信号処理
（Ⅰ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀56
マグロウヒル大学演習信号処理
（Ⅱ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀56
マグロウヒル大学演習ディジタル回
路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀46
マグロウヒル大学演習電気回路㌀㌀㌀㌀8
マグロウヒル大学演習離散数学㌀132
マスタリングNginx ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀341
マスタリングTCP/IPIPsec編㌀㌀㌀㌀165
マスタリングTCP/IPIPv6編 第2
版㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
マスタリングTCP/IPMPLS編 ㌀㌀166
マスタリングTCP/IPOpenFlow編

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
マスタリングTCP/IPRTP編㌀㌀㌀㌀㌀165
マスタリングTCP/IPSNMP編㌀㌀165
マスタリングTCP/IPSSL/TSL編

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
マスタリングTCP/IP応用編㌀㌀㌀㌀㌀166
マスタリングTCP/IP情報セキュリ
ティ編㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
マスタリングTCP/IP入門編 第5
版㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165

マスタリングTCP/IPネットワーク
デザイン編㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
マスタリングTCP/IPルーティング
編㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀165
松下の省エネモータ開発物語㌀㌀㌀㌀㌀㌀19
窓廻りディテール図集（名作住宅か
ら学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94
学びやすいディジタル電子回路㌀㌀㌀45
マネジメントアーキテクチャ戦略

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀178
まねる（テクノライフ選書）㌀㌀㌀㌀213
まるごとわかる！これで完璧！住宅
プランニング［間取り］図集㌀㌀㌀95
まるごとわかる住まいの建築設備

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀105
マルチメディア検定3級標準教科書

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀275
マンガISO入門 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀183
マンガ＆解説ISO9001 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀183
マンガで学ぶ自家用電気設備の基礎
知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀37
マンガでわかる一級ボイラー試験

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀270
マンガでわかる二級ボイラー試験

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀270
マンガでわかるCPU㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀137
マンガでわかるQC検定 3級㌀㌀㌀㌀306
マンガでわかる暗号㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀168
マンガでわかる宇宙㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀209
マンガでわかる栄養学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
マンガでわかる危険物乙4類試験297
マンガでわかる技術英語㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
マンガでわかる基礎生理学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀239
マンガでわかる虚数・複素数㌀㌀㌀㌀216
マンガでわかるコンクリート㌀㌀㌀㌀125
マンガでわかる材料力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀68
マンガでわかるシーケンス制御㌀㌀㌀14
マンガでわかる社会学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀250
マンガでわかる生化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀199
マンガでわかる線形代数㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀216
マンガでわかる相対性理論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀229
マンガでわかる測量㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀128
マンガでわかるディジタル回路㌀㌀㌀45
マンガでわかるデータベース㌀㌀㌀㌀155
マンガでわかる電気㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀3
マンガでわかる電気回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀6
マンガでわかる電気数学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀4
マンガでわかる電気設備㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀28
マンガでわかる電子回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43
マンガでわかる電磁気学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀9
マンガでわかる電池㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀25
マンガでわかる統計学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀222
マンガでわかる統計学 因子分析編

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
マンガでわかる統計学 回帰分析編

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
マンガでわかる土質力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123
マンガでわかるナースの統計学㌀222
マンガでわかる熱力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀77
マンガでわかる発電・送配電㌀㌀㌀㌀㌀㌀26
マンガでわかる半導体㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀48
マンガでわかる秘書検定2級完全攻
略㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀306
マンガでわかる秘書検定3級完全攻
略㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀306
マンガでわかる微分積分㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀217
マンガでわかる微分方程式㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀217
マンガでわかるフーリエ解析㌀㌀㌀㌀218
マンガでわかる福祉住環境コーディ

ネーター検定試験®2級㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀287
マンガでわかる物理光・音・波 編

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀229
マンガでわかる物理力学編㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀229
マンガでわかるプロジェクトマネジ
メント㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀142
マンガでわかる分子生物学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀237
マンガでわかるベイズ統計学㌀㌀㌀㌀219
マンガでわかる免疫学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
マンガでわかるモーター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀19
マンガでわかる有機化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀203
マンガでわかる流体力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
マンガでわかる量子力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀230
マンガ＋要点整理＋演習問題でわか
る基礎化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀198
マンガ＋要点整理＋演習問題でわか
る高分子化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀204
マンガ＋要点整理＋演習問題でわか
る物理化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀199
マンガ＋要点整理＋演習問題でわか
る量子化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀199
マンガ＋要点整理＋演習問題でわか
る分析化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀202
マンガ＋要点整理＋演習問題でわか
る無機化学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀203
マンション維持修繕技術ハンドブッ
ク㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀107
マンション改修工事の考え方・進め
方（写真と図で見る）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀104
マンション管理規約と業務委託㌀114
マンション管理組合の運営㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀114
マンション管理実務読本㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀114
マンション管理のQ&A㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀114
マンション計画修繕工事のトラブル
と対策（事例に学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀104
マンション設備のトラブルと対策

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀114
マンション設備「マサカ」の話㌀120
マンションの防音設計（わかりやす
い）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀120
マンションリフォームの実務㌀㌀㌀㌀104

み

見えない機械（テクノライフ選書）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀213
見えないものをさぐる―それがベイ
ズ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀219
見える！使える！化学熱力学入門

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀200
見方・かき方屋内配線図㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀39
見方・かき方機械図面㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀73
見方・かき方建築施工図㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀101
見方・かき方建築配管図面㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀108
見方・かき方高圧受電設備接続図30
見方・かき方電気用図記号㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀3
見方・かき方木造建築図面㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀96
見方・かき方油圧／空気圧回路図80
見方・考え方合金状態図㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀81
見方・使い方地質図㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀125
身近な環境調べ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀188
水環境工学（大学土木）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀126
水環境設備ハンドブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119
水環境と水質（よくわかる）㌀㌀㌀㌀190
水資源の科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀193
水処理技術絵とき基本用語㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
水処理技術（基礎からわかる）㌀193
水調べの基礎知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190

書 名 索 引xxx

ほ～み



水と活性酸素㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀193
水と水質環境の基礎知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
水の科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
水ビジネスの世界㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀193
水リサイクル技術（よくわかる）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀193
乱れる（テクノライフ選書）㌀㌀㌀㌀213
身近な事例で学ぶやさしい統計学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀221
身近な数学の記号たち㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀216
身近な電気・節電の知識㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀2
身近な電線のはなし㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀28
身近な物理の記号たち㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀229
身近に楽しむ・学ぶ・語り継ぐふる
さとの歴史資産㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀122
みて描ける！ みてわかる！家具の
クイックスケッチ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
緑のランドスケープデザイン㌀㌀㌀㌀118
ミヤケン先生の合格講義1級造園施
工管理試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀290
ミヤケン先生の合格講義1級土木施
工管理 実地試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀289
ミヤケン先生の合格講義2級造園施
工管理試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀290
ミヤケン先生の合格講義コンクリー
ト技士試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀291

「未来マシン」はどこまで実現した
か？㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀208
ミリ波技術の基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀359
魅力ある理科教育―高校編―（実験
で実践する）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀232
魅力ある理科教育―小中学校編―
（実験で実践する）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀232
見る・使う・学ぶ環境建築㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀118
みるみるわかる二級ボイラー技士試
験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀269
みるみるわかる乙4類危険物試験297
みんなのクローズドシステム処分場
（コミック版）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀194
みんなの健康㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀239
みんなの地球㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀189
みんなのテスターマスターブック12
みんなのパソコン学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀131

む

無機化学（ベーシックマスター）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀203
無機化学（マンガ＋要点整理＋演習
問題でわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀203
無機化学（わかる×わかった！）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀203
武蔵野電波のブレッドボーダーズ60
無線ICタグ（絵とき）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
無線LAN（ユビキタス技術）㌀㌀㌀168
無線技術（絵ときでわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀58
無線従事者試験重要公式ポケットブ
ック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀266
無線通信の基礎技術（現代電子情報
通信選書「知識の森」）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀57
無線通信工学（新インターユニバー
シティ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀58
無停電電源システム実務読本㌀㌀㌀㌀㌀㌀38

め

明解和洋さしがねの使い方㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102

名作住宅から学ぶ窓廻りディテール
図集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀94
メイドロボットはどこから生物とな
るか㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀233
メカトロニクス概論（ロボット・メ
カトロニクス教科書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
メカトロニクス（新世代工学シリー
ズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
メカトロニクス（電子機械入門シリ
ーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀83
メカトロニクス入門（実践）㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
メカトロニクス（ハンディブック）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
メカにこだわる！オリジナルロボッ
トD・I・Y㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86
メカニズムの事典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀70
メタヒューリスティクスと応用㌀359
メタプログラミングRuby ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀328
メタボリズム・ネクサス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀91
メディア学概論（ITText）㌀㌀㌀㌀㌀134
メディア情報処理（新インターユニ
バーシティ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀160
メディカル英語（実践！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀239
メディカルマスター解剖学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀239
免疫学（図解）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
免疫学ハンドブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
免疫学（マンガでわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240
免震建築の基本がわかる本㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀99
免震構造㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀99
メンタルヘルス・マネジメント® 検
定Ⅲ種（これだけ覚える！）㌀308
メンタルヘルス・マネジメント® 検
定Ⅱ種（これだけ覚える！）㌀308
メンテナブル JavaScript㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀344

も

モーションコントロール（EE
Text）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87

モーターがわかる本（なるほどナッ
トク！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀20
モーター（マンガでわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀19
モータ技術（絵ときでわかる）㌀㌀㌀19
モータ技術百科㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀20
木造階段の工法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103
木造建築技術図解㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀103
木造建築構造の設計（JSCA版）㌀97
木造建築図面（見方・かき方）㌀㌀㌀96
木造建築の継手と仕口㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102
木造建築 屋根工法墨付け図解㌀㌀㌀102
木造住宅の耐震補強㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀100
木造住宅のつくり方（詳細ディテー
ルを読み解く）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93
木造住宅パーフェクト詳細図集（知
りたいディテール満載！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀94
模型づくりで学ぶスターリングエン
ジン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀78
モジュール化で理解する電子工作の
基本ワザ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀60
モダンJavaScript（入門） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀344
モダンWeb㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀341
木工の継手と仕口（図解）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀102
もっと知りたいLED照明㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32
モデルベースロボットシステム開発

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀85
「もの」から「知財」の時代へ（東
京理科大学・坊っちゃん選書）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀209

物づくりの基礎（やさしい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀65
「もの」はどのようにつくられてい
るのか？㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀312
物を作って生きるには㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀311
モバイルデザインパターン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀336
モバイルデザインパターン㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀341
モハようございます。㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀35

や

役に立つ！エンジニアのための品質
管理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀186
薬物治療（スポーツにおける）㌀243
ヤコブ・ニールセンのAlertbox㌀349
やさしいIMT-2000㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀365
やさしいIPネットワーク㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀367
やさしいNGN/IPネットワーク技術
箱㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀366
やさしいウイルスの基礎知識㌀㌀㌀㌀233
やさしい化学英語㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀198
やさしい環境化学実験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀198
やさしい機械英語㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀64
やさしい機械図面の見方・描き方73
やさしい機械設計の考え方・進め方

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀71
やさしい経済数学テキスト（高校数
学からはじめる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀184
やさしい建築設備図面の見方・かき
方㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀105
やさしい建築の構造力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀97
やさしい構造力学（イメージで理解
する）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀123
やさしい細胞の科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀236
やさしい実験計画法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀224
やさしい食の安全㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀251
やさしいテキストマイニング（Rに
よる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀225
やさしい電気・電子英語㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀2
やさしい統計学（Excelで学ぶ）220
やさしい統計学（身近な事例で学
ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀221
やさしいボイラーの教科書㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀78
やさしいホームICT㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀366
やさしい物づくりの基礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65
やさしい量子力学（Excelで学ぶ）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀230
やさしいリレーとシーケンサ㌀㌀㌀㌀㌀㌀14
やさしいリレーとプログラマブルコ
ントローラ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀14
やさしく語る 確率統計（数学チュ
ートリアル）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀215
やさしく語る 線形代数（数学チュ
ートリアル）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀215
やさしく語る 微分積分（数学チュ
ートリアル）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀217
やさしく学ぶ2級販売士検定㌀㌀㌀㌀㌀305
やさしく学ぶ3級販売士検定㌀㌀㌀㌀㌀306
やさしく学ぶSPSSによる統計解析

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀228
やさしく学ぶエックス線作業主任者
試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
やさしく学ぶ行政書士の教科書㌀307
やさしく学ぶ航空無線通信士試験

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀267
やさしく学ぶ国内旅行業務取扱管理
者㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀306
やさしく学ぶ総合旅行業務取扱管理
者㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀306

書 名 索 引 xxxi

み～や



やさしく学ぶ測量士補試験 合格テ
キスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀288
やさしく学ぶ第一級・第二級アマチ
ュア無線技士試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀267
やさしく学ぶ第一級陸上特殊無線技
士試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀267
やさしく学ぶ第二級海上特殊無線技
士試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀268
やさしく学ぶ第二級陸上特殊無線技
士試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀267
やさしく学ぶ第三級陸上特殊無線技
士試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀267
やさしく学ぶ登録販売者試験㌀㌀㌀㌀301
やさしく学ぶ毒物劇物取扱者試験
合格テキスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀299
やさしく学ぶビジネス実務法務検定
試験® 2級㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀307

やさしく学ぶビジネス実務法務検定
試験® 3級㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀307
薬効力㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀240

ゆ

油圧・空気圧回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80
油圧／空気圧回路図（見方・かき
方）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80
油圧の実用技術（これならわかる）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80
油圧のトラブルシューティング（こ
れならわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀80
有害生物防除事典（写真で見る）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀119
有機ELディスプレイ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀50
有機化学（ベーシックマスター）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀203
有機化学（マンガでわかる）㌀㌀㌀㌀203
有機化学（わかる×わかった！）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀203
有機半導体デバイス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀49
有機半導体デバイス（先端）㌀㌀㌀㌀㌀㌀49
有限要素法解析ソフトANSYS工学
解析入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀218
有限要素法（よくわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀218
ユーザーストーリーマッピング㌀334
ユーザビリティエンジニアリング

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀143
誘電体現象論（電気学会大学講座）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀355
床暖房設計・施工マニュアル㌀㌀㌀㌀109
ユビキタスオフィスのテクノロジー

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀366
ユビキタス技術位置情報の活用と流
通㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀62
ユビキタス技術センサネットワーク

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀12
ユビキタス技術動画像の高能率符号
化㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀158
ユビキタス技術ネットワークロボッ
ト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀164
ユビキタス技術ホームネットワーク
と情報家電㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀164
ユビキタス技術無線LAN㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀168
ユビキタスコンピューティング
（ITText）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀164
ユビキタスコンピューティングと応
用㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀359
夢、それは実現するもの（テクノラ
イフ選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀211

夢のアイディアを実現するアミュー
ズメントマシン（テクノライフ選
書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀213

よ

洋家具の歴史と様式（図でみる）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀121
溶接・接合工学概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
要説機械工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀65
要説 機械製図（機械工学入門シリ
ーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀73
溶接作業の実技（図でわかる）㌀㌀㌀81
要点解釈情報処理 安全確保支援士

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀275
よくわかるAHP㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀179
よくわかるISO13485㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀184
よくわかるRFID㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀61
よくわかるアナログ電子回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀45
よくわかる医用画像工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀245
よくわかる映像コンテンツ制作入門

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀160
よくわかる、おもしろ理科実験（東
京理科大学・坊っちゃん選書）
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀209
よくわかる機械力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀69
よくわかる機構学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀69
よくわかる吸収冷凍装置の運転管理

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀110
よくわかる工業力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀66
よくわかるコンピュータ概論㌀㌀㌀㌀131
よくわかる材料力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀68
よくわかる信号処理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀56
よくわかるストレージネットワーキ
ング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀170
よくわかる製造業の化学物質管理

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀204
よくわかる！第1級陸上特殊無線技
士試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀267
よくわかる通信工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀53
よくわかるディジタル電子回路㌀㌀㌀46
よくわかる電気回路㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀8
よくわかる電気電子計測㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀12
よくわかる電磁気学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀10
よくわかる電子デバイス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀49
よくわかる特許㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀181
よくわかるバーコード・二次元シン
ボル㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀61
よくわかるバイオメトリクスの基礎

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀61
よくわかるパワーエレクトロニクス
と電気機器㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀32
よくわかる板金・製カン作業法㌀㌀㌀76
よくわかる水環境と水質㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀190
よくわかる水リサイクル技術㌀㌀㌀㌀193
よくわかる有限要素法㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀218
米村傳治郎のおもしろ科学館
（RoboBooks）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀214
米村傳治郎のおもしろ科学ミュージ
アム（RoboBooks）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀214
米村傳治郎のおもしろ科学ライブラ
リー（RoboBooks）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀214
予防行政のあゆみ危険物規制と防災
安全㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀92
予防行政のあゆみ消防設備規制と防
災安全㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀92
よみがえる心臓㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀239
夜の森（木野花ドラマスタジオ台本

シリーズ2）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀373
読んで楽しい家づくりのなるほどデ
ィテール。㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀93

ら

ライントレースロボット入門
（RoboBooks）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87
らくらく図解CCD/CMOSカメラの
原理と実践㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀49
らくらく図解LED㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀49
らくらく図解アンケート分析教室

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀221
らくらく図解統計実力問題集㌀㌀㌀㌀221
らくらく図解統計分析教室㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀222
らくらく図解光とレーザー㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42
らくらく解ける2級販売士検定重要
問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀305
らくらく解ける3級販売士検定 重
要問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀306
ラクラク解ける！5類消防設備士
合格問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀278
ラクラク解ける！6類消防設備士
合格問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀278
らくらく解ける国内旅行業務取扱管
理者 必勝問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀307
らくらく解ける総合旅行業務取扱管
理者 必勝問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀306
らくらく解ける知的財産管理技能検
定2級 学科＆実技 重要問題集
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀307
らくらく解ける知的財産管理技能検
定3級学科＆実技重要問題集㌀㌀308
らくらくマスター4類消防設備士
（鑑別×製図）試験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀278
らくらくマスター実践 LPICレベ
ル1問題集㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀275
ラクラクわかる！一級ボイラー技士
試験集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀270
ラクラクわかる！1類消防設備士
集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀279
ラクラクわかる！二級ボイラー技士
試験 集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀269
ラクラクわかる！2類消防設備士
集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀278
ラクラクわかる！3類消防設備士
集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀279
ラクラクわかる！4類消防設備士
集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀280
ラクラクわかる！5類消防設備士
集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀278
ラクラクわかる！6類消防設備士
集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀278
ラクラクわかる！7類消防設備士
集中ゼミ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀278
ランチェスター戦略（Excelで学ぶ）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀179

り

リーダブルコード㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀321
リーンエンタープライズ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀315
リーン開発の現場㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀140
リーン顧客開発㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀316
リーンブランディング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀315
力学入門（ロボット・メカトロニク
ス教科書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀66

書 名 索 引xxxii

や～り



理工系電気電子 数学再入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀4
理工系の英語論文講座㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀206
理工系のための英作文 実践講義 207
理工系のための英文法再入門㌀㌀㌀㌀207
リコンフィギャラブルシステム㌀136
離散数学（ITText）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀132
離散数学（マグロウヒル大学演習）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀132
リスクプリベンション工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀182
リスクマネジメント集中講座（世界
一わかりやすい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀182
立体形状のラピッドプロトタイピン
グ（入門）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀71
立体スケッチ練習ノート（なぞって
カンタン！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀95
リバースエンジニアリング㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀321
リファクタリング・ウェットウェア

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀309
リファクタリング（新装版）㌀㌀㌀㌀147
リフレッシュ数学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀216
流体工学（絵ときでわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
流体のエネルギーと流体機械（機械
工学入門シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
流体の力学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
流体力学（基礎から学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
流体力学の学び方（図解）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
流体力学（はじめて学ぶ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
流体力学（マンガでわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀79
流通・交通施設（建築設備集成10）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀115
量子化学（これからはじめる）㌀199
量子化学（マンガ＋要点整理＋演習
問題でわかる）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀199
量子化学（わかる×わかった！）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀199
量子コンピュータと量子通信 Ⅱ 164
量子コンピュータと量子通信 Ⅲ 164
量子電子工学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀42
量子物理㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀231
量子物理（OHM大学テキスト）㌀42
量子力学の基礎（現代）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀230
量子力学（ぷちマンガでわかる）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀230
量子力学（マンガでわかる）㌀㌀㌀㌀230
溶接技術入門（機械工学入門シリー
ズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
リラクタンストルク応用モータ㌀355
リレーとシーケンサ（やさしい）14
リレーとプログラマブルコントロー
ラ（やさしい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀14
理論がわかる力と運動の手づくり実
験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀214
理論がわかる電気の手づくり実験11
理論がわかる熱と原子・分子の手づ
くり実験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀214
理論がわかる光と音と波の手づくり
実験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀214
理論（電験三種合格一直線）㌀㌀㌀㌀258
臨床遺伝学講義ノート（遺伝カウン
セラーのための）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀242
臨床心理学用語事典㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀242

れ

例題とExcel演習で学ぶ多変量解析
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀222
例題とExcel演習で学ぶ実験計画法
とタグチメソッド㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀222

例題とExcel演習で学ぶ多変量解析
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀222

冷凍機械責任者受験対策 冷凍法令
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀271
冷凍機の設計・製図（機械設計入門
シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀72
冷凍・空調の基本がわかる本㌀㌀㌀㌀109
冷凍空調の実務（わかりやすい）

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀110
冷凍試験 2種・3種［法令］受験攻
略テキスト㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀271
冷凍の理論（わかりやすい）㌀㌀㌀㌀㌀㌀78
レーザーハンドブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀43
レーザプロセシングの基礎と産業応
用㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀358
歴史を飾った機械技術（テクノライ
フ選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀212
歴史を学べば未来が拓ける火力発電
の歴史㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀374
レジデント初期研修用資料医療とコ
ミュニケーションについて㌀㌀㌀㌀242
レジデント初期研修用資料内科診療
ヒントブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀242
列車制御㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀34
「レベルアップ」のゲームデザイン

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀317

ろ

6ヵ年全問題収録浄化槽管理士試験
完全解答㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀285
ロボコン部品ガイドブック㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87
ロボコン・ベーシック・スタディ
（RoboBooks）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87
ロボットインテリジェンス（図解ロ
ボット技術入門シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
ロボットキット完全マニュアル
（RoboBooks）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86
ロボット研究者からのメッセージ83
ロボット工学（絵ときでわかる）84
ロボット工学（新世代工学シリー
ズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀85
ロボット考学と人間㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀83
ロボットコントロール（図解ロボッ
ト技術入門シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
ロボットシステム入門（わかりやす
い）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
ロボット進化論（東京理科大学・坊
っちゃん選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀210
ロボット制御（インターユニバーシ
ティ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87
ロボット制御入門（図解）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀87
ロボット制御のエレクトロニクス
（入門）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀85
ロボット製作のキーワード（Robo-
Books） ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀86
ロボットセンサ入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀88
ロボットセンシング（図解ロボット
技術入門シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
ロボットテクノロジー㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀83
ロボット入門（図解ロボット技術入
門シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
ロボットのためのC言語によるマイ
コン制御の考え方㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀85
ロボットはともだちだ！（テクノラ
イフ選書）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀211
ロボット・メカトロニクス教科書シ
ステム制御入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀13

ロボット・メカトロニクス教科書情
報基礎数学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
ロボット・メカトロニクス教科書メ
カトロニクス概論㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀82
ロボット・メカトロニクス教科書力
学入門㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀66
ロボットメカニクス（図解ロボット
技術入門シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
ロボットモデリング（図解ロボット
技術入門シリーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀84
論理回路（NewText電子情報系シ
リーズ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀136
論理回路（OHM大学テキスト）㌀47
論理回路（新インターユニバーシテ
ィ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀136
論理回路とオートマトン（インター
ユニバーシティ）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀136

わ

ワークブックで学ぶ生物学実験の基
礎㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀234
ワークブックで学ぶ生物学の基礎

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀234
ワイヤレス給電技術がわかる本㌀㌀㌀27
ワイヤレスセンサーネットワーク
（XBeeで作る）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀312
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わかる×わかった！有機化学㌀㌀㌀㌀203
わかる×わかった！量子化学㌀㌀㌀㌀199
わかる！わかる！建築構造力学㌀㌀㌀96
わかる！わかる！建築設備㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀105
わかるわかる！第一種衛生管理者試
験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀305
わかるわかる！第二種衛生管理者試
験㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀305
私たちの住居学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀250
私たちの生活科学㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀250
私たちはみなメイカーだ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀311

数字

100の事例で理解する機械製図㌀㌀㌀㌀73
100万人の給排水㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀111
100万人の給排水衛生設備㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀108
100万人の空気調和㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀110
10日で受かる！乙種第4類 危険物取
扱者 すい～っと合格㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀375
1級管工事試験演習（語呂合わせで
覚える）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀285
1級管工事実地試験の完全対策㌀㌀285
1級管工事実地試験の徹底研究㌀㌀285
1級管工事施工 学科試験（これだ
け覚える！）㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀284
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電気電子・応用物理

電気設備用語辞典
（第3版）

一般社団法人電気設備学会 編

第2版の発行から5年強が経過し、この間電気設備を取り巻く環

境は大きく変化した。特にICT分野の進展は著しく、建築電気

設備・空調衛生設備においても情報通信設備を強く意識した設

計開発・施工が求められるようになったため、情報通信分野の

用語を大幅に追加し、現代の電気設備の実情にあった用語辞典

としてまとめた。A5判 488頁 定価(4,700円+税)1609 978-4-274-21939-9

電気設備ハンドブック

一般社団法人電気設備学会 編

本書は、本邦における電気設備の代表的な団体である（一社）

電気設備学会の編集により、電気設備工事の実務にかかわる部

分を中心として、設計・施工・監理や法体制の現状までを集大

成し、電気設備にかかわるすべての方々の新たなる座右の書と

してまとめたハンドブック。

B5判 770頁 定価(28,000円+税)1603 978-4-274-21858-3

電気工学ハンドブック
（第7版）

一般社団法人電気学会 編

電気工学分野の金字塔、12年ぶりの改訂。1951年に第1版を発

行して以来、長期にわたって電気工学にたずさわる方々の座右

の書として役立てられてきているハンドブックの改訂版。この

十数余年の技術の進展を盛り込んだうえで、すべての工学分野

の基礎として、環境・エネルギーから情報通信まで広く電気工

学の内容を網羅し収録した。本文PDF収録DVD-ROM付。B5判 2,706頁 定価(45,000円+税)1309 978-4-274-21382-3

現代

電力技術便覧

財団法人電気科学技術奨励会 編

現在の電力システム技術者には、従来の電力技術とともに、分

散電源や環境問題、技術倫理や教育、電力経済や法律まで幅広

い知識が求められるようになってきている。電力技術者が現代

に求められ、実務として必要とする電気・電力技術と関連の必

須知識を、体系的かつ問題解決のために使いやすく整理して1

冊にまとめた21世紀版便覧。B5判 1,442頁 定価(32,000円+税)0705 978-4-274-20368-8

図解版

電気学ポケットブック

電気学ポケットブック編集委員会 編

先端テクノロジーの基盤を支える電気工学は、今日では電子、

通信、情報をはじめとした諸工学（技術）と融合し、「総合電

気工学」あるいは「複合工学」ともいうべき色彩を強めてい

る。本書は、内容を今日における電気工学の「基礎」に限定

し、できるだけ図解化により、基本的な理論および技術につい

て、わかりやすく解説した。A5判 984頁 定価(9,500円+税)0309 978-4-274-03607-1

コンパクト版

電気工学ポケットブック

電気学会 編

電気工学ポケットブック（第4版）をもとに、実務上でも扱い

やすい判型に縮小し、求めやすい廉価版として発行。電気系の

学生・技術者のみならず、工学技術を学ぶ工高・高専・大学生

の座右書として適している。

A5判 1,496頁 定価(8,300円+税)9004 978-4-274-03278-3

ハンディブック電気
（改訂2版）

桂井 誠 監修

初学者でも電気の基礎から応用まで体系的に理解できるよう、

項目ごとの読み切りスタイルで好評を得ていた初版であるが、

JIS記号、電気関係法令の改正、工業高校の指導要領の改訂等

教育環境、技術環境の変化を踏まえ、内容の見直し・刷新を行

い「改訂2版」として発行。

A5判 576頁 定価(3,800円+税)0511 978-4-274-20141-7

コンパクト版

静電気ハンドブック

静電気学会 編

応用技術を主体に、画像処理、静電気機能材料、コンタミネー

ション、ノイズ等に関する最新技術・装置・材料を解説。「静

電気ハンドブック」をより扱いやすく、購入しやすいA5判に

縮刷し発行したもの。

A5判 1,336頁 定価(14,000円+税)0611 978-4-274-20332-9

電気工事基礎用語事典
（第3版）

電気と工事編集部 編

正確な電気工事のためには、用語等についての現場での共通認

識は大切。本書は、JISや機器名称、物理現象に加え、慣用的

に使用されている用語について解説をしている。電気工事に携

わる実務者必携。実務で必要な用語約3300語を収録。

A5判 408頁 定価(3,000円+税)1411 978-4-274-50526-3

電気電子・応用物理 1



やさしい

電気・電子英語

青柳忠克 著

電気・電子分野の英語を学ぶ人たちが、英語を正しく理解し、

誤りのない英文を作成するための入門書。専門分野の基礎知識

と英語が同時に学べる内容となっている。特に英文法をていね

いに解説し、実力を身につけることができる。

〔目次〕電気とは何か／電気理論の基礎／電子理論の基礎／電

気の利用と施設／電気技術の応用／電気計算機A5判 160頁 定価(1,900円+税)9703 978-4-274-13089-2

コンパクト版

英・和・独・露 電気術語大辞典

石橋誠一 編

「英・和・独・露 電気術語大辞典（改訂3版）」をもとに、使

いやすく求めやすい縮小・廉価版。電気関係に加え、エレクト

ロニクスや情報処理関連の急速な技術的進歩に即応する43,000

語の用語を収録し、電気・電子・情報関係の学生・技術者・研

究者、海外関係実務者、翻訳著述関係者の必携書。

A5判 1,808頁 定価(12,000円+税)9106 978-4-274-03330-8

絵とき

電気設備技術基準・解釈早わかり
―平成29年版―

電気設備技術基準研究会 編

電気技術者必携の法令「電気設備技術基準」と「電気設備技術

基準の解釈」の絵とき解説版として、長年電気設備の設計・施

工・保守・管理に携わる技術者には欠かせない法令解説書とし

て定評にある本書の平成29年度版。法令の条文に対応しながら

解説している構成なので、法令の内容が明確にわかる一冊。

A5判 908頁 定価(3,200円+税)1703 978-4-274-50655-0

電気主任技術者の官庁手続き必携
（第2版）

オーム社 編

自家用電気工作物の新設及び変更に伴う経済産業局等への手続

きは、その設置者（代表者）に代わって、その設備運用をまか

されている電気主任技術者が行うのが常である。本書はその手

続きについて、様式はもとよりその記載のポイント及び記載例

を付けて、わかりやすく解説。

A5判 304頁 定価(2,600円+税)0804 978-4-274-50183-8

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）
平成28年版

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修
一般社団法人公共建築協会 編

官庁施設の電気設備工事の統一基準となる「公共建築工事標準

仕様書（電気設備工事編）」の平成28年版です。3年ごとの改定

により、関係法令の改正状況、新技術の動向を踏まえ、一般社

団法人公共建築協会の編集により、内容を一部刷新し発行。

A5判 552頁 定価(5,000円+税)1606 978-4-274-21895-8

世界一の電気はこうしてつくられる！

パワーアカデミー 編

高校生や大学1・2年生向けに、電気がつくられる電力システム

がどのようなものであるかを知ってもらうため、数式を使わな

いで解説したユニークな技術入門書。電力システムとはどのよ

うなものなのか、最前線で働いている技術者達の仕事ぶりはど

んなものなのかなど、エピソードなども織り込んで電気工学の

魅力や面白さを伝えている。四六判 188頁 定価(1,200円+税)0911 978-4-274-50243-9

身近な電気・節電の知識

柴田尚志
森田一弘 共著

東日本大震災以降、電気に関する興味関心が高まってきてい

る。本書は、電気にまつわる身近なテーマを例に、電気の知識

をわかりやすくまとめた入門書。“地震のときコンセントは抜

いた方がいいの？”といった、生活の中でわき起こる疑問を

Q&A方式で紹介し、興味を持ったテーマから読み進められる

ような内容構成となっている。四六判 176頁 定価(1,500円+税)1109 978-4-274-21078-5

電気とエネルギーの未来は？
―新技術の動向と全体最適化への挑戦―

石川憲二 著

東日本大震災と原発事故などにより、エネルギー・電気・発電

技術全般への注目が過去ないほど高まっている。今の社会情勢

のなかで人々が求めているのは、「それで本当のところ、今後

の日本が選ぶべきエネルギー技術・発電方法は何なのか？」と

いうこと。本書では、この疑問への答えを読者自らが出すため

の情報と知識を、多面的な観点から提供する。四六判 224頁 定価(1,600円+税)1110 978-4-274-06862-1

自然エネルギーの可能性と限界
―風力・太陽光発電の実力と現実解―

石川憲二 著

現在脚光を浴びている「自然エネルギー」。しかし、太陽光発

電、風力発電には、生産できる総エネルギー量と気象変化によ

るエネルギー生産量の不安定化など、多くの制約と限界があ

る。現状の盲目的な自然エネルギー礼賛の風潮に対し、科学

的、論理的な視点から問題点を指摘し、現実的なエネルギー生

産と利用のあり方、将来の見通しなどを示す。四六判 208頁 定価(1,600円+税)1007 978-4-274-06808-9

絵とき

電気基礎入門早わかり
（改訂2版）

岩本 洋
堀 桂太郎 共著

工高や高専の電気・電子課程で学ぶ「電気基礎」のカリキュラ

ムに沿って、電気の基礎知識を絵とき解説した教科書準拠版の

テキスト。電気理論の本質をしっかり理解できるように、必要

に応じて数式を用い、学問としての電気工学の基礎をしっかり

と学習できるように構成。

B5変判 160頁 定価(2,100円+税)1602 978-4-274-50599-7
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完全図解

電気と電子の基礎教室
回路の理解から制御まで

大浜庄司 著

本書は、電気・電子の基礎知識として、設備・機器の制御の基

本となる電気回路、電子回路を学習する人のための入門書。1

頁ごとにテーマを設定し、頁上段に図を詳細に示して完全図解

とすることで、理解がより深まる構成としている。機器、回路

などの実物を見たことのない人のために、臨場感のある実際配

線図、実体配線図をなどの工夫を凝らした。A5判 280頁 定価(2,800円+税)1408 978-4-274-21578-0

実習

電気技術
梅木一良 編

藤田岩夫

磯崎憲史

竹前泰治 共著

平成26年度から実施される高校新学習指導要領に準拠した教科

「工業」、科目「電気機器」「電力技術」の教科書に対応した実

習書。最重要かつ最低限おさえておかなければならない実習項

目を厳選。昨今の高校生の学力レベルに適応できるよう、基本

的な内容を主体とした構成としており、各科共通に履修できる

『電気技術実習の定番書』。B5判 168頁 定価(1,500円+税)1309 978-4-274-21419-6

実習

電気基礎

オーム社 編

平成25年度から実施される高校新学習指導要領に準拠した教科

「工業」、科目「電気基礎」の教科書に対応した実習書。教育現

場で最重要かつ最低限おさえておかなければならない実習項目

を厳選している。直流回路、電気磁気および交流回路の基礎な

ど基本的な内容を主体とした構成としているので、各科共通に

履修できる「電気基礎」の実習書。B5判 200頁 定価(1,800円+税)1302 978-4-274-21335-9

電気電子工学の学び方

輿水大和 著

電気・電子工学系に進む学生がこれから学んでゆく領域全体を

概説したテキスト。電気電子工学の重要なテーマについて、物

理・化学・数学などの前提知識がなくとも読めるように、身近

な事象を例にあげながらわかりやすく丁寧に解説。

〔目次〕身のまわりの電気電子工学／電気電子工学を学ぶため

の情報技術／情報技術を駆使した電気電子工学A5判 168頁 定価(2,500円+税)1210 978-4-274-21281-9

ビギナーのための

電気Q&A

電気Q&A研究会 編

Q＆A形式で、電気のことがおもしろくわかる！ 電気科以外

の学科を卒業した技術者向けに、電気がおもしろくわかるよう

に基礎から実践までをかみくだいて解説する。「設備と管理別

冊」の内容に、電気関連資格ガイドを付加して書籍化したも

の。ビル管理技術者、電気技術者、電気を学ぶ初学者などにお

すすめ。B5判 164頁 定価(1,905円+税)0702 978-4-274-50126-5

マンガでわかる

電気
藤瀧和弘 著

マツダ 作画

トレンド・プロ 制作

“マンガでわかる”シリーズで、電気の基礎を紹介。電気の現象

やはたらき、部品の仕組みなど、電気を学ぶ上で、必要で基礎

的な事柄を解説。マンガと平易な解説文によって電気の基礎を

マスターできる。

B5変判 224頁 定価(1,900円+税)0612 978-4-274-06672-6

絵ときでわかる

電気電子の基礎

髙橋 寛 監修
熊谷 勉 著

電気の入門として、直流回路、磁気と静電気および交流回路を

取り扱い、電子の入門として半導体素子および各種回路を、ま

た今日必須の情報技術の基礎として数値の表し方、論理回路お

よびフローチャートを絵ときでわかりやすくまとめた。最後に

電気電子計測として基本的な測定器と測定技術を紹介した。

A5判 212頁 定価(2,500円+税)0507 978-4-274-20104-2

見方・かき方

電気用図記号

山下祐司
大梅元弘 共著

変電設備、シーケンス制御設備を中心に、関連する構内電気設

備に関する図記号についてもまとめ、電気用図記号の構成全体

の理解が深まるように配慮した。

〔目次〕電気用図記号の概要／屋内配線／受変電設備／シーケ

ンス制御設備／JIS C 0617：1999とJIS C 0301：1990との比較

／制御器具番号A5判 144頁 定価(2,300円+税)0309 978-4-274-03608-8

図解

電気の実用知識

高橋文彦
江村 稔 共著

現場の初級技術者や電気に関する専門知識を持たない人が、仕

事で必要となる電気の実務知識に関するテーマを図解によりや

さしくまとめた入門書である。取り扱う内容は、電源・電気計

器・磁石・電気機器・電熱と照明・電気工事の基礎・保安・電

子技術の基礎である。

A5判 212頁 定価(2,500円+税)0107 978-4-274-03485-5

絵ときでわかる

電気理論

髙橋 寛 監修
福田 務 他著

電気・電子を学ぶうえで基本となる電気磁気と電気回路の基礎

的テーマを、わかりやすい図解を豊富に用い視覚的に解説する

とともに、基礎的な力がつけられる例題を挿入し、電気理論の

基本が理解できるよう解説。はじめて学ぶ読者に最適の基本

書・入門書。

〔目次〕直流回路／電気と磁気／静電気／交流回路A5判 240頁 定価(2,500円+税)0106 978-4-274-03557-9
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なるほどナットク！

電気がわかる本

松原洋平 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。電気工

学を専門としていない方々を対象に、電気の基本と日常接する

電気の応用について、やさしく楽しく知識が身につく。

B6判 256頁 定価(1,200円+税)0103 978-4-274-03544-9

初めて学ぶ

電気電子の基礎

加地正義
角 正之 共編

専修学校、短大などの工学系で必須の電気と電子の基礎を2単

位程度で履修できるようにコンパクトにまとめたテキスト。本

文中の問いや章末の総合問題に対しては、巻末にていねいな解

答を掲載。

〔目次〕直流回路／磁気と静電気／交流回路／半導体と電子回

路／電気電子計測／電気技術の基礎A5判 232頁 定価(1,900円+税)9502 978-4-274-12999-5

新インターユニバーシティ

工学のための基礎数学

秦野甯世 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキスト。

〔目次〕工学基礎数学の学び方／数／ベクトルと行列（1）／ベ

クトルと行列（2）／関数とグラフ（1）／指数関数と対数関数

／三角関数と逆三角関数／関数の極限と微分／初等関数の微分

／関数とグラフ（2）／積分法（1）／積分法（2）／微分方程

式入門A5判 164頁 定価(2,300円+税)1208 978-4-274-21249-9

電気電子数学入門

微分方程式・ラプラス変換・フーリエ解析

一色秀夫
塩川高雄 共著

大学学部生向け、電気数学の参考書。「電気回路」「信号処理」

で学ぶ内容にふれ、実際の数値・例をあてた例題を適宜盛り込

み、それぞれの項目をなぜ学ぶのかを明示しながら解説してい

る。卒業研究や大学院入試対策にも役立つ内容。

〔目次〕電気電子数学の基礎／常微分方程式／ラプラス変換／

フーリエ解析／偏微分方程式A5判 226頁 定価(2,400円+税)1205 978-4-274-21203-1

電気電子数学入門

線形代数・ベクトル解析・複素数

浜松芳夫
星野貴弘 共著

大学生向け線形代数・ベクトル解析・複素数の参考書。高校の

おさらいをしたうえで、電気工学の専門課目に関連した内容を

学ぶ。実際の数値・例をあてた例題を適宜盛り込み、それぞれ

の項目をなぜ学ぶのかを明示しながら解説した。

〔目次〕関数／微分と積分／行列／ベクトル解析／複素数と電

気回路入門A5判 228頁 定価(2,600円+税)1202 978-4-274-21158-4

マンガでわかる

電気数学
田中賢一 著

松下マイ 作画

オフィスsawa 制作

電気系の資格試験や回路図の問題を解く上で必要な高校数学を

わかりやすく解説。電気回路をはじめ電気の演習問題を解くに

は方程式や不等式、三角関数、行列などの高校数学が必要にな

る。この本では、電気数学のポイントや数学の基礎知識をマン

ガで解説し、さらに解説部分で解き方を確認できる。電気数学

を基礎から勉強したい人には必見の書。B5変判 272頁 定価(2,200円+税)1111 978-4-274-06819-5

EE Text

電気・電子・情報のための基礎数学

村田純一
村田 昇 共著

電気・電子・情報系の基礎課目である電気（情報）数学の教科

書。電気・電子・情報系の学生が大学初年度から回路や電磁気

を始められるよう、微積分、線形代数、複素関数、フーリエ変

換、ラプラス変換、確率・統計などの基礎的な数学をまとめ

た。側注・囲み記事や演習問題が充実している。

B5判 204頁 定価(2,800円+税)1109 978-4-274-21087-7

理工系電気電子 数学再入門

重見健一 著

理工系技術に必要となる数学を復習する書籍。理工系の学生や

技術者だけでなく、ビジネスマンにもお薦め。

〔目次〕文字と文字式／四則演算／方程式、不等式／式とグラ

フ／三角関数／ベクトル／記号法と複素数／図形／指数、対数

／級数と論理／微分、積分

A5判 268頁 定価(2,000円+税)1011 978-4-274-50311-5

初めて学ぶ

電気数学入門ノート

井川治男 著

電気工事士試験や電験三種の受験者のために電気数学の基礎を

確実にマスターできるようにプログラムされた入門書であり、

ライセンスを得る解法術が自然と身につく。

〔目次〕学習編（四則演算／分数／べき数／文字方程式／円の

面積／分数式／比例／反比例／逆数／無理数／三角関数）／演

習編A5判 132頁 定価(1,800円+税)9705 978-4-274-94150-4

現代

基礎電気数学
（改訂増補版）

卯本重郎 著

〔目次〕三角関数／指数関数、対数関数および双曲線関数／複

素数／行列式と行列／微分法／積分法／常微分方程式／ラプラ

ス変換／ベクトル／直交曲線座標系とベクトル／特殊関数／偏

微分方程式／複素関数と逆プラス変換／フーリエ解析／初等代

数公式／グラフの方程式、図形の面積と体積

A5判 426頁 定価(3,300円+税)9003 978-4-274-12870-7
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基礎から学ぶ

電気回路計算
（改訂2版）

永田博義 著

電気理論指導に定評ある著者が、その総決算として、電気系初

学者に対する「回路の知識」「解析力の涵養」を目指して執筆。

解説を安易に省略せず、丹念に解答に至る過程を解きほぐす手

法も大きな特徴。掲載している問題は合計334問。圧倒的な問

題数により電験三種合格レベルの実力に到達することが可能。

A5判 296頁 定価(2,400円+税)1512 978-4-274-50588-1

電気回路独解テキスト
―直流から交流へ―

神野健哉
平栗健史
𠮷野秀明 共著

電気回路を理解したくても、どのように勉強をしたらいいのか

わからない学生を対象にした教科書。各所に豊富な例題が設け

られています。読み進めていく過程で例題を解いていけば、電

気回路の力が身につくようになっています。しかも、章末に

100点形式の練習問題が付いているので、実力の確認を点数で

把握できます。A5判 200頁 定価(2,600円+税)1508 978-4-274-21786-9

Excelで学ぶ

電気回路

吉田澄男 著

本書は、Excelで数値・波形シミュレーションすることによっ

て電気回路の基本を学ぶ参考書。回路計算の数式は省略せずに

追っていけるものにした。工業高校生程度の学力でExcelを使

って簡単なRLC回路のインピーダンスの計算ができ、Excelの

シミュレーションを通じて回路に交流やパルスを加えたときの

電流・電圧波形を直感的に理解できる。A5判 272頁 定価(2,400円+税)1405 978-4-274-05012-1

基本からわかる

電気回路講義ノート
西方正司 監修

岩崎久雄・鈴木憲吏

鷹野一朗・松井幹彦 他共著

本書は「電気回路」の基本的な事項について、難しい数式は最

小限にして解説し、実際に電気回路がどのように動作するのか

が理解できるようにまとめた参考書。実際の講義で先生が適宜

行う補足や要点の解説を随所に挿入し、講義の予習・復習用の

参考書としてはもちろん、学生へのフォローが充実した教科書

としても最適な一冊とした。A5判 256頁 定価(2,500円+税)1403 978-4-274-21490-5

基本を学ぶ

電気回路

水井 潔 著

電気・電子・情報系の大学学部向けテキストシリーズ。多くの

図面を取り入れ、吹出しを利用するなどして解説。章末の練習

問題は、基礎的内容から発展的な内容まで扱っている。本書

は、電気回路の前期の教科書としてオームの法則や交流回路と

いった基本から複素インピーダンスやフェーザ法、電力や二端

子対回路までの事項をていねいに解説した。A5判 226頁 定価(2,500円+税)1212 978-4-274-21310-6

OHM大学テキスト

電気回路Ⅰ

黒木修隆 編著

〔目次〕電気回路の基礎／RLCの基本的性質／回路要素の接続

と性質(1)／回路要素の接続と性質(2)／交流の基礎／フェーザ

表示と複素数表示／フェーザによる交流回路の解析／インピー

ダンスとアドミタンス／交流回路の電力／回路網の諸定理(1)

／回路網の諸定理(2)／電磁誘導結合回路(1)／電磁誘導結合回

路(2)／共振回路／三相交流回路A5判 176頁 定価(2,600円+税)1209 978-4-274-21254-3

OHM大学テキスト

電気回路Ⅱ

竹野裕正 編著

〔目次〕交流回路の周波数特性（1）／交流回路の周波数特性

（2）／基本的回路の過渡現象（1）／基本的回路の過渡現象

（2）／ラプラス変換／ラプラス変換による過渡解析／状態方程

式による過渡解析／フーリエ解析／二端子対回路(1)／二端子

対回路(2)／二端子対回路(3)／分布定数回路の基礎(1)／分布

定数回路の基礎(2)／ほかA5判 206頁 定価(2,600円+税)1210 978-4-274-21277-2

基本を学ぶ

回路理論

渡部英二 著

電気・電子・情報系の大学学部向け2単位用のテキスト。電気

回路の基本となる電気回路（交流回路）について4単位（講義）

で学ぶカリキュラムの後半部分（過渡現象、回路網、フィル

タ）をわかりやすく解説。

〔目次〕回路と回路素子／線形微分方程式と回路の応答／ラプ

ラス変換と回路の応答／回路関数／フーリエ変換と回路の応答A5判 168頁 定価(2,500円+税)1210 978-4-274-21280-2

教えて？わかった！

電気回路

土井 淳 著

電気・電子・情報系学科の大学学部生向け参考書。「対話」形

式とわかりやすい図面で、学生が一人で講義内容をたどりやす

い内容とした。単位取得や大学院入試対策に最適の一冊。

〔目次〕電気回路の要素と接続／回路計算の基本法則／直流回

路の計算／正弦波交流／交流回路の複素数表示／交流回路の計

算／交流電力／共振回路の計算／相互インダクタンス／他A5判 240頁 定価(2,500円+税)1112 978-4-274-21152-2

EE Text

基礎電気回路

仁田旦三 編著

電気・電子系の必修課目である「電気回路」の教科書。電気回

路理論を理解して活用できるようになることを目的として、極

力複雑な回路方程式をたてずに解を得る方法を解説するととも

に、交流回路をjωを用いずに、直流回路を扱うようにみるこ

とでより直感的に解を導く考え方を解説。

B5判 208頁 定価(3,000円+税)1111 978-4-274-21123-2
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6日でマスター！

電気回路の基本66

松原洋平 著

本書は、直流回路、電気回路の諸定理、交流回路の基礎、交流

の複素数表示、正弦波交流、三相交流までとして、工業高校の

「電気基礎」で教えられる「電気回路」の内容から、大学で教

えられる「電気回路」の通年講義での内容をこの1冊でカバー

する、自習用参考書。下敷き付き。

A5判 280頁 定価(2,600円+税)1110 978-4-274-21063-1

これでなっとく！

電気回路超入門

武原春輝 著

電気回路の計算において、方程式を立てることができれば、数

学のテクニックで計算を解くことができる。しかし、直流と交

流の違いを応えられない学生も少なくない。本書は中学校で学

ぶ電気の基礎から大学入試、電験・電気工事士といった資格試

験の問題までを丁寧に解説し、きちんと理解したうえで電気回

路の計算ができるようになることを目標にした一冊。A5判 208頁 定価(2,300円+税)1103 978-4-274-20991-8

電気回路基本問題集

米山 淳 著

演習を中心とした電気回路の入門書。例題を分かりやすく詳細

に解説。数式の途中をはぶかず目で順に追っていけるような工

夫をした。まず例題を解き次に演習問題を解くことで理解を確

認できる。基本から応用へと2段階方式で学習可能。

〔目次〕直流回路／正弦波交流と回路素子／交流回路／一般回

路の定理A5判 224頁 定価(2,000円+税)1012 978-4-274-06835-5

新インターユニバーシティ

電気回路Ⅰ

山口作太郎 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシ

リーズの一巻。本書は、電気関連学科の専門基礎課目としての

電気回路を通年4単位で学習する、前期2単位用の教科書。直流

回路の基礎、正弦波交流、複素数表示、回路方程式の諸定理、

相互誘導回路、ひずみ波交流などをわかりやすく解説。章末に

はまとめと演習問題が充実。A5判 166頁 定価(2,300円+税)1010 978-4-274-20931-4

新インターユニバーシティ

電気回路Ⅱ

佐藤義久 編著

現代の電気回路の講義のスタイルに合った、待望の教科書！電

気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシリ

ーズの一巻。本書は、電気関連学科の専門基礎課目としての電

気回路を通年4単位で学習する、後期2単位用の教科書。過渡現

象、回路網、各種フィルタなどの回路解析をわかりやすく解説

するもの。章末にはまとめと演習問題が充実。A5判 168頁 定価(2,300円+税)1008 978-4-274-20903-1

新インターユニバーシティ

電気回路基礎

佐藤義久 編著

電気関連学科の専門基礎科目としての電気回路への入門コース

として最初に学習する教科書。直流回路で、オームの法則、キ

ルヒホッフの法則、回路網方程式、クラメールの公式など電気

回路を扱う上での基本的な法則、計算法などをしっかりと身に

つけ、交流回路の解析につなげるもの。章末にはまとめと演習

問題が充実。A5判 160頁 定価(2,300円+税)1008 978-4-274-20901-7

すっきりわかる

電気回路

大伴洋祐 著

電気回路の基礎である、直流・交流回路、複素記号法・フェー

ザ図までを、視覚的にわかりやすく解説。ていねいな解説によ

り、電気回路が「すっきり」わかる。

〔目次〕一番簡単な電気回路／ややこしい直流回路／その他の

知識／回路を解く際の諸定理／電力と電力量／交流の基礎／交

流の計算／虚数をつかって交流回路を解く！などA5判 248頁 定価(2,600円+税)1008 978-4-274-20908-6

マンガでわかる

電気回路
飯田芳一 著

山田ガレキ 作画

パルスクリエイティブハウス 制作

はじめて電気回路を学ぶ人向けに、はじめに理解しておかなけ

ればならない基本的な知識をマンガでていねいに解説。用語の

解説から、各種回路の仕組みや理論を適宜イラストを用いて説

明。抵抗なく電気回路に親しめるような構成とした。

〔目次〕電気って何だ？／直流回路／交流回路／三相交流回路

／発電・送電B5変判 240頁 定価(2,000円+税)1002 978-4-274-06795-2

入門

電気回路（基礎編）

家村道雄 監修
原谷直実 他著

大学学部や高専向けの電気回路の教科書。学習の過程でつまず

かないように基本から丁寧にわかりやすく解説。説明の要所要

所には例題を豊富に取り入れ、実践的な理解ができ、章末の演

習問題で学んだ内容の理解度を確認できる。

A5判 212頁 定価(2,500円+税)0503 978-4-274-20041-0

入門

電気回路（発展編）

家村道雄 監修
村田勝昭 他著

大学学部や高専向けの電気回路の教科書。学習の過程でつまず

かないようにていねいでわかりやすく解説。基礎偏の続編とし

て、2端子対回路、過渡現象や非対称三相回路などのテーマを

扱っている。例題と章末の演習問題を豊富に取り入れ、実践的

な理解ができる。

A5判 184頁 定価(2,500円+税)0509 978-4-274-20130-1
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基礎電気回路（上）
松瀨貢規 編

土屋一雄

荒 隆裕

磯田八郎 共著

電気電子系、機械系、建築系、化学・物理系の基礎課目である

電気回路の教科書を上下巻で発刊する。上巻では、高校の物理

教育から大学教育への橋渡しを意識しながら、電気回路と電

圧・電流、回路素子と電源の波形、電気回路の解き方、交流回

路、三相交流回路などを解説。

A5判 182頁 定価(2,400円+税)0411 978-4-274-13312-1

基礎電気回路（下）
松瀨貢規 編

土屋一雄

荒 隆裕

磯田八郎 共著

電気電子系、機械系、建築系、化学・物理系の基礎課目である

電気回路の教科書を上下巻で発刊する。下巻では、制御 力学

などシステム系が理解できる基礎として、周波数応答、過渡現

象、電気回路の状態微分方程式、2端子対回路、分布定数回路

などを解説。

A5判 190頁 定価(2,400円+税)0411 978-4-274-13313-8

インターユニバーシティ

電気回路A
（改訂2版）

佐治 學 編著

回路解析に必要な数学、交流回路、回路網の基本的な定理など

まで、セメスタ制カリキュラムに対応した大学学部向け教科

書。

〔目次〕電気回路Aの学び方／電気回路Aに必要な数学／電気

回路の構成要素の働きと正弦波交流／記号法を用いて交流回路

を表現しよう／回路方程式のたて方と解き方／他A5判 180頁 定価(2,300円+税)0303 978-4-274-13272-8

なるほどナットク！

電気回路がわかる本

飯田芳一 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。電気回

路とは実際にはどんなものなのか？ どんな働きをするのか？

また、計算が苦手だ、電気回路はわかりにくいといった方や電

気に関する知識があまりない方でも興味をもって読み進められ

る。B6判 248頁 定価(1,200円+税)0112 978-4-274-03569-2

絵ときでわかる

電気回路

髙橋 寛 監修
岩澤孝治 他著

電気・電子を学ぶうえで基本となる電気回路の基礎的テーマ

を、わかりやすい図解を豊富に用い視覚的に解説するととも

に、基礎的な力がつけられる例題を挿入している。

〔目次〕電流の流れかた／直流回路／複雑な回路の計算／電流

の発熱作用と電力／単相交流／交流回路／いろいろな交流回路

と四端子網／三相交流回路／非正弦波交流A5判 212頁 定価(2,300円+税)0102 978-4-274-03547-0

電気回路教本

秋月影雄 監修
橋本洋志 著

数学や物理、電気に関する予備知識がなくても「電気回路」を

習熟できるよう、必要な予備知識から電気回路を解析・理解す

るための必要知識を図解で解説。(CD-ROM付)

〔目次〕電気回路を学ぶための教養／直流回路基礎／直流回路

網解析／正弦波交流／交流回路素子／交流回路の基礎技術／相

互インクダクタンス回路／交流回路の発展例／他B5判 260頁 定価(2,500円+税)0102 978-4-274-13226-1

大学課程

電気回路（1）
（第3版）

大野克郎
西 哲生 共著

1980年8月に発行された「大学課程 電気回路(1)(第2版)」は

大学教科書として、多くの大学で採用され高い評価を受けてき

た。今回改訂3版として発行。

〔目次〕抵抗回路／回路素子とその性質／正弦波と複素数／交

流回路と記号的計算法／直並列回路／相互インダクタンスと変

成器（変圧器）／回路の方程式／他A5判 332頁 定価(2,600円+税)9903 978-4-274-13166-0

大学課程

電気回路（2）
（第3版）

尾崎 弘 著

〔目次〕フーリエ変換による回路解析（波形とスペクトル）／

分布定数回路／基本的回路の過渡現象／ラプラス変換による解

析／分布定数回路の過渡現象／時間関数による過渡解析／複素

周波数変数を用いる回路理論（回路網理論概説）／複素関数論

概説／ラプラス変換表／演習問題略解

A5判 302頁 定価(2,800円+税)0001 978-4-274-13195-0

電気回路と回転機の解析と制御
―スパイラルベクトル理論―

山村 昌 著

JECの新しい規格にも取り入れられた注目のスパイラルベクト

ル理論について各種回転機の解析と制御事例で解説。

〔目次〕電気回路のスパイラルベクトル理論の緒論／スパイラ

ルベクトルの定義と定理／交流制御用モータ緒論／他

A5判 192頁 定価(4,500円+税)9807 978-4-274-03506-7

インターユニバーシティ

電気回路B

日比野倫夫 編著

過渡現象、回路網の解析、分布定数回路など電気回路の解析法

について解説した2単位用教科書。

〔目次〕電気回路Bの学び方／電気回路の過渡現象とその解き

方／ラプラス変換で過渡現象を解こう／状態方程式で過渡現象

を解こう／回路の性質と表現方法／伝送線路の電圧、電流を調

べようA5判 184頁 定価(2,300円+税)9702 978-4-274-13082-3
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マグロウヒル大学演習

電気回路

JosephA. Edminister 著
村崎憲雄 訳

〔目次〕定義および回路定数／平均値および実効値／正弦波電

流および正弦波電圧／複素数／複素インピーダンスとフェーザ

記号法／直列回路と並列回路／電力と力率改善／直列および並

列共振／網目電流法による回路網の解析／節点電圧法による回

路網解析／テブナンおよびノートンの定理／回路網に関する定

理／相互インタクタンス／多相交流／他B5判 338頁 定価(2,800円+税)9506 978-4-274-13014-4

よくわかる

電気回路

藤井信生 著

大学の新しいカリキュラムで主流となってきた半期2単位で履

修できる内容・ページ数で編集した教科書。

〔目次〕電圧、電流の基本的な性質／電圧、電流とオームの法

則／電気回路素子とインピーダンス／正弦波交流と複素表示／

回路の解き方／線形回路の性質／簡単な回路の過渡現象

A5判 176頁 定価(2,400円+税)9411 978-4-274-12988-9

基礎電気回路

雨宮好文 著

〔目次〕正弦波交流（正弦波／位相差／実効値／かんたんな法

則／複素数の応用／演習問題）／複素インピーダンス（インピ

ーダンス／合成インピーダンス／他）／ベクトル図／電力／共

振回路／相互インダクタンス／線形回路の一般性質／二端子対

回路／三相交流／ひずみ波交流

A5判 234頁 定価(2,800円+税)9102 978-4-274-12879-0

OHM大学講座

基礎電気電子回路

高木亀一 編著

電気系以外の学生や技術者が、より効率的に電気の基礎知識が

学べるようにまとめた。

〔目次〕電気とは／電気回路の基礎／交流とその回路／交流回

路網の計算／三相交流／ひずみ波／過渡現象／機械回路／ディ

ジタル回路／電子回路の基礎／電子回路の応用／制御用機器

A5判 264頁 定価(2,900円+税)9003 978-4-274-12875-2

大学課程

過渡現象
（改訂2版）

高木亀一 編著

大学生だけではなく、短大生、高専生にも、教科書として使え

るように、例題を豊富に設けながらやさしく解説したテキス

ト。

〔目次〕過渡現象とは／微分方程式と過渡現象／ラプラス変換

／任意の波形の過渡現象／分布定数回路の過渡現象

A5判 160頁 定価(2,500円+税)9409 978-4-274-12974-2

基礎

過渡現象

本郷忠敬 著

〔目次〕例題・練習問題を豊富に挿入し、理解が深められるよ

うな構成。過渡現象とは／単エネルギー回路／複エネルギー回

路／相互誘導回路／非線形回路／ステップ関数・傾斜関数・イ

ンパルス関数／ヘビサイドの演算子法／ラプラス変換による解

法／分布定数回路

A5判 238頁 定価(2,800円+税)9201 978-4-274-03376-6

基本からわかる

電磁気学講義ノート
松瀨貢規 監修

市川紀充・岩崎久雄

澤野憲太郎・野村新一 共著

本書は、基本的で必ず学ばなければならない電磁気学の基本事

項について、難しい数式は最小限にして、実際にどのように電

気磁気の諸現象が生じているかを理解できるようにまとめた教

科書・参考書。補足やポイントを、“付せん”や“吹き出し”ある

いは脚注を用いて随所に配してあり、教科書としても、講義の

予習・復習あるいは独習用としても最適。A5判 234頁 定価(2,500円+税)1404 978-4-274-21510-0

一番わかる！

電磁気学演習

浜松芳夫 編著

「電磁気学」演習の時間が徐々に少なくなってきている傾向が

ある。本書は、学生がひとりで講義だけでは足りなかった理解

を補えるような、単位取得・院試対策にもってこいの演習書と

してまとめたもの。各問題には三段階の難易度が併記してあ

り、習熟度にあわせた学習が進められる。見返しにはよく使う

公式集や代表的な微分積分の表式を掲載。A5判 240頁 定価(2,800円+税)1307 978-4-274-21400-4

新インターユニバーシティ

電磁気学Ⅰ

藤原 修 編著

電気関連学科の専門基礎科目としての電磁気学を通年4単位で

学習する前期2単位用教科書。電磁気学の基礎として静電界の

物理現象を理解するとともにその解き方を学び、さらには電磁

気学を現実の電気現象や応用システムの解析に適用するための

基礎を身につけることを目的とする。章末にはまとめと演習問

題が充実。A5判 160頁 定価(2,300円+税)1303 978-4-274-21353-3

新インターユニバーシティ

はじめての電気磁気

山口作太郎 編著

初学者でも電気・磁気が理解できるよう基礎から実学的に解説

し、専門課目に入る前の導入として電気の基本を理解でき、学

生が電気に興味を持もてるよう工夫した教科書。

〔目次〕電気磁気の学び方／電流と抵抗／抵抗とジュール熱／

電池／コンデンサ／磁石とコイル／モータと電磁力／など

A5判 164頁 定価(2,300円+税)1111 978-4-274-21127-0
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6日でマスター！

電磁気学の基本66

土井 淳 著

本書は、真空中の静電界（クーロンの法則、ガウスの定理を含

む）、真空中の静磁界、電磁誘導、誘電体とコンデンサ、導体

と抵抗、電流、磁性体、影像法、回路に働く磁気エネルギー、

光・電磁波、マクスウェル方程式など、大学で教える「電磁気

学」の内容をこの一冊でカバーする、自習用の参考書。

A5判 280頁 定価(2,600円+税)1110 978-4-274-21079-2

基本を学ぶ

電磁気学

新井宏之 著

電気・電子・情報系の大学学部向け2単位用のテキストシリー

ズの一巻。主に工学部電気・電子・情報系学科の電磁気学の教

科書として、数学的記述の難解さを少なくするため、積分表示

式を中心に解説し、ベクトル解析は付録にまとめることによ

り、電磁気学のエッセンスをコンパクトにまとめた一冊。

A5判 188頁 定価(2,500円+税)1109 978-4-274-21095-2

マンガでわかる

電磁気学
遠藤雅守 著

真西まり 作画

トレンド・プロ 制作

電磁気学は定理や公式の数が多く、関連がわかりにくい難解な

学問である。本書はクーロンの法則を理解し、最短距離でマク

スウェルの方程式の理解にまでたどり着くルートを、マンガで

身近な生活の現象を例にして紹介していく。付録では、本書を

読むにあたって最低限必要なベクトル、スカラと「場」に関す

る概念を解説。B5変判 224頁 定価(2,200円+税)1108 978-4-274-06849-2

電気磁気学入門
松瀨貢規 編

工藤勝利

磯田八郎

松瀨貢規 共著

電気・電子・情報系学科の大学学部生向け教科書。学生が電

圧、電流、電磁界、電磁力といった概念を十分理解できるこ

と、高校で十分に物理を学んでこなかった学生が多いなかで橋

渡しとなるような記述を意識するとともに、電気エネルギーと

電磁力の有効利用、情報信号の伝達手段としての電磁波が理解

できるよう基礎を重視した解説となるようにまとめた。A5判 306頁 定価(3,000円+税)1108 978-4-274-21071-6

教えて？わかった！

電磁気学
大木義路
田中康寛
若尾真治 共著

電気・電子・情報系学科の大学学部生向け自習用参考書。「対

話」形式の解説と多くの図面を使って、学生が一人で講義内容

をたどれる内容。単位取得や大学院入試対策に最適の一冊。

〔目次〕電磁気を学習する前に／真空中の静電界／真空中の静

磁界／電磁誘導／誘電体とコンデンサ／導体と抵抗および電流

／磁性体とコイル／静電界および静磁界の特殊解法／他A5判 256頁 定価(2,500円+税)1104 978-4-274-21008-2

なるほどナットク！

電磁気学がわかる本

後藤尚久 著

電磁気学の書籍は多く出版されているが、数式の変形を扱うも

のが多かったり、論理的にわかりにくかったりで、電磁気学を

余計に難しくしている。こうした背景から本書は、高校の物理

で学習するクーロン力とローレンツ力、そして大学で学ぶスカ

ラー積、ベクトル積程度を用いることのみで、電気と磁気の物

理現象を解き明かすことを念頭に企画するものである。B6判 180頁 定価(1,200円+税)1004 978-4-274-20853-9

EE Text

電磁気学

大木義路 編著

電磁気学をスカラー量ではなくベクトル量で扱うのに必要とな

るベクトル解析を解説し、静電界、電磁誘導、マクスウェル方

程式の導出などを一つひとつ丁寧に数式展開して解説した教科

書。

B5判 232頁 定価(3,000円+税)0712 978-4-274-20484-5

なるほどワカッタ！

電磁気学

大伴洋祐 著

大学や高専レベルの電磁気の問題を解くことを目的として、問

題を解くためにはどのように考え、どの式を使えばよいかがわ

かるよう、やさしく解説した。問題を解きながら静電界と磁界

について完全にマスターできる。

A5判 272頁 定価(2,800円+税)0506 978-4-274-20087-8

Excelで学ぶ

電磁気学

新田英雄
山本将史 著

「電磁気学」の基礎を学ぶうえで必要な数学から各論まで、Ex-

celを使って実際に確かめながら学ぶもの。例題を豊富に挿入

するとともに、磁場や電流、マクスウェルの方程式などをEx-

celでシミュレーションすることができる。

B5変判 288頁 定価(2,800円+税)0502 978-4-274-06581-1

入門

電気磁気学

家村道雄 監修
青柳 晃 共著

大学学部レベルの「電気磁気学」の基本を習得することを主目

的として、学ぶうえで必要な数学的予備知識から各論まで、わ

かりやすく解説した教科書。図解と例題を豊富に挿入するとと

もに、ベクトル表現は付録でまとめて解説することにより、初

学者でも容易にマスターできる。

A5判 242頁 定価(2,800円+税)0407 978-4-274-13301-5
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新世代工学シリーズ

電磁気学

末田 正 編著

電気電子系学部ではじめて学ぶ人たちのための「電気磁気学」

の標準的な教科書。

〔目次〕電磁気学の学び方／電荷と電界の関係を知ろう／電位

を用いて電界を楽に求めよう／電界計算に便利なガウスの法則

を知ろう／導体のある空間の静電界を学ぼう／物質（誘電体）

中の静磁界を学ぼう／他B5判 288頁 定価(3,500円+税)0111 978-4-274-13239-1

基礎電磁気学

桂井 誠 著

工学部電気系の必須科目である電磁気学の標準的な教科書。初

版は1982年に刊行、増刷を重ねた定本の改訂版。

〔目次〕電磁気学の学び方／ベクトル演算／静電界の方程式／

物質と電界／電界系の方程式と電界のエネルギー／静磁界の方

程式／物質と磁界、インダクタンス／電界系の方程式と磁界の

エネルギー／物質に加わる力／他A5判 258頁 定価(3,300円+税)0011 978-4-274-13218-6

絵ときでわかる

電気磁気
髙橋 寛 監修

福田 務

坂本 篤 共著

電気・電子を学ぶうえで基本となる電気磁気の基礎的テーマを

平易な図解を豊富に用い視覚的に解説。基礎的な力がつけられ

る例題を挿入し電気磁気の基本的な計算や数学的な理解ができ

る、初学者に最適の基本書・入門書。

〔目次〕電気とは何か／静電気／磁気の働き／電流の磁気作用

A5判 184頁 定価(2,200円+税)0008 978-4-274-03537-1

ポイントマスター

電気磁気
福田 務
荒川雄次
萩谷充旦 他著

基礎を修得できるよう、基本的で重要な30テーマをとりあげ

た。例題を誤りやすいところに注意しながら、具体的に解き方

の筋道が理解できるようにわかりやすく解説。

〔目次〕クーロンの法則と磁界の強さ／磁力線と磁束の扱い方

／アンペアの周回積分の法則／ビオ・サバールの法則／磁気回

路のオームの法則／誘導起電力と右手の法則／他A5判 136頁 定価(1,600円+税)9804 978-4-274-13139-4

アルテ21

電磁気

正田英介 監修
高木正蔵 編

共通必須テーマを選択し、それらが比較的短時間で要領よく学

べ、かつ実際の現場で役立つテキスト。理工系専門学校、短

大、大学のサブテキストとしても使える。

〔目次〕電荷と電界と電位／静電誘導とコンデンサ／電流と電

気抵抗／磁石による磁界と電流による磁界／磁気回路／電磁誘

導／電磁波A5判 240頁 定価(2,500円+税)9704 978-4-274-03489-3

よくわかる

電磁気学

新井宏之 著

電磁気学を2単位で履修するカリキュラムに対応し、基本事項

を中心に電磁気学の基礎が学べるようコンパクトにまとめた教

科書。

〔目次〕電荷と電界／帯電体と静電容量／誘電体／電流と磁界

／電磁誘導とインダクタンス／磁性体／電磁波

A5判 168頁 定価(2,400円+税)9410 978-4-274-12979-7

テラヘルツ技術

斗内政吉 監修
テラヘルツテクノロジー動向調査専門委員会 編

高周波数帯の電磁波を活用した最先端技術の一つであるテラヘ

ルツ技術とその周辺分野の研究開発に携わる技術者、研究者に

向けた専門書。特にテラヘルツ技術の基礎理論と要素技術を詳

細にわたって解説した後、各種応用分野ごとに実際の適用例を

紹介し、研究課題、標準化の問題、今後の展望までを解説して

いる。A5判 248頁 定価(3,800円+税)0605 978-4-274-20241-4

OHM大学テキスト

高電圧工学

山本 修
濱田昌司 共編

〔目次〕放電の微視的基礎過程／気体の絶縁破壊／大気中放電

の放電形態・放電特性／気体絶縁／固体の放電と絶縁／液体の

放電と絶縁／真空中の放電と絶縁／破壊統計／電界解析手法／

電力系統における過電圧の種類と発生機構／過電圧対策／サー

ジ解析手法／高電圧機器／高電圧発生装置と試験方法／高電

圧・大電流の測定A5判 216頁 定価(2,700円+税)1311 978-4-274-21444-8

高電界現象論
―基礎と応用―

大久保仁 編著

電気・電子に関連した多くの分野で高電界の応用が進んでお

り、高電界現象の理解と解明、活用に関する実務レベルの参考

書が求められている。本書は、機器・デバイスの機能や電気絶

縁を最適化するための高電界現象の基礎と応用をまとめた。

〔目次〕高電界現象／電位と電界の解析／絶縁材料／絶縁材料

中の高電界電気伝導／材料中の高電界現象と絶縁破壊／他A5判 402頁 定価(6,400円+税)1101 978-4-274-20964-2

EE Text

高電圧パルスパワー工学

秋山秀典 編著

〔目次〕高電圧パルスパワーの概要／気体の性質と荷電粒子の

振舞／気体の絶縁破壊／液体、固体および真空の絶縁破壊／プ

ラズマの性質と生成／大電流密度現象／高電圧の発生と計測／

エネルギー貯蔵システム／パルス伝送線路の基礎／パルスパワ

ー発生システム／パルスパワーの計測／環境保全技術への応用

／エレクトロニクス・材料への応用／他B5判 184頁 定価(2,800円+税)0312 978-4-274-13292-6
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インターユニバーシティ

高電圧・絶縁工学

小崎正光 編著

高電圧・電気絶縁の物性・材料、高電圧機器・発生装置などに

ついて、セメスタ制カリキュラムに対応して解説。

〔目次〕高電圧・絶縁工学の学び方／電気絶縁工学の基礎／高

電圧のもとでの絶縁体のふるまい／絶縁評価の考え方と試験法

／高電圧機器と絶縁設計／高電圧発生装置のしくみと測定技術

A5判 144頁 定価(2,300円+税)9704 978-4-274-13094-6

大学課程

高電圧工学
（改訂2版）

中野義映 編

〔目次〕放電の基礎（励起と電離／気体粒子の熱運動／電離過

程と再結合／他）／気体の絶縁破壊（真空放電／高気圧中放電

／高周波放電／他）／液体および固体の絶縁破壊（液体絶縁中

の導電および絶縁破壊／絶縁油の耐電圧性能／他）／高電圧の

発生（交流高電圧の発生／直流高電圧の発生／他）／高電圧の

測定と試験／高電圧応用A5判 224頁 定価(3,400円+税)9104 978-4-274-12883-7

理論がわかる

電気の手づくり実験

川村康文 編著

「電気」の基礎を知る実験例が満載！電気や磁気にまつわる実

験や工作を手づくりで行うなかから、電気や磁気のおもしろ

さ・理論を体感できるもの。実験の手順だけではなく、実験で

何が分かるのか、どうしてそうなるのかを分かりやすく解説し

ているので、難しいと思われている電気や磁気の理解が深ま

る。B5判 202頁 定価(2,600円+税)1203 978-4-274-21176-8

絵ときでわかる

電気電子計測
（改訂2版）

熊谷文宏 著

電気電子をはじめて学ぶ方にも、測定器や測定法がやさしく理

解できるようまとめた入門書。わかりやすい図やイラストの表

現により、測定の基礎から電気電子の各分野における測定、さ

らにさまざまな応用計測について、最新技術に即した知識が学

べるよう解説している。

A5判 216頁 定価(2,500円+税)1710 978-4-274-22117-0

大学課程基礎コース

電気・電子計測

大浦宣徳
関根松夫 共著

大学学部、電気電子・情報通信系学科の専門課目「電気計測」
「電子計測」の教科書。測定しようとする物理量が正確に測定
でき、測定法に習熟できるようにするために、測定器の基本的
な動作原理とそれらの使用法について解説している。特にディ
ジタル技術を用いた計測についても丁寧に説明した。コンピュ
ータを用いた計測のシステム化と自動化に対応できるように配
慮された、学部生向き教科書。A5判 240頁 定価(2,700円+税)1409 978-4-274-21621-3

新しい

電気・電子計測

大浦宣徳
関根松夫 共著

大学学部、電気電子・情報通信系学科の専門課目「電気計測」

「電子計測」の教科書。測定器の基本的な動作原理と使用法を

平易に解説した教科書。理解を深めるため、説明のあとに例題

をあげ解答のプロセスを具体的に示した。また、コンピュータ

によるシステム化・自動化に対応し、最小二乗法による計測値

の処理を一般化するC言語プログラム例も紹介している。A5判 184頁 定価(2,600円+税)1409 978-4-274-21622-0

基本を学ぶ

電気電子計測

南谷晴之
福田 誠 共著

〔目次〕電気電子計測の基礎／基本量の測定／センサ／測定器

の構成／測定器の接続／回路定数の測定／時間軸での波形測定

／周波数軸での測定／時間、周波数、タイミングに関する測定

／信号源

A5判 256頁 定価(2,600円+税)1311 978-4-274-21474-5

教えて？わかった！

電気電子計測

岡野大祐 著

電気・電子・情報系学科の大学学部生向け自習用参考書。「対

話」形式の解説と多くの図面を使って、学生が一人で講義内容

をたどれる内容。単位取得や大学院入試対策に最適の一冊。

〔目次〕計測の世界／電気電子計測のしくみ／計測データの処

理／アナログ計測／センサ計測／信号処理回路／ディジタル計

測／直流信号による計測／交流信号による計測／他A5判 260頁 定価(2,600円+税)1106 978-4-274-21039-6

EE Text

電気電子基礎計測

岡野大祐 著

「電気学会-オーム社教科書新シリーズ共同出版企画」の1巻で、

電気・電子系の専門課目である「電気計測」「電子計測」「計測

工学」の教科書。本書は、計測の基本的な考え方からひもと

き、さまざま計測対象とそれに合った計測技術、測定基準、実

際の計測機器、また、計測結果の効果的な表現手法などを丁寧

に解説。B5判 230頁 定価(3,400円+税)0910 978-4-274-20776-1

新インターユニバーシティ

電気・電子計測

田所嘉昭 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシ
リーズの一巻。これまでのインターユニバーシティシリーズを
現在の講義実態を考慮し、内容・構成を見直したもの。本書
は、電気計測・電子計測を中心に、直流・交流を利用した電気
計測の基礎から、計測値変換、計測制御システムの実際、計測
機器の動作原理などについて解説。各章末にはまとめと演習問
題が充実。A5判 168頁 定価(2,300円+税)0809 978-4-274-20593-4
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計測トラブル110番

北野 進 編

創る現場の必須アイテムの「計測」は奥深く、すそ野も広い。

研究開発や製品作りの現場で、最も重要なのが「モノをいかに

測るか」であり、その計測のノウハウを知ることはきわめて重

要である。計測現場で遭遇する種々な問題を取り上げ、その解

決策を具体的に解説。計測に関連する技術開発、設計、製造等

の技術者の現場の疑問にやさしく答えている。A5判 240頁 定価(2,400円+税)0306 978-4-274-94313-3

よくわかる

電気電子計測

南谷晴之
山下久直 共著

基本事項を中心に電気電子計測の基礎をコンパクトにまとめた

セメスタ教科書。

〔目次〕電気電子計測の基礎／電圧・電流・電力の測定／抵

抗・容量・インダクタンス・インピーダンスの測定／信号波形

の観測と周波数、位相の測定／磁気量の測定と磁気センサ／高

周波・マイクロ波計測／センサ技術と応用計測A5判 174頁 定価(2,600円+税)9612 978-4-274-13077-9

基本からわかる

電気電子計測講義ノート
湯本雅恵 監修

桐生昭吾・宮下 收

元木 誠・山﨑貞郎 共著

本書は、計測の基本から、電気磁気計測、RLC計測、A-D変

換、センサといった、電気電子計測を学ぶ上で必須の基本事項

について、ポイントを絞ってやさしくていねいにまとめた教科

書・参考書。実際に計測する際の注意点「やってはいけな

い！」やポイントをキャラクターが解説するなどより実践的な

内容。A5判 236頁 定価(2,500円+税)1510 978-4-274-21805-7

みんなの

テスターマスターブック

内田裕之
小暮裕明 共著

本書はテスターの使い方と、その活用法を解説する実用書。電

気系学科の新入生や電子工作を趣味とする方、メーカの新入社

員向けにまとめた。テスターの基本的な操作方法を写真豊富に

解説。活用法あるいは便利な使い方として、ちょっとした家

電・電子機器の故障診断や、電子工作、オーディオ回路の測定

などを行っている。A5判 224頁 定価(2,000円+税)1411 978-4-274-21670-1

知っておきたい計測器の基本
テスター、オシロ、ネットアナ、スペアナ、ロジアナの原理と使いこなし

大内繁男
坂巻佳壽美 共著

ブラックボックス化が進む計測器を有効に利用するためには、

その原理・構成を理解することが必須である。本書では、電気

系の基本的な電子計測器について、動作原理と基本的な使い方

を網羅的に紹介する。計測器離れの進む若手技術者を対象とし

た、計測器アレルギーを軽減し、効果的な計測技術を身に付け

るための入門書。B5判 200頁 定価(2,500円+税)1402 978-4-274-06946-8

センサ工学の基礎
（第2版）

山﨑弘郎 著

導入部ではセンシング技術が社会の要請により対象の検出から

認識へ向かいつつあることを強調し、最終章では多次元化や知

能化、多モード化への動向を示した。全体像を明確化する方針

を強化し、技術の進歩の流れとしてとらえている。次世代セン

シング技術の展開を知る体系的な視点を提供する一冊である。

A5判 192頁 定価(2,700円+税)1409 978-4-274-21613-8

ユビキタス技術

センサネットワーク

阪田史郎 編著

複数のセンサをネットワーク化して、各センサからの情報をも

とに特定範囲の状況を総合的に判断しようという「センサネッ

トワーク」が医療・健康、防犯・防災、環境モニタリングなど

の分野で期待されている。本書は、その基本技術からアプリケ

ーションにおけるシステム構成まで、システム設計に役立つよ

う解説している。A5判 248頁 定価(3,200円+税)0608 978-4-274-20279-7

EE Text

センサ・マイクロマシン工学

藤田博之 編著

電気・電子・機械系の専門課目であるセンサ・マイクロマシン

工学の教科書。本書は、センサとマイクロマシンの原理、微細

加工から応用まで含めたマイクロマシンの技術、さらには化

学・バイオを含む各種分野のセンサについて解説し、近年のセ

ンサ・マイクロマシン分野の研究・開発の進展に対応してい

る。B5判 224頁 定価(3,200円+税)0510 978-4-274-20134-9

なるほどナットク！

センサがわかる本

都甲 潔
宮城幸一郎 共著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。さまざ

まな分野で応用され、広範に実用化されている各種センサにつ

いて、どのようなものの中に、どのように組み込まれ、どのよ

うに働いているかを、豊富なイラストを用いてやさしく、わか

りやすく解説。B6判 228頁 定価(1,200円+税)0204 978-4-274-03564-7

ACドライブシステムのセンサレスベクトル制御

電気学会・センサレスベクトル制御の整理に関する調査専門委員会 編

近年一般化しつつある誘導電動機、同期電動機、とくに埋込磁

石同期電動機のセンサレスベクトル制御技術に関する専門書。

技術者が一番知りたい要素技術を整理。応用する上での技術

を、手法、技術的位置づけ、性能向上のための技術を体系的に

まとめた。

A5判 272頁 定価(3,800円+税)1609 978-4-274-21911-5
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基本からわかる

システム制御講義ノート
橋本洋志 監修

石井千春

汐月哲夫

星野貴弘 共著

〔目次〕自動制御とは／システムのモデル化／時間応答／周波

数応答／フィードバック制御

A5判 232頁 定価(2,500円+税)1411 978-4-274-21669-5

OHM大学テキスト

現代制御

太田有三 編著

電気・電子・通信系学科「現代制御（理）論」の教科書。同シ

リーズ「制御工学」（古典制御を中心とした巻）に続く内容と

して、可制御性・可観測性の考え方やオブザーバ、最適制御、

H∞制御など現代制御理論の基礎をわかりやすく解説するも

の。全体は15章構成をとっており、各章末には理解度をチェッ

クする演習問題を配している。A5判 228頁 定価(2,600円+税)1403 978-4-274-21512-4

OHM大学テキスト

制御工学

太田有三 編著

〔目次〕序論／ラプラス変換／システムモデル／時間応答／周

波数応答／フィードバック制御系／ダイナミカルシステムの安

定性／フィードバック系の安定性／システムの応答特性／根軌

跡／ボード線図を用いた制御系設計／PID制御／離散時間制御

系／アナログ制御器の離散化／具体的な応用例

A5判 182頁 定価(2,600円+税)1211 978-4-274-21288-8

ロボット・メカトロニクス教科書

システム制御入門
畠山省四朗
野中謙一郎
釜道紀浩 共著

電気・電子・情報・機械系学科などの学科の専門課目である

「システム制御」の教科書。本書では、システム制御を学ぶう

えで必要となる、複素数の扱い方、ラプラス変換、微分方程式

などの数学的基礎と、古典制御程度の範囲までのシステム制御

理論をわかりやすく解説。「学習のポイント」「理解度チェッ

ク」「演習問題」などで効果的に学習が進められる。A5判 248頁 定価(2,700円+税)1009 978-4-274-20915-4

新インターユニバーシティ

システムと制御

早川義一 編著

現インターユニバーシティシリーズを現在の大学の講義の内

容・実態に合わせて発展させたもの。簡単なシステムの制御設

計ができるようになることを目標に、古典制御を中心に現代制

御や新しい制御理論も織り交ぜて解説している。

A5判 192頁 定価(2,300円+税)0812 978-4-274-20641-2

Scilabで学ぶ

システム制御の基礎
橋本洋志

石井千春

小林裕之・ 大山恭弘 共著

「制御工学」は数学的な知識を前提に解説されるが、現場では

数値解析ソフトを使って設計がなされる場合が多い。本書は、

フリーソフトであるが入門には十分な機能があるScilabでの演

習を通じて「制御工学」を実感し、必要な知識を身に付けられ

ることを目的としたテキストで、豊富な例題により自習書とし

ても役立つ。B5変判 296頁 定価(2,800円+税)0704 978-4-274-20388-6

絵ときでわかる

自動制御
髙橋 寛 監修

大島輝夫

山崎靖夫 共著

フィードバック制御を中心に、広く自動制御についてわかりや

すくまとめたもの。まず、自動制御を概観するとともに、必要

不可欠なラプラス変換についてやさしく解説して学習の下地を

つくった後、伝達関数、周波数応答、安定判別、特性評価と改

善手法、自動制御が適用される装置およびプロセス制御につい

て、豊富な図や例題を通して理解できる。A5判 208頁 定価(2,500円+税)0702 978-4-274-20369-5

EE Text

システム制御Ⅰ

宮崎道雄 編著

電気・電子・情報系の基礎課目である制御工学の教科書。伝達
関数や、過渡応答、周波数応答、さらには安定性などの制御工
学の基本について解説。
〔目次〕序論／システムモデルと伝達関数／過渡応答／周波数
応答／安定性／定常特性／過渡特性の解析／根軌跡法／設計法
／制御系の実装／付録1 ラプラス変換／付録2 感度解析、演
習問題の略解B5判 192頁 定価(2,800円+税)0311 978-4-274-13289-6

EE Text

システム制御Ⅱ

宮崎道雄 編著

電気・電子・情報系の基礎課目である制御工学の教科書。「シ

ステム制御Ⅰ」で解説した制御工学の基本に対し、状態方程式

など、より高度な現代制御理論について解説している。

B5判 180頁 定価(2,800円+税)0402 978-4-274-13296-4

新世代工学シリーズ

制御理論

藤井隆雄 編著

基礎からディジタル制御までまとめたセメスタ制対応教科書。

〔目次〕制御理論の学び方／ラプラス変換から伝達関数へ／制

御系の特性を調べる方法／伝達関数によって制御系を設計しよ

う／状態空間法とは何か／ディジタル制御システム

B5判 176頁 定価(2,800円+税)0208 978-4-274-13248-3
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わかりやすい

制御
三菱電機技術研修所 編

鷲野翔一

竹下光夫 共著

これから制御技術について学ぼうとする電気・機械系初級技術

者および工学系の学生を対象に、制御技術のエッセンスを基礎

からアドバンスト制御まで150項目に分け、図・イラスト・囲

み記事などを駆使して簡潔にまとめたものである。最初から読

み進まなくてもよく、必要な項目にアクセスして、理解できる

用語事典的性格を持たせた。B5判 216頁 定価(2,900円+税)0004 978-4-274-03527-2

マグロウヒル大学演習

システム制御（Ⅰ）

Joseph J.DiStefano 他著
村崎憲雄 他訳

フィードバック制御システムをとおしてシステム・制御の基本

的な扱い方が習得できる。アナログ制御システムとディジタル

制御システムを統一して理解が得られる。

〔目次〕システム制御工学の概要／制御工学の用語／微分方程

式、差分方程式と線形システム／ラプラス変換とz変換／安定

性／伝達関数／ブロック線図と伝達関数／他B5判 274頁 定価(3,500円+税)9809 978-4-274-13155-4

マグロウヒル大学演習

システム制御（Ⅱ）

Joseph J.DiStefano 他著
村崎憲雄 他訳

制御システムの解析と設計の具体的な方法論を解説する。

〔目次〕ナイキスト解析／ナイキスト設計／根軌跡法による解

析／根軌跡法による設計／ボード線図による解析／ボード線図

による設計／ニコルス線図による解析／ニコルス線図を用いた

制御系の設計／非線形制御系入門／制御システムの解析と設計

についてのアドバンストトピックスの紹介B5判 264頁 定価(3,500円+税)9810 978-4-274-13158-5

大学課程

制御工学

近藤文治
藤井克彦 共編

制御工学の大学教科書として編集したもので、現代制御理論を

含めてこれからの制御工学の教育内容をこの道の第一線の教育

者が吟味を重ねて執筆したものである。

〔目次〕制御系の基礎／制御系の安定判別／不規則信号に対す

る制御系の解析／制御系の動特性の評価と推定／サンプル値制

御系／制御系の設計／最適制御／付録A5判 276頁 定価(2,900円+税)7205 978-4-274-12694-9

やさしい

リレーとプログラマブルコントローラ
（改訂2版）

岡本裕生 著

リレーシーケンスの基礎回路から、プログラマブルコントロー

ラを用いた基本的な回路設計までをやさしく学べる入門書。

「問題を解きながら理解する」形式で解説を進めているため、

手を動かしながら実践的に理解できるようになっている。

B5判 216頁 定価(2,500円+税)1510 978-4-274-21832-3

やさしい

リレーとシーケンサ
（改訂3版）

岡本裕生 著

1995年に初版、2005年に改訂2版を発行した「やさしいリレー

とシーケンサ」の改訂3版。リレーシーケンスの基礎回路から、

シーケンサを用いた基本的な回路設計までをやさしく学べる入

門書として、学生や技術者などの支持を得ている。最新版では

「問題を解きながら理解する」形式を踏襲しつつ、問題の追

加・変更を行ったほか、より読みやすい紙面デザインとした。B5判 204頁 定価(2,500円+税)1411 978-4-274-21672-5

じっくり学ぼう！

シーケンス制御超入門

清水洋隆 著

初心者にとってなかなかつかみにくいシーケンス制御。本書は

その動作に焦点を絞り、なぜそのようになるのかを初心者にも

十分理解できるようにじっくりと解説しているので、動作の原

理や組み方の理由など基本に戻って学ぶことができる。さら

に、有接点だけでなくPLC編も収録して、基本的に知るべき情

報を網羅している。A5判 240頁 定価(2,500円+税)1304 978-4-274-50450-1

実務に役立つ

シーケンス制御入門

藤瀧和弘 著

本書はシーケンス制御の基礎知識を必要とする技術者のための

入門書。図やイラストを多用し、シーケンス図の基本からやさ

しくていねいに解説するとともに、さまざまな機器や制御回路

およびシーケンサを解説している。さらに、制御回路の検査点

検などの保守・運用までを網羅しており、基本から実務までを

学ぶことができる。A5判 216頁 定価(2,500円+税)1205 978-4-274-21204-8

マンガでわかる

シーケンス制御
藤瀧和弘 著

高山ヤマ 作画

トレンド・プロ 制作

『マンガでわかる電気』の続刊となる。はじめて学ぶ人のため

にシーケンス制御の基礎をわかりやすく解説する。記号表記は

なるべく必要なものにおさえ、シーケンスの基本はきちんと解

説。様々な電子部品の組み合わせで機械を制御していく仕組み

を、マンガと文章によって理解することができる。

B5変判 224頁 定価(2,000円+税)0810 978-4-274-06735-8

図解

シーケンス制御入門

大浜庄司 著

好評の「初めて学ぶ シーケンス制御入門」に、シーケンス制

御に関するアイディア回路集を付加し、より実務的内容とし

た。シーケンス制御の基礎知識、シーケンス制御の活用（電動

機制御の巻）、ロジックシーケンスの基礎は2色刷りでわかりや

すく、アイディア回路は豊富な回路例が特徴。シーケンス制御

を学ぶ方へ、初歩から活用までを解説した。B5判 272頁 定価(3,200円+税)0503 978-4-274-50010-7
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なるほどナットク！

シーケンス制御がわかる本

大浜庄司 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。シーケ

ンス制御の基礎的な概念、電気の基礎からシーケンス図の読み

方、書き方、さらには実際にどのような役割を果たしているか

といった点に関して、具体的な機器を例として取り上げ、シー

ケンス制御への理解を深められる。B6判 232頁 定価(1,200円+税)0407 978-4-274-03627-9

絵とき

シーケンス制御回路の基礎と実務

大浜庄司 著

シーケンス制御の基本的な知識を解説するとともに、初めて学

ぶ方にも、シーケンス制御回路をより理解しやすくするため

に、いろいろと工夫した手法を用いている。1章では、シーケ

ンス制御を理解するための基本的な電気回路の構成と、その動

作のしかたを解説し、2章では、ビル・工場で実際に使用され

ている設備・機器の制御回路を具体的に解説。A5判 168頁 定価(2,200円+税)0305 978-4-274-94327-0

絵とき

シーケンス制御活用自由自在
（改訂新版）

大浜庄司 著

発行以来30年にわたり、現場の技術者に親しまれている「絵と

きシーケンス制御読本」の「入門編・実用編・ディジタル編」

の実務知識をまとめ、リレー式シーケンスからディジタル制御

までが学べる便利なシーケンス制御百科。新しく制定された

JIS電気用図記号に基づき全面改訂。

B5判 364頁 定価(3,600円+税)0204 978-4-274-94304-1

絵ときでわかる

シーケンス制御
髙橋 寛 監修

山崎靖夫

郷 冨夫 共著

シーケンス制御の基礎から基本技術、回路およびシーケンサま

で、最近の技術に即した知識が学べるよう解説した基本書。

〔目次〕制御とは／シーケンス制御用機器／リレーシーケンス

制御（有接点シーケンス制御）／無接点シーケンス制御／シー

ケンサ

A5判 192頁 定価(2,300円+税)0108 978-4-274-03558-6

図解

シーケンス図を学ぶ人のために

大浜庄司 著

「カラー版シーケンス図を学ぶ人のために」の書名で、シーケ

ンス制御の各要素とその図記号を平易にかつ実務的に解説し、

シーケンス制御を学ぶ方の定本として好評を得てきたが、JIS

図記号の改正（JIS C 0617）に対応し、内容を見直し改題・改

訂版として発行したもの。

A5判 324頁 定価(2,900円+税)0107 978-4-274-03556-2

絵とき

シーケンス制御読本
入門編

大浜庄司 著

多くの現場技術者から親しまれてきた実務書を、新しいJISに

準拠して解説した、シーケンス制御読本である。本書は、1971

年にオリジナル版を出版して以来、30年間に300,000人の読者

から愛読されてきた絵とき解説書で、現場の電気技術者の教育

用テキストとして最適の入門書になっている。

A5判 260頁 定価(2,700円+税)0011 978-4-274-94247-1

絵とき

シーケンス制御読本
実用編

大浜庄司 著

多くの現場技術者から親しまれてきた実務書を新しくなった

JIS C 0617（IEC60617）に準拠して解説したシーケンス制御の

実務書、教育のテキストとしても最適の入門書。

〔目次〕電気設備の仕組みと制御／シーケンス制御の基礎知識

／やさしいシーケンス制御の実際／電動機制御の実用基本回路

A5判 282頁 定価(2,700円+税)0101 978-4-274-94257-0

LabVIEW FPGAではじめる計測・制御

日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 監修
阿部真之 著

新人社員や学生が先端システムを独学で作成できる実力が付け

られる書籍。プログラムで書換え可能なFPGAを用いたハード

ウェア搭載ボード、およびプログラミング言語LabVIEWと追

加モジュールLabVIEW FPGAにより計測・制御のプログラミ

ングを学ぶ。FPGAの機能を活かし、簡単・短時間でシステム

の作成を目指す。B5変判 318頁 定価(3,600円+税)1207 978-4-274-50396-2

実務に役立つ

電子制御機器の知識
吉田信也 監修

林 正雄

中島 昇

佐藤崇志 共著

企業の生産ライン設備のエレクトロニクス化が急速に進み、新

しい技術対応に苦労する技術者が増えている。そのような人た

ちが必要とする「制御機器の知識」「メンテナンス」関連の実

務直結の事項をテーマ（Theme）として取り上げ、わかりや

すく解説する。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)0505 978-4-274-20072-4

プログラマブルコントローラの活かし方

佐久間清 著

プログラマブルコントローラ（PLC）を独習できることを目的

に、基本的な命令語や応用プログラム例などをわかりやすく解

説。特に、現場では従来あまり活用されていない応用命令につ

いて詳しく解説し、PLCの機能をフルに活用できるように心が

けている。

B5判 232頁 定価(3,200円+税)0310 978-4-274-03613-2
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初めて学ぶ

電子制御入門早わかり

新電気編集部 編

工業高校の電気・電子科で学ぶ電子機械のカリキュラムに準拠

したコンピュータ制御のやさしい入門書。電子機械制御の基礎

であるセンサーやアクチュエータの基礎を学び、次にC言語に

よる制御の基礎知識を学び、後半では、コンピュータ制御の基

礎知識とその応用として、相撲ロボットの作り方を学ぶ。

B5判 152頁 定価(1,800円+税)9802 978-4-274-94176-4

現代電子情報通信選書「知識の森」

電子システムの電磁ノイズ
―評価と対策―

井上 浩 監修
電子情報通信学会 編

本選書は、電子情報通信でまとまった知識が必要とされている

分野について、体系的な知識が得られるようまとめたもの。本

書は、電磁ノイズ対策について、全体を俯瞰できるような概要

から理論、材料、設計技術、評価まで、現場での対策ができる

よう丁寧に解説。本分野の専門家でなくても読み進められるよ

うに図や具体例を多く掲載した。A5判 234頁 定価(3,400円+税)1212 978-4-274-21312-0

現場でわかる

ノイズ対策の本

岡野大祐
山下繁彦 共著

電気電子回路や電気機器のノイズ（雑音）の対策には原因の究

明から対策法まで長年の経験にもとづくノウハウが必要であ

る。本書は、電気回路や電気設備技術者を主対象に、ノイズ対

策法を基礎からわかりやすく解説。

〔目次〕第1部 ノイズの基礎知識／第2部 ノイズ対策／付録

単位の換算（電磁気単位、dB他）／LT spiceの使い方A5判 232頁 定価(2,800円+税)1004 978-4-274-20859-1

OHM大学テキスト

電気電子材料

伊藤利道 編著

電気・電子・通信系学科の専門課目である「電気電子材料」の

教科書。現在欠かせないものとなっている各種半導体材料や誘

電体・磁性体、有機材料、発電材料・蓄電材料などについて作

製法、特性や用途などをわかりやすく解説。各章末には理解度

をチェックする演習問題付。15章構成。

A5判 224頁 定価(2,600円+税)1601 978-4-274-21678-7

基本からわかる

電気電子材料講義ノート
湯本雅恵 監修

青柳 稔・鈴木 薫

田中康寛・松本 聡 他共著

材料、誘電体・絶縁体材料、磁性体材料などの電気電子材料に

ついて、ポイントを絞り、深く掘り下げて解説する教科書・参

考書。教科書としても、講義の予習・復習あるいは独習用の参

考書としても最適な一冊。

A5判 248頁 定価(2,500円+税)1506 978-4-274-21742-5

電気電子機能材料
（改訂3版）

一ノ瀬 昇 編著

2003年3月に改訂2版を発行した「電気電子機能材料」の改訂3

版。教科書として基本的な構成は踏襲しつつ全体を見直し、主

に半導体材料と磁性体材料を強化。LEDなどの発光材料や、

有機ELなどで話題の有機半導体、最近進歩の著しいスピント

ロニクスなども取り上げている。また、環境材料や非鉛系圧電

材料についても解説。A5判 280頁 定価(2,800円+税)1408 978-4-274-21594-0

新インターユニバーシティ

電気電子材料

鈴置保雄 編著

現代の「電気電子材料」の講義のスタイルに合った、待望の教

科書。電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用。種々

の材料の特性と応用をわかりやすく解説するとともに、今後活

用分野の発展が予想される有機材料、ナノ材料までを解説する

教科書。章末にはまとめと演習問題が充実。

A5判 184頁 定価(2,300円+税)1009 978-4-274-20917-8

EE Text

電気電子材料工学

岩本光正 編著

電気学会とオーム社とが共同で企画した新しい教科書シリーズ

「EE Text」の一冊。電気・電子・情報系の専門課目である電

気材料、電子材料の教科書。本書では、導電体、半導体、磁性

体、誘電体などの基本的な材料に加え、液晶や有機材料、さら

にはナノ領域のエレクトロニクスについても解説し、材料・デ

バイス分野の研究の進展に対応。B5判 224頁 定価(3,200円+税)0409 978-4-274-13307-7

インターユニバーシティ

電気・電子材料

水谷照吉 編著

各種の電気・電子材料の性質と機能を半期2単位のカリキュラ

ムにあったボリュームで編集した教科書。

〔目次〕電気・電子材料の学び方／電気・電子材料の基礎／導

電材料とその性質／半導体材料の持つ性質や機能／絶縁材料・

誘電材料とその性質／材料の磁気的性質／魅力ある機能材料

A5判 128頁 定価(2,300円+税)9709 978-4-274-13113-4

大学課程

電気電子材料
平井平八郎
犬石嘉雄
成田賢二 他編

〔目次〕誘電体・絶縁体材料／半導体材料（半導体の導電現象

／トランジスタと機能素子／集積回路／他）／光エレクトロニ

クス材料（半導体の光電物性／受発光素子とその材料／光メモ

リとその材料／他）／半導体・抵抗体材料（金属の導電現象／

導電材料／超伝導材料／他）／磁性体材料（強磁性体の磁区理

論／高透磁率材料／高保持率材料／他）A5判 376頁 定価(3,200円+税)9111 978-4-274-12888-2

電気電子・応用物理16



現代

電気・電子材料
平井平八郎
豊田 実
桜井良文 他編

電気・電子を共通とした新しい教育のための教科書が必要とさ

れている今日、現在および将来を目ざす新しく一貫した電気・

電子材料学の教科書。

〔目次〕絶縁体・誘電体材料／半導体材料／導電体材料／磁性

体材料／オプトエレクトロニクス材料／センサ・トランスジュ

ーサ材料A5判 262頁 定価(2,900円+税)7802 978-4-274-12746-5

光メタ表面材料
表面ナノ構造の光学

AlexeiA.Maradudin 編
木村達也 訳

光やマイクロ波領域における電磁波に対するメタ材料が注目を

集めている。通常の誘電体や金属材料に特殊なナノ構造を表面

に作り込むと自然界には存在しない電磁波現象・光学現象が発

現することから、光学の概念を変革しようとしている。メタ材

料の表面における光学現象に焦点をあて、その研究状況と解析

/設計に関する最新の成果をまとめた。A5判 480頁 定価(15,000円+税)1410 978-4-274-50516-4

透明導電膜の技術
（改訂3版）

日本学術振興会透明酸化物光・電子材料第166委員会 編

透明導電膜の物性、材料から作製・評価方法までをまとめた専

門書。透明導電膜がどのように応用されているか、基本的な性

質、製造に関すること、評価、今後の展望といった透明導電膜

に関する全般的な内容を解説。新しい技術や材料などを盛り込

み、タッチパネル、有機ELディスプレイ、太陽電池用透明導

電膜といった内容の拡充を行った。A5判 440頁 定価(6,000円+税)1404 978-4-274-21522-3

発光材料の基礎と新しい展開
―固体照明・ディスプレイ材料―

金光義彦
岡本信治 共編

大画面薄型テレビの登場によって、ディスプレイ用発光材料が
再び脚光を浴びている。また、白色LEDは蛍光ランプに変わ
る次世代の照明デバイスとして注目を集めており、白色LED
用発光材料の開発が着々と進められている。本書は、このよう
な発光材料・蛍光体に関する教科書として基礎を解説するとと
もに、最近の発光材料の開発動向をコンパクトにまとめたも
の。A5判 272頁 定価(3,800円+税)0809 978-4-274-20598-9

柔構造有機エレクトロニクス

電気学会 編

有機電気電子材料は、液晶ディスプレイだけでなく、有機EL

素子や有機トランジスタ、有機太陽電池など、今後ますます重

要性を増すことが考えられる。本書は、有機エレクトロニクス

研究の現状から、電子光機能発現の源をミクロな観点から体系

化し、評価技術や各種デバイスの原理、情報通信技術への応用

と、広く最新の研究・技術内容を解説したもの。A5判 210頁 定価(3,500円+税)0703 978-4-274-20381-7

先端デバイス材料ハンドブック

電子情報通信学会 編

〔目次〕先端デバイス材料の基礎（先端デバイスと材料／デバ

イス材料の基礎／半導体材料の基礎／他）／先端情報処理デバ

イス材料（半導体トランジスタ／トランジスタ特性にかかわる

諸物性とそのデータ／他）／先端情報記録デバイス（磁気記録

デバイスと材料／他）／先端情報入出力デバイス材料／先端情

報伝送光デバイス材料B5判 722頁 定価(17,476円+税)9306 978-4-274-03426-8

配線器具入門
（改訂2版）

高橋秀憲

川島政敏

平井栄一 共著

本書は、開発、設計のみならず、関係企業人が知っておきたい

基本技術や基礎知識を網羅するもので、特に、第1版以降の技

術の進展や国際標準等の最新動向を伝えることはもちろん、カ

ラー口絵の新設をはじめ、項目の見直し、補強等により本文を

50ページ増とするなど大改訂したもの。

A5判 232頁 定価(2,200円+税)1709 978-4-274-50665-9

OHM大学テキスト

電気機器学

白井康之 編著

電気・電子系学科の専門課目「電気機器（学）」の講義用教科

書。電動機、変圧器、同期機、誘導機、直流機を中心として構

造・原理・特性、応用を解説するほか、パワーエレクトロニク

ス・制御との関連、よく使われるモータなどについて解説。講

義の回数にみあった15章構成をとっており、各章末には理解度

をチェックする演習問題を付した。A5判 288頁 定価(2,800円+税)1708 978-4-274-21677-0

基本からわかる

電気機器講義ノート
西方正司 監修

下村昭二・百目鬼英雄

星野 勉・森下明平 共著

本書は、直流機、変圧器、誘導機、同期機の原理、特性、適用

例といった、電気機器の基本事項をていねいにまとめた参考

書。電気機器の動作がイメージできるように、数式は最小限に

して、詳細な図解と詳しい記述を心がけた解説とした。補足事

項やポイントを、付せんや吹き出し、脚注を用いて随所に配し

てあるので、独習用の参考書としても最適。A5判 208頁 定価(2,500円+税)1408 978-4-274-21576-6

基本を学ぶ

電気機器

西方正司 著

直流機、変圧器、誘導機、同期機などの電気機器の原理、特

性、適用例を紹介するとともに、パワーエレクトロニクスの制

御の観点からもわかりやすく解説。

〔目次〕電気機器とは／三相交流回路／変圧器／誘導機／同期

機／直流機／低炭素社会と電気機器

A5判 176頁 定価(2,500円+税)1111 978-4-274-21138-6
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選び方・使い方

遮断器・開閉器

中島廣一 編著

電気設備を構成する機器は多岐にわたっているが、配電・機器

保護のための開閉・保護機器は、設備の信頼性維持、事故防

止・防災の点からも重要な構成要素となっている。本書は、ビ

ル・工場の受変電設備を対象に、遮断器・負荷開閉器・断路器

等の選定と、メンテナンスを含む使用上の留意点をまとめた実

務入門書。A5判 224頁 定価(2,800円+税)0511 978-4-274-20153-0

実習

新しい電気機器
五十嵐孝仁
梅木一良 共編
藤田岩夫 他著

2003年度（平成15年度）より新学習指導要領に基づく履修が始

まった。本書は、文部科学省検定済教科書・工業068「新しい

電気機器」と対になる実験実習書となっている。わかりやす

く・使いやすい実験実習書をめざし、内容の精選と共に実体配

線図を盛り込んだ。

B5判 130頁 定価(1,500円+税)0401 978-4-274-13295-7

インターユニバーシティ

電気機器学

松井信行 編著

電気機器学を学ぶうえで必要な基礎的な知識について、半期2

単位のセメスタ制のカリキュラムにあったボリュームとわかり

やすい解説により編集している。

〔目次〕電気機器学の学び方／電磁エネルギー変換はどのよう

に行われるか／直流モータはどんなモータか／変圧器はどんな

働きをするか／他A5判 146頁 定価(2,300円+税)0007 978-4-274-13205-6

大学課程

電気機器（1）
（改訂2版）

仁田工吉
岡田隆夫 共編

〔目次〕電気機器を学ぶにあたって／変圧器（変圧器の原理／

変圧器の構造／等価回路と変圧器の特性／他）／誘導機（多相

誘導電動機の原理と構造／起電力、電流と等価回路およびベク

トル図／他）／直流機（直流機の原理と構造／電機子巻線／

他）／同期機（電機子巻線／電機子巻線中の起電力／電気子反

作用／他）／電気機器の設計の基礎A5判 220頁 定価(3,400円+税)9204 978-4-274-12897-4

絵とき

電気機器

飯高成男
沢間照一 共著

電気機器の原理、構造、特性、用途、運転・制御等について、

初学者でも容易に理解できるように2色刷の豊富な図を活用し

ながらやさしく解説した入門書。

〔目次〕直流発電機／直流電動機／三相誘導電動機／各種誘導

電動機／同期発電機／同期電動機／交流整流子電動機／小形電

動機／変圧器／各種変圧器／整流器／他A5判 188頁 定価(2,600円+税)8602 978-4-274-03104-5

大学課程

電機設計学
（改訂3版）

竹内寿太郎 原著
西方正司 監修

〔目次〕電気機器の本質とその内容／電気機器設計の基礎原理

／三相同期発電機の設計／三相誘導電動機の設計／永久磁石同

期電動機（PMモータ）の設計／直流機の設計／変圧器の設計

／電機設計総論／パワーエレクトロニクスと電機設計／付録

A5判 256頁 定価(2,700円+税)1611 978-4-274-21970-2

熱設計と数値シミュレーション

国峯尚樹
中村 篤 共著

本書は熱設計に関与している技術者を対象に、熱設計の考え方

の基礎と応用（実践）を解説します。特に熱設計を行う上で必

要な熱計算・熱解析についてその原理から応用までを詳説しま

す。シミュレーションにあたってはExcelやフリーソフトを使

用しているので、すぐに確認することができます。

A5判 256頁 定価(2,700円+税)1508 978-4-274-21731-9

初等数学でわかる

電気機器設計
（第3版）

竹内寿太郎
磯部直吉 共著

新しい技術、機器の発展により使用機器類の規格・仕様、デー

タを一新し、またSI単位への準拠も含め、内容により実用性を

もたせるよう工夫し、豊富な図表で実物を取り扱うよう解説。

〔目次〕電気機器設計の予備知識／変圧器の設計／誘導電動機

の設計／同期発電機の設計／直流機の設計／他

A5判 166頁 定価(2,400円+税)8103 978-4-274-02548-8

スイッチング電源の原理と設計

落合政司 著

スイッチング電源の原理などの基礎や設計について、種類ごと

に体系的な説明を行っている。また、スイッチングコンバータ

については、動作原理、特徴などを説明し、その上で代表的な

コンバータの設計方法について、実際に設計されている具体例

をもとに解説を加えていく。課題となっているノイズについて

は、その原因と対策について言及。A5判 416頁 定価(4,600円+税)1503 978-4-274-21715-9

選び方・使い方

変圧器・変成器

中島廣一 編著

電気設備を構成する機器は多岐にわたっているが、特に変圧

器・変成器は受変電設備の根幹となるもので、必要不可欠な構

成要素である。本書はビル・工場の受変電設備を対象に、各種

変圧器および変成器の特徴と選定、およびメンテナンスを含む

使用上の留意点をわかりやすくまとめた実務入門書。

A5判 216頁 定価(2,800円+税)0511 978-4-274-20152-3
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コミック版実務シリーズ

電気安全 電動機・変圧器編

木塚正明 原作
戸田邦和 画

電気安全は、電気主任技術者のみならず、電気に関わる全員の

願いである。しかしながら、小規模・大規模な事故が散発して

いる。本書は、ベテラン主任技術者とかけだし主任技術者のコ

ンビが、いかに難問・奇問を解決していくかの実践技術コミッ

クである。主任技術者のみならず電気設備を預かるものであれ

ば目を通したい内容である。A5判 168頁 定価(1,900円+税)0411 978-4-274-94358-4

わかりやすい

自動電圧調整器

武田幸男
根岸道明 共著

コジェネ発電や船舶発電所、移動式電源などに使用する自動電

圧調整器（AVR）の動作と設計の考え方を定性的にまとめた

もの。

〔目次〕発電装置の基礎知識／自動電圧調整装置／並行運転用

自動電圧調整器／分散型電源用制御装置／AVRの運転と保守

／付録 交流励磁機の等価回路A5判 172頁 定価(2,800円+税)9808 978-4-274-03507-4

マンガでわかる

モーター
森本雅之 著

嶋津 蓮 作画

トレンド・プロ 制作

機械や物を動かすためには、電気エネルギーを機械エネルギー

に変換する電力機器、電動機（モーター）が必要である。本書

では直流モーター、同期モーター、誘導モーター、ブラシレス

モーターの4つを取り上げ、電気機器の駆動メカニズムである

モーターの原理からその制御までをマンガと文章ページのわか

りやすい構成で解説している。B5変判 200頁 定価(2,000円+税)1405 978-4-274-05010-7

回転機の保守・点検・補修

北都電機株式会社 編

日本の産業を支えてきた回転機。回転機はトラブルが多いとさ

れる設備ではあるが、適切な保守を行いさえすれば、トラブル

も未然に防げ、寿命も延びる。本書は、回転機の信頼性を高め

られるだけでなく、コスト低減にも貢献できる、現場技術者に

とってまさに福音書である。

B5判 116頁 定価(2,700円+税)1005 978-4-274-50291-0

松下の省エネモータ開発物語

宮本郁夫 監修
本田幸夫 著

わが国のモノ作り技術をリードする松下電器の基盤技術「モー

タ」開発の歴史、思想がわかる読み物。著者が開発した最新鋭

省エネモータを例に、考え方、取組みと独自性等を紹介してい

る。技術論は極力抑え、環境・エネルギーに関する点を紹介し

ている。広く技術系企業のみならず、一般の誰でもがやさしく

読めるように配慮されている。A5判 208頁 定価(2,200円+税)0709 978-4-274-50153-1

図解

小形モータ入門

坪井和男
百目鬼英雄 共著

小形モータについて、難しい数学（数式）を用いず、原理や特

徴がやさしく理解できるように解説している。

〔目次〕小形モータの予備知識／DCモータ／インダクションモ

ータ・ユニバーサルモータ／シンクロナスモータ／ブラシレス

DCモータ／ステッピングモータ／センサ用機器／小形モータ

の選び方と性能評価A5判 176頁 定価(2,500円+税)0309 978-4-274-03610-1

ブラシレスDCモータの使い方

萩野弘司 著

ブラシレスDCモータは多くの家電機器や産業用機器に使われ

ている。本書は、このブラシレスDCモータについて、そのし

くみから、構造、特徴、特性から使い方をわかりやすく解説し

たもので、利用システムの設計のポイントやノウハウにも言及

している。

A5判 178頁 定価(2,500円+税)0307 978-4-274-03601-9

絵ときでわかる

モータ技術
髙橋 寛 監修

飯高成男

岡本裕生 他著

メカトロ・ロボットのアクチュエータとして、また各種電気機

器の駆動メカニズムの中心となるモータの基本原理から構造、

特性、制御、使い方までをまとめた入門書。

〔目次〕モータの基礎／直流モータ／誘導モータ／同期モータ

／リニアモータ／小形直流モータ／サーボモータ／他

A5判 194頁 定価(2,500円+税)0204 978-4-274-03575-3

わかりやすい

小形モータの技術

株式会社日立製作所総合教育センタ技術研修所 編

小形モータは、小形化、精密化が進み、いろいろな用途に応じ

さらに多様化、高性能化、高効率化などが追求されている。本

書は多くの分野に広がる小形モータについて、最新の内容を、

技術的に理解できるように解説している。読者が必要とする部

分だけを読んでも十分わかるように、各節単位で完結した内容

構成である。B5判 180頁 定価(2,800円+税)0203 978-4-274-03571-5

埋込磁石同期モータの設計と制御

松井信行
武田洋次 他著

永久磁石を埋め込んだ埋込磁石同期モータ（IPMSM）は、従

来の誘導形モータに比べ高効率・小形軽量化を実現したモータ

として、家電製品、電気自動車など広範囲に応用が展開され産

業界から注目されている。本書は、技術者を対象にIPMSMの

基礎からその応用までを設計法、制御法を中心にわかりやすく

解説している。A5判 176頁 定価(2,800円+税)0110 978-4-274-03567-8
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なるほどナットク！

モーターがわかる本

内田隆裕 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。日常的

に使用されているモーターを、電気や機械分野の専門家以外の

方に向けて、専門知識に裏付けられた情報・内容のもと解説す

るもの。数式等を用いることなく、また、図版、イラストを多

用して見てイメージできる。B6判 224頁 定価(1,200円+税)0012 978-4-274-03542-5

新版

モータ技術百科

坪島茂彦
中村修照 共著

モータの使用にあたって必要な共通の基本的事項を中心に、応

用システムに欠かせない制御、保護要素にも触れ、また、モー

タセットは比較検討しやすいようにまとめた。

〔目次〕モータ技術の基礎／モータの原理、構造、特徴、特性

／モータの運転および取扱い、保守／モータの省エネルギー

A5判 208頁 定価(3,300円+税)9309 978-4-274-03429-9

新インターユニバーシティ

電気エネルギー概論

依田正之 編著

現インターユニバーシティシリーズを現在の大学の講義の内

容・実態に合わせて内容構成を見直して発展させたもの。昨今

の資源枯渇、環境問題にふれつつ、エネルギーの発生・変換、

伝送、貯蔵・利用技術についてわかりやすく解説。各章末には

まとめ・演習問題が充実している。

A5判 200頁 定価(2,300円+税)0812 978-4-274-20642-9

EE Text

超電導エネルギー工学

仁田旦三 編著

核磁気共鳴応用、高エネルギー物理応用などのニーズが高まる

中、関連分野の技術者・研究者には超電導工学を基礎理論から

しっかり理解しておくことが求められている。本書は、電気・

電子系の大学学部生、大学院生に向けた、超電導工学の基礎理

論から超電導材料、各種応用技術までを詳しく解説している。

B5判 240頁 定価(3,600円+税)0608 978-4-274-20281-0

絵ときでわかる

電気エネルギー
髙橋 寛 監修

福田 務

相原良典

大島輝夫 共著

発電、送電などの電力エネルギーシステムから風力、太陽電

池、燃料電池といった分散形電源など、環境保全や省エネもふ

くめて図や写真を豊富に用い、電気エネルギーの流れを理解し

やすいように絵ときでわかりやすく解説している。

A5判 240頁 定価(2,500円+税)0506 978-4-274-20086-1

超電導発電機

上之薗 博 編著

超電導発電機の開発は、1987年から国のプロジェクトとして超

電導発電関連機器・材料技術研究組合によって実用化研究が進

められた。本書は、ここに参画した主要メンバーによって著さ

れたもので、その本質を理解するために極めて有効な知識を提

供しており、海外にも誇れる専門書の一冊。

B5判 208頁 定価(6,000円+税)0404 978-4-274-94299-0

EE Text

電気エネルギー工学通論

原 雅則 編著

電気学会とオーム社とが共同で企画した新しい教科書シリーズ

「EE Text」。本書は、電気・電子・情報系の基礎課目である電

気エネルギー工学通論の教科書。電気系学生で、電気エネルギ

ー分野以外の電子デバイス系、通信情報系の学生が、電気エネ

ルギー全般の内容を1学期で学習できるよう、基礎的事項に主

眼を置いて解説。B5判 228頁 定価(3,200円+税)0312 978-4-274-13293-3

大電流エネルギー工学

電気学会・大電流エネルギー応用技術調査専門委員会 編

基礎現象から直流・交流・パルスの各大電流エネルギー技術、

超電導技術、解析・測定、応用技術の基礎から最新技術までを

まとめた。

〔目次〕緒言／大電流エネルギー技術の基礎現象／直流大電流

技術／交流大電流技術／パルス大電流技術／大電流エネルギー

の高度解析技術／他A5判 340頁 定価(6,000円+税)0211 978-4-274-03592-0

中規模・大規模太陽光発電システム
―基礎・計画・設計・施工・運転管理・保守点検―

東京工業大学AESセンター 監修

再生可能エネルギー協議会

NTTファシリティーズ 共同監修

黒川 浩・田中 良 他共編

本書は、より重要な位置を占める中規模・大規模クラスの太陽

光発電システムを取り上げ、その「基礎、計画、設計、施工、

運転管理、保守点検」などのポイントやノウハウ、注意点、法

令、常識などを経験豊富な執筆陣が解説するとともに、サンシ

ャイン計画から始まるわが国の太陽光発電の歴史や、将来像な

ども盛り込んでいます。B5判 300頁 定価(3,600円+税)1603 978-4-274-50524-9

太陽光発電システムの設計と施工
（改訂5版）

一般社団法人太陽光発電協会 編

2009年から開始された全量買取制度を背景に、産業用分野、と

くに地上設置の太陽光発電システムの設置が急増しています。

こうした環境変化から地上設置に関する記述内容の充実化、規

制改革やJPEA作成の保守点検ガイドライン、最新法令への対

応を図り内容を刷新して、改訂5版を発行するものです。

B5判 320頁 定価(3,600円+税)1509 978-4-274-21798-2
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太陽光発電システムのパワーコンディショナ入門

板子一隆 著

太陽光発電システムのためのパワーコンディショナ技術の解説

書。太陽光発電システムでは発電効率を高めることが非常に重

要な要件となっている。本書では、不安定な太陽光発電の出力

を安定化し、高効率に電力変換する最大電力点追従制御を中心

に、パワーコンディショナのアルゴリズムと最新手法を、実験

データを混じえながら詳細に解説している。A5判 136頁 定価(3,000円+税)1403 978-4-274-50426-6

太陽電池技術ハンドブック
（CD-ROM 1枚付）

小長井 誠
植田 譲 共編

太陽光発電は飛躍的な普及・発展が期待されており、中核であ

る太陽電池は意欲的な研究・開発が進められている。本書は、

研究開発から実際の産業応用まで、基礎科学から各種太陽電池

の原理、構造、物性、作成技術、次世代太陽電池技術、さらに

製造プロセスおよび評価技術、セル・モジュール製造技術、太

陽光発電システム技術までをまとめた。B5判 1,042頁 定価(35,000円+税)1305 978-4-274-21399-1

太陽エネルギーがわかる本

一般社団法人日本太陽エネルギー学会 編

身近な住まい・オフィス・公共空間の省エネルギーや、電力の

安定供給に対する各種の取り組みを通じて、毎日の暮らしの中

でエネルギーの在り方を考える機会が増えてきている。本書

は、太陽エネルギーの科学的基礎から、太陽熱発電・太陽光発

電などの原理、建築などへの各種の利活用までを、読みやすい

頁区切りのQ&A形式でまとめた。A5判 168頁 定価(2,300円+税)1207 978-4-274-21236-9

現代電子情報通信選書「知識の森」

宇宙太陽発電

篠原真毅 監修
電子情報通信学会 編

〔目次〕宇宙太陽発電／宇宙太陽発電のためのマイクロ波無線

電力伝送技術／地上受電システム／マイクロ波無線電力伝送の

地上応用／SPS無線送電の影響

A5判 314頁 定価(3,800円+税)1207 978-4-274-21233-8

太陽電池入門

市村正也 著

太陽電池の基本的な知識を、見開き頁構成でわかりやすくまと

めた入門書。学生や若手エンジニア向けに、研究や開発の基本

となる知識を、丁寧にバランス良く約70項目にまとめた。理工

学的側面のみならず、社会の中でどのように扱われているかと

いった面も取りあげている。各章末には理解度チェックを掲載

している。A5判 216頁 定価(2,500円+税)1204 978-4-274-21191-1

太陽電池はどのように発明され、成長したのか
―太陽電池開発の歴史―

日本太陽エネルギー学会 編
桑野幸徳 著

本書は太陽電池がどのように発明され、どのように成長してき

たのか、その道程を記している。また太陽電池の研究から事業

化、普及の過程で、新しい産業として発掘し事業化という難事

をどう乗り越えたかも言及されており、他分野で活躍する研究

者や事業家にとっても大変示唆に富んだ内容になっている。

四六判 448頁 定価(1,800円+税)1108 978-4-274-50348-1

図解

最新太陽光発電のすべて

桑野幸徳
近藤道雄 監修

太陽光発電は地球温暖化問題や化石エネルギーの枯渇を背景に

導入が進み、メガソーラーや住宅用太陽光発電などの導入が注

目を集めている。本書では、次世代型太陽電池含めて最新技術

の動向を最先端で活躍する技術者・研究者45人がわかりやすく

解説している。

B5判 264頁 定価(2,800円+税)1106 978-4-274-50339-9

太陽光発電システムがわかる本
小西正暉
鈴木竜宏
蒲谷昌生 共著

環境・エネルギー問題がクローズアップされるなか、太陽光発

電について、各方面から期待と注目が集まっている。本書は、

専門的な知識がなくとも読めるよう配慮し、太陽光発電システ

ム全般を図を多用してわかりやすく解説した実務書。

〔目次〕太陽光発電システムとは／太陽光発電システムの設計

と施工／さまざまな太陽光発電システムA5判 192頁 定価(2,300円+税)1104 978-4-274-21023-5

太陽エネルギー利用技術

日本太陽エネルギー学会 編

太陽エネルギー利用技術の全体像を理解できるよう、系統的

に、かつわかりやすく説明する実務書。太陽エネルギー利用の

歴史から太陽光発電のしくみ、太陽エネルギー利用技術の周辺

動向、そして将来展望まで総合的な知識はもちろん、多くの事

例も盛り込んで、入門者にも明解にわかるようにまとめられて

いる。A5判 208頁 定価(3,000円+税)0608 978-4-274-20278-0

太陽光発電屋根にやさしい設置のポイント
NPO地球環境HOME 監修

社団法人日本建築板金協会
社団法人全日本瓦工事業連盟 共編

太陽光発電のメリットをわかりやすく記述し、一般住宅への太

陽光発電システム導入のヒントとなるようにまとめた。

〔目次〕なぜ、太陽光発電か／これだけは知っておきたい太陽

光発電／家計にもたらす経済効果／屋根は過酷な環境／太陽電

池システムの設置条件と設置方法／これからの住まいづくりと

太陽光発電A5判 116頁 定価(2,200円+税)0310 978-4-274-10336-0
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太陽光発電計画マニュアル

傘木和俊
石川 修 著

太陽光発電は、クリーンなエネルギーとしてコストを含め実用

段階に入っており、COP3（京都会議）によるCO2削減の具体

的実務とあいまって今後の急速な普及が考えられる。太陽光発

電の導入を考えている自治体や事業者の実務担当者を対象に、

導入の計画設計から手続き、保安を含めた維持管理運営、コス

ト・安全評価までを網羅した実務書。B5判 196頁 定価(3,300円+税)0207 978-4-274-03578-4

事例に学ぶ

小水力発電

小林 久
金田剛一 共編

自然エネルギーを利用した発電システムとして注目されている

小水力発電。意外にもその歴史は古く、更新の時期を迎えてい

るものもある。本書は、発電施設の規模の大小を問わず、小水

力発電の導入を検討する際に役立つようにまとめた。技術・科

学的な基礎知識から、事前調査や手続の具体的な進め方、設計

施工、維持管理、安全性確保、防災面までを解説。A5判 208頁 定価(2,500円+税)1502 978-4-274-21712-8

小水力発電がわかる本
―しくみから導入まで―

全国小水力利用推進協議会 編

本書は、大小を問わず小水力発電の導入を検討する際に役立つ

本として、技術・科学的な基礎知識から、事前調査や手続の具

体的な進め方、設計施工、維持管理、安全性確保、防災面まで

を見開き区切りQ＆A形式（約70項目）でまとめたもの。小水

力発電のしくみから導入、維持管理までの全体像がわかる一

冊。A5判 174頁 定価(2,500円+税)1205 978-4-274-21213-0

小水力エネルギー読本

小水力利用推進協議会 編

小水力エネルギー利用について、小水力利用・小水力発電等の

基礎的原理から導入のノウハウ、具体的な実施例などを、経済

面、法・制度面、環境側面も含めて平易に解説した実務書。小

水力発電施設の計画、導入、運用等々に関わるユーザーサイド

の実務者を主対象として、実用上の知識を獲得できるように、

図表を参照しつつ解説している。A5判 240頁 定価(3,300円+税)0610 978-4-274-20308-4

日本の知らない風力発電の実力

安田 陽 著

3.11以降、エネルギー・電気・発電全般への注目が高まってい

る。本書は、再生可能エネルギーのなかの風力発電に的を絞

り、世間の誤解と、その真の実力を、科学的かつ最新の情報か

ら論じている。今までに世間ではあまり知られてない、しっか

りとした情報を元に、ちまたで論争となっている疑問・ポイン

トにズバリ答える。四六判 192頁 定価(1,400円+税)1311 978-4-274-06950-5

わかりやすい

風力発電

西方正司
甲斐隆章 共編

風力発電は、安全で発電コストも比較的低いことなどから注目

され、導入されてきているが、人々の関心が高いにも関わら

ず、原理や開発の現状などをまとめた書籍はほとんど出版され

ていない。本書では風力発電に関心のある学生や専門家・技術

者、一般読者を対象に、風力発電システムの仕組みや実例・課

題などを、世界的動向をも含めて解説する。A5判 216頁 定価(2,800円+税)1301 978-4-274-21321-2

風力発電の歴史

牛山 泉 著

風力発電の誕生から現代の洋上風力発電システムまで、風車開

発・風力発電の歩みをたどるとともに、これからの技術・経済

的な展望までを、国内外に題材を求めて概観している。風力発

電の入門書として、風力発電関連業界で働く実務者のための

“知っておきたい基礎知識”として、専門技術者・研究者の観点

で歴史に学ぶための解説書として役立つ1冊。A5判 210頁 定価(2,300円+税)1301 978-4-274-21325-0

風力発電出力の短期予測
―電力の安定供給に向けて―

Matthias Lange

Ulrich Focken 共著

石原 孟 監訳

石原 孟・山口 敦 共訳

本書は、風力発電施設において、今後の効率的な系統連系に欠

かせない風力発電の短期需給予測に関してまとめられた定本の

翻訳版。日本国内の電力事情も数年内に風力発電出力の短期予

測が必要不可欠となると見込まれている。海外における経験に

裏付けられた信頼性の高い内容を持つ本として定評があり、日

本国内の技術者にもご活用いただきたい。A5判 270頁 定価(10,000円+税)1211 978-4-274-21299-4

風力エネルギー読本

牛山 泉 編著

風力エネルギーに関わる知識を全般にわたり、図解を交えてわ

かりやすくまとめる実務参考書である。エネルギー分野で学ぶ

学生のみならず、風車の設計の実務に携わる方々や風力発電の

設置や発電事業を行う立場の方々にも実務に役立つ種々の観点

を盛り込んでいる。

A5判 320頁 定価(3,500円+税)0509 978-4-274-20135-6

風力エネルギーの基礎

牛山 泉 著

風力エネルギーに関わる基礎知識を全般にわたり、入門レベル
でわかりやすくまとめるとともに、風車の設計の実務に携わる
方々や風力発電の設置や発電事業を行う立場の方々への橋渡し
をすることも狙いとしている。そのため、風、風力エネルギ
ー、風車設計、風力発電、風力揚水、制御などの技術面の解説
に加えて、経済的側面や環境面からも言及しており、その点が
本書の大きな特長である。A5判 272頁 定価(3,300円+税)0507 978-4-274-20098-4
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地熱エネルギー技術読本

江原幸雄
野田徹郎 共著

日本は世界第3位の地熱資源保有国であり、世界の地熱発電容

量の70％を日本企業が占めており、技術力の高さを誇る。その

技術力を背景に、クリーンで安定した再生可能エネルギーとし

て注目を高めつつある地熱エネルギーについて、その基本事

項・主要技術・関連法規を技術的観点から解説。地熱エネルギ

ーについて技術的概要を知りたい技術者に最適。A5判 280頁 定価(3,600円+税)1604 978-4-274-21871-2

地中熱ヒートポンプシステム 施工管理マニュアル

特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 編

本書は、地中熱利用ヒートポンプシステム施工・管理・導入の

ためのノウハウを網羅した「施工管理マニュアル」。地中熱利

用にかかわる実務者の方々の必携の書籍。なお、本書は、2015

年1月から開始する技術者認定制度である「地中熱施工管理技

術者」試験のガイドラインとしても位置づけられている。

B5判 184頁 定価(3,200円+税)1412 978-4-274-21682-4

事例に学ぶ

地中熱利用ヒートポンプシステム

内藤春雄 著
特定非営利活動法人地中熱利用促進協会 編集協力

本書は、地中熱利用ヒートポンプシステムに関する基本概念か

ら実務に即した内容を「事例から学ぶ」解説書。導入対象とな

る施設の規模の大小を問わず、地中熱利用ヒートポンプシステ

ム導入を検討する際に役立つ書籍として、技術・科学的な基礎

知識から、事前調査や設計施工、維持管理、コスト、安全性確

保、防災までを、具体的な事例に基づいて解説。B5判 206頁 定価(3,000円+税)1412 978-4-274-21687-9

地熱エネルギーハンドブック

日本地熱学会地熱エネルギーハンドブック刊行委員会 編

東日本大震災後、わが国のエネルギー政策は根本的に見直され

る必要性が強く指摘されている。そうした中、クリーンで安定

した再生可能エネルギーである地熱エネルギーの利用が注目を

集めている。本書は、日本地熱学会の編集により、地熱発電の

原理と各種方式、探査技術、設計・施工技術、効率的な運用、

環境評価、法制度の現状までを集大成したもの。B5判 940頁 定価(36,000円+税)1402 978-4-274-21499-8

地熱エネルギー
―地球からの贈りもの―

江原幸雄 著

日本は「地熱エネルギー」では世界3位の資源大国であり、地

熱技術も世界をリードしている。「地熱発電」は1年365日、朝

から晩まで24時間、発電し続けることができる効率的で安全な

発電技術である。本書では、「地熱エネルギー」「地熱発電」に

ついての誤解を解き、正しい知識を平易に解説するとともに、

地熱発電の魅力を伝える。四六判 196頁 定価(1,600円+税)1205 978-4-274-50395-5

水素エネルギーがわかる本

市川 勝 著

燃料電池が話題になるとともに、水素もまたクリーンエネルギ

ーとして一般の人にも注目される存在となっている。しかし、

一般の人には、水素は自然界の中で最も軽い元素というような

他の原子と同じぐらいの知識である。本書は、期待される水素

エネルギー時代へ向けて水素の基礎的知識と水素の製造から水

素社会のインフラ技術までを平易に解説する。A5判 176頁 定価(1,800円+税)0702 978-4-274-50122-7

水素エネルギー読本

水素エネルギー協会 編

本書は、水素エネルギーの基礎知識から周辺技術、水素エネル

ギーシステムとその環境・経済側面まで、全体像を理解できる

よう、系統的に、かつわかりやすく説明する実務書。最新技術

の動向や将来展望、さらに多くの事例も盛り込んでまとめてい

る。

A5判 272頁 定価(3,300円+税)0701 978-4-274-20355-8

原子力教科書

高速炉システム設計

笠原直人 編著

「原子力教科書」シリーズは、原子力を基礎から実務まで体系

的に学習できる標準的なテキストとして、大学・研究機関・関

連企業の一線の研究者・技術者によりまとめたもの。本書は、

高速炉の原理からシステム設計までを解説するだけではなく、

システムの信頼性や経済性の向上にもふれ、学生や技術者にと

って知っておくべき知識を正確に記述。B5判 256頁 定価(3,300円+税)1409 978-4-274-21633-6

原子力教科書

放射線安全学

小佐古敏荘 編著

国内外を問わず原子力についての高度な知識や技術をもった技

術者・専門家の育成が急務となっている。本シリーズは、この

ような要望に応えるための原子力を基礎から実務まで体系的に

学習できる標準的なテキスト。本書は、放射線の概念や人体に

与える影響および放射線防護などについて詳述している。

B5判 284頁 定価(3,300円+税)1305 978-4-274-21323-6

原子力教科書

原子炉物理学
岡嶋成晃
久語輝彦
森 貴正 共著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕中性子と物質の相互作用／核分裂連鎖反応と臨界／中

性子の拡散／原子炉の拡散理論／中性子の減速と共鳴吸収／熱

中性子スペクトル／非均質原子炉

B5判 270頁 定価(3,300円+税)1203 978-4-274-21170-6
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原子力教科書

放射線利用

工藤久明 編著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕放射線の種類と線源／放射線と物質の相互作用／線量

測定／ラジカルとESR／パルスラジオリシス法／水溶液の放射

線化学／原子力工学と放射線効果／高分子の放射線加工とその

応用／半導体／放射線の環境浄化への応用／他

B5判 312頁 定価(3,500円+税)1102 978-4-274-20984-0

原子力教科書

放射性廃棄物の工学

長崎晋也
中山真一 共編

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕放射性廃棄物の管理／放射性廃棄物の発生と特性／原

子力施設の廃止措置／クリアランス／放射性廃棄物の処理技術

／放射性廃棄物の処分／放射性廃棄物処分システムの性能評価

B5判 258頁 定価(3,000円+税)1101 978-4-274-20969-7

原子力教科書

原子炉設計

岡 芳明 編著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕燃料燃焼と反応度制御／原子炉の計算法／軽水炉の設

計／新型炉の炉心設計

B5判 294頁 定価(3,300円+税)1007 978-4-274-20892-8

原子力教科書

放射線遮蔽

小佐古敏荘
笹本宣雄 共編

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕放射線の基礎／ガンマ線の挙動／中性子の挙動／放射

線遮蔽計算法／離散座標SN法―決定論的手法―／モンテカル

ロ法―確率論的計算法―／放射線遮蔽上の特有な事象―ストリ

ーミングとスカイシャイン―／原子力施設における放射線遮蔽

B5判 204頁 定価(3,000円+税)1003 978-4-274-20838-6

原子力教科書

原子力保全工学

出町和之 編著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕保全工学の概要／保全活動の仕組み／原子力発電所の

保全／原子力発電所の点検・保守・管理／機器・構造物の保守

経験と高経年化対策／機器・構造物の欠陥検査方法／機器・構

造物の健全性評価／機器・構造物の補修方法／状態監視技術／

規制検査B5判 232頁 定価(3,000円+税)1002 978-4-274-20833-1

原子力教科書

ヒューマンファクター概論

佐相邦英 編

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕ヒューマンファクター／事故発生のメカニズム／人間

の振る舞いとヒューマンエラー／ヒューマンエラー・規則違反

行為の分析／人間信頼性／ヒューマンエラー／規則違反対策／

ヒューマンエラー／規則違反行為の背景要因の分析演習／

Fault Tree AnalysisとEvent Tree AnalysisB5判 160頁 定価(2,800円+税)0911 978-4-274-20782-2

原子力教科書

原子炉構造工学
上坂 充

鬼沢邦雄

笠原直人

鈴木一彦 共著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕概論／材料力学・構造力学／材料強度・構造強度／有

限要素法による構造解析／軽水炉の構造設計／高速炉の構造設

計／耐震設計／製造／検査／破壊力学／構造健全性評価

B5判 336頁 定価(3,800円+税)0904 978-4-274-20690-0

原子力教科書

原子力熱流動工学
秋本 肇・安濃田良成

高瀬和之・玉井秀定

吉田啓之 共著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕熱力学の第一法則／理想気体と蒸気／熱力学の第二法

則／ガスタービンサイクルと蒸気サイクル／流れの基礎方程式

／ベルヌーイの方程式／運動量の法則／粘性流体の力学／層流

と乱流（相似則）／他

B5判 348頁 定価(3,500円+税)0903 978-4-274-20679-5

原子力教科書

原子力プラント工学
神田 誠・梅田賢治

三宅修平・清水建男

一宮正和 他著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕PWRプラントの概要／BWRプラントの概要／高速炉

プラントの概要／高温ガス炉プラントの概要／圧力管型原子炉

プラントの概要／その他の軽水炉の概要

B5判 318頁 定価(3,500円+税)0902 978-4-274-20660-3

原子力教科書

原子炉動特性とプラント制御

岡 芳明
鈴木勝男 編著

原子力を基礎から実務まで体系的に学習できるテキスト。

〔目次〕I編 原子炉動特性 遅発中性子と原子炉動特性／一点

炉動特性／反応度の温度効果／動特性パラメータと反応度測定

実験 II編原子炉プラント制御の実際／制御の基礎とPID制御

／原子炉安定性／沸騰水型軽水炉の運転制御の実際／他

B5判 256頁 定価(3,300円+税)0803 978-4-274-20516-3
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原子力発電がよくわかる本

榎本聰明 著

本書は、「わかりやすい 原子力発電の基礎知識」をもとに、核

反応のしくみから原子炉、発電システム、さらには安全性やエ

ネルギーと環境問題まで、幅広く原子力発電についてわかりや

すく最新の内容で解説した。

A5判 244頁 定価(1,800円+税)0903 978-4-274-20671-9

原子力ハンドブック

原子力ハンドブック編集委員会 編

21世紀に入り、地球環境問題や石油エネルギー枯渇問題を背景

とした安全かつ安定したエネルギー供給が求められており 国

内外問わず原子力発電への期待が高まっている。これからの時

代への指針となる原子力の活用とともに、放射線やRIといっ

た関連知識についてもトピックスとともに掲載しているため

非常に幅広く活用できる内容。B5判 1,376頁 定価(30,000円+税)0711 978-4-274-20443-2

電池システム技術
―電気自動車・鉄道へのエネルギーストレージ応用―

電気学会・移動体用エネルギーストレージシステム技術調査専門委員会 編

環境にかかる負荷が軽減される電気自動車・鉄道に電池技術を

応用・適用するためにいま求められる知識、また、電池自体の

研究開発にたずさわる技術者・研究者の筆による各種電池の基

本的な原理・特性の簡潔な解説を収録している。さらに、これ

らを応用する際に実際的に有用な事項を最新のトピックも盛り

込んで解説した。A5判 284頁 定価(3,400円+税)1205 978-4-274-21194-2

マンガでわかる

電池
藤瀧和弘

佐藤祐一 共著

真西まり 作画

トレンド・プロ 制作

手軽に使える電池も使い方を間違えれば寿命が短くなったり、

発熱などの危険をともない、逆に電池の特性を知り、上手に扱

えば長持ちさせることもできる。本書は電池について興味を持

っている読者のために、化学式の苦手な人でも理解できるよう

にやさしく解説した。また次世代エネルギーとして広がりつつ

ある物理電池も解説している。B5変判 200頁 定価(1,900円+税)1203 978-4-274-06877-5

図解

革新型蓄電池のすべて

小久見善八
西尾晃治 監修

蓄電池の基礎から材料・製造技術まで網羅した一冊！本書は、

主な蓄電池の特徴である、リチウムイオン電池に使われる正・

負極、電解質、セパレータ材料の現状と発展、製造技術を解説

し、高性能蓄電池の仕組みを解説するとともに次世代蓄電池の

技術ロードマップも示している。

B5判 248頁 定価(3,300円+税)1111 978-4-274-21122-5

電池ハンドブック

電気化学会 電池技術委員会 編

環境問題などと相まって高性能の二次電池に対する重要性が高

まり、開発が活発で近年の進歩も早く、用途も広がっている。

それとともに基礎から特性やデータなど1冊にまとめられたハ

ンドブックが求められている。本書は、一次電池から二次電

池、燃料電池、キャパシタまで、最新の電池に関する理論と技

術全般をデータとともに整理して体系化したハンドブック。B5判 806頁 定価(22,000円+税)1002 978-4-274-20805-8

水素・燃料電池ハンドブック

水素・燃料電池ハンドブック編集委員会 編

水素・燃料電池開発体制の変革の中で、今後ますます研究開発

のモジュール化が進み、異分野・異業種間の連携が重要になっ

てきている。そこで、本書は、燃料電池と水素エネルギーそれ

ぞれに関する正しい知識・情報だけでなく、両者の共通基盤を

も含めて一冊の書籍として集大成し、読者の今後の学術研究、

研究開発実務等のニーズにに応える内容。A5判 1,186頁 定価(23,000円+税)0609 978-4-274-20298-8

燃料電池発電システムと熱計算

本間琢也 監修
上松宏吉 著

MCFC（溶融炭酸塩型）、PEFC（固体高分子型）タイプの燃

料電池発電システムを中心とし、その構成や、とくに「熱物質

収支計算」を詳述する。燃料電池の全体像についても平易に理

解できるよう冒頭でカラー解説。式やデータを多く入れて、簡

単に熱物質収支計算ができるよう独自のプログラムも紹介。

A5判 216頁 定価(4,000円+税)0411 978-4-274-94356-0

解説

燃料電池システム
James Larminie
AndrewDicks 共著

槌屋治紀 訳

最新の燃料電池技術を取り込み、燃料電池のシステム設計とい

う視点からの内容で、電気化学の分野だけではなく、機械工

学、流体力学、熱工学など幅広い技術者向けの入門書。機械技

術者をはじめとした自動車関連、電力技術関連の技術者、及び

これから燃料電池の開発に関係する発明家などに最適な内容と

なっている。A5判 544頁 定価(5,000円+税)0410 978-4-274-94350-8

なるほどナットク！

電池がわかる本

内田隆裕 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。機器の

小型化が進み、電池を動力源とするものが増えてきている。し

かし、その一方で実に多くの電池が氾濫しており、使用する

人々に混乱を与えている。本書は、電池の正しい理解と使用法

等の情報を提供。B6判 224頁 定価(1,200円+税)0307 978-4-274-03596-8
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燃料電池の技術

電気学会・燃料電池発電次世代システム技術調査専門委員会 編

新しいエネルギー源として燃料電池が実用化の段階を迎えつつ

ある。本書は、この燃料電池の設計から導入の指針となるよ

う、各種燃料電池のしくみから特徴、性能、課題まで最新技術

をまとめたもの。運転に不可欠な電力系統連系技術についても

ふれている。

A5判 308頁 定価(4,800円+税)0208 978-4-274-03577-7

図解

配電系統と太陽光発電
系統連系のしくみを理解する技術要件ガイド

飯田芳一 著

太陽光発電設備と商用電力系統をつなぐ「系統連系」へのニー

ズが高まり、系統連系数は増加しています。現場技術者が、系

統連系の実務を行う上で必要な技術要件を基礎から解説。配電

方式の基礎的な理解を促し、系統連系のしくみがすっきりわか

るよう丁寧な解説を行った。

A5判 272頁 定価(2,600円+税)1507 978-4-274-21767-8

太陽光・風力発電と系統連系技術
（改訂2版）

甲斐隆章
藤本敏朗 共著

太陽光発電や風力発電等の分散形電源が系統連系されるケース

の増加に伴い、太陽光や風力を利用した発電システムの技術

と、商用電力系統にどのように連系しなければならないのか、

連系装置や保護リレー技術も含めて技術的側面から徹底的に解

説。「系統連系規程」の改正内容(FRT要件等)も盛り込んだ。

A5判 212頁 定価(2,400円+税)1506 978-4-274-50542-3

徹底解説 図解

図解・系統連系
―分散型電源を高低圧配電線に―

甲斐隆章 著

太陽光発電や風力発電などの発電設備は、電力会社の低圧・高

圧の配電線につながれ、いわゆる系統連系されて運用される。

電力系統の周波数や電圧、さらには系統安定度を乱さないよう

に、系統連系の基本の技術を、図解で徹底解説した発電設備側

の解説書。

B5判 216頁 定価(3,000円+税)1504 978-4-274-50546-1

わかる

短絡保護協調

大川良泰 著

電気事業の規制緩和・自由化に伴い、保護協調は電気設備の危

機管理の最前線で、失敗は許されなくなっている。本書は、保

護協調で最も大切な「短絡事故」に対して、望ましい保護協調

のあり方を学ぶために、実務計算の方法を解説したもので、自

家用電気技術者の現場実務の基本を解説している。

A5判 294頁 定価(2,800円+税)0504 978-4-274-50017-6

選び方・使い方

保護継電器

林 武志 編著

電気設備の管理・保安・保全の実務に携わる若手技術者を対象

に、設備保護の重要な機器の一つとして使われている各種保護

継電器の基礎から、選び方・使い方、試験までを豊富な図を用

いて具体的にまとめた実務入門書。JIS、JEC、JEMに準ずる

とともに、急速に普及しているディジタル式についても具体的

に解説した。A5判 222頁 定価(2,571円+税)0404 978-4-274-03626-2

保護継電器読本
（第3版）

林 武志 著

電気設備の実務に携わる若手技術者を対象に、保護継電器の基

礎から特性の見方・書き方、使い方、試験までをまとめた実務

書。第2版発行（1988年）以降のJIS、JEC、JEMなど関連規格

改正に伴う内容の見直しと、ディジタル化を含む機器・技術動

向に対応し内容を刷新。また、紙面構成をテーマごとのページ

区切りに変更している。A5判 224頁 定価(2,700円+税)0402 978-4-274-03623-1

完全図解

発電・送配電・屋内配線設備早わかり

大浜庄司 著

電気が生まれる発電、電気を送る送配電から、その電気を使用

する需要家の屋内配線までの基礎知識を容易に理解できるよ

う、イラストや模式図などで「完全図解」した入門書。関連業

界の新入社員教育や技術研修のテキストとして、電気関連の資

格受験を目指す方の入門参考書として、あるいは専門学校や大

学の在学生の学習書として最適。A5判 164頁 定価(2,200円+税)1703 978-4-274-50657-4

OHM大学テキスト

電力発生・輸送工学

伊与田功 編著

「電力発生・輸送工学」「送配電工学」「発変電工学」の教科書。

発変電・送配電技術の基礎を一冊にまとめてわかりやすく解説

したもの。従来からある発電方式の解説に加えて、再生可能エ

ネルギーや昨今のエネルギー事情にもふれており、現在の電力

系統の全容が学べる内容となっている。15章構成で、各章末に

は演習問題を配している。A5判 194頁 定価(2,600円+税)1310 978-4-274-21451-6

マンガでわかる

発電・送配電
藤田吾郎 編著

十凪高志 作画

オフィスsawa 制作

私たちの生活はあらゆる場面において電気の恩恵を受けてお

り、電力供給システムは言うまでもなく今の社会を支える最も

重要なインフラのひとつである。本書は、電力システムの構

成、配線システムを解説。分散電源、スマートグリッドといっ

た、環境・新エネルギーにもふれ、現在の電力システムの機

器・設備、運用・制御をわかりやすく解説している。B5変判 232頁 定価(2,000円+税)1310 978-4-274-06924-6
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基本を学ぶ

電力工学

安岡康一 著

〔目次〕電気エネルギーの発生と利用／三相交流回路と三相電

力／送配電系統と電力設備／定電圧送電と無効電力の調整／電

力系統の故障解析／電力系統の安定度

A5判 182頁 定価(2,500円+税)1211 978-4-274-21304-5

ワイヤレス給電技術がわかる本

松木英敏
高橋俊輔 共著

電気自動車、宇宙ステーション、屋内インテリアといったもの

への応用が広がりつつあり、今後ますますニーズが高まるであ

ろうワイヤレス給電技術に関して、技術のバックボーンとある

電磁気学の理論をていねいに解説するとともに、今後見込まれ

る応用分野まで詳細に解説した書籍。

A5判 200頁 定価(2,600円+税)1107 978-4-274-21050-1

インフラストラクチャー工学概論
雨谷昭弘 編著

明石 泉

梅田繁樹

岩井誠人

高松篤子 共著

現代社会のインフラストラクチャー（特に電力、上下水道、通

信、鉄道（交通網）、電気・ガスなど）全般を網羅し、災害時

などに対応できる技術者・研究者を養成することを目的とした

入門書。本目的の技術者は、大学などでの講義で知識を得、実

社会で実習をすることによって養成される。本書では、対象と

する社会インフラ全般についての基礎知識を概説する。A5判 288頁 定価(3,000円+税)1103 978-4-274-50326-9

現代

電力輸送工学

関根泰次 編
豊田淳一 他著

〔目次〕送電方式と送電電圧／送電線の電気的特性／安定度／

送電線の故障計算／送電線の保護／異常電圧と中性点接地方式

／送電線の絶縁／送電線路と線路定数／変電／直流送電／配電

方式と配電線／配電系統とその運用（配電方式／配電系統の構

成と運用／配電系統の保護／配電自動化／誘導障害（常時誘導

／異常時誘導／他）A5判 308頁 定価(3,500円+税)9202 978-4-274-12890-5

大学課程

送配電工学
（改訂2版）

関根泰次 編著
河野照哉 他著

原理の記述に重点をおき、内容の理解程度を試す演習問題と解

答を添えた。

〔目次〕緒論／送電方式／線路定数と送電特性／安定度と送電

容量／故障計算／中性点接地方式と接地／電力系統の絶縁と避

雷／電力系統の保護／誘導障害と電波障害／直流送電地中電線

路／配電と屋内配線A5判 242頁 定価(2,900円+税)8908 978-4-274-12862-2

風力発電導入のための電力系統工学

ThomasAckermann 編
一般社団法人日本風力エネルギー学会 翻訳

原書は、欧州および米国の風力発電研究者・技術者のバイブル

的存在として高く評価されている。風力発電の技術的背景か

ら、技術的規制とグリッドコード検証、風力発電所と送電、風

力発電に関する国際研究、風力発電の系統連系、風車および風

力発電所の動的モデリング、将来技術まで、7つの部と44の章

により、体系的に解説している。B5判 1,100頁 定価(30,000円+税)1311 978-4-274-21476-9

太陽光・風力発電と系統連系技術

甲斐隆章
藤本敏朗 共著

太陽光発電や風力発電等の分散形電源が系統に連系されるケー

スが急増している。発電された電力は、パワーコンデショナな

ど電力変換設備を通して低圧・高圧配電線につながれて運用さ

れる。本書は、太陽光や風力を利用した発電システムの技術

と、商用電力系統にいかに連系しなければならないのか、連系

装置や保護リレー技術も含めて技術解説した。A5判 192頁 定価(2,400円+税)1010 978-4-274-50307-8

受配電設備
―保守・リニューアル・運転支援・環境対応技術―

電気学会・受配電設備の高度化と環境対応技術調査専門委員会 編

本書は、設備の維持管理、更新等の業務に直接つながる予防保

全、インテリジェント化、運転支援技術、リニューアル・リサ

イクル技術、環境負荷軽減技術について、実務者および研究者

により実践的にまとめた実務書。スマートコミュニティ、スマ

ートシティ、マイクログリッドといったスマートグリッドに関

わる諸技術と関連する内容も掲載。A5判 296頁 定価(3,600円+税)1409 978-4-274-21639-8

工場配電

電気学会・工場電気設備技術調査専門委員会 編

2000年3月発行「最新 工場配電」の改題改訂版。この間の関

連規格・法規の変更や技術・機器の進展などを盛り込んで、受

電・配電・発電・監視制御・予備電源の工場電気設備の計画、

設計、保全を中心にデータをさらに充実させて改訂するもの。

〔目次〕計画／設計／施工／運用管理

A5判 392頁 定価(5,500円+税)1102 978-4-274-20978-9

実務に役立つ

防災・防犯設備の知識

一般社団法人電気設備学会 編

電気設備にかかわる技術者は、単に電気機器の知識のみなら

ず、防災・防犯設備としての電気設備についても十分な知識を

もち、対応することが求められるようになってきています。本

当に役立つ実務に即した防災・防犯設備の内容をまとめた内

容。

B5判 232頁 定価(3,700円+税)1611 978-4-274-21983-2
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マンガでわかる

電気設備
五十嵐博一 著

笹岡悠瑠 作画

ジーグレイプ 制作

大好評「マンガでわかる」シリーズ最新刊。本書は身近な電気

設備からはじめ、動力設備、配管・配線、電気室といった電気

設備全体をマンガを用いて具体的に解説。それぞれの設備機器

の概要が理解できる内容。建築物を支える電気設備全般につい

て、役割を総合的に理解できる。

B5変判 200頁 定価(2,200円+税)1607 978-4-274-21916-0

身近な電線のはなし

社団法人電線総合技術センター 編

送電線、工場、ビルなど、電線は我々の生活に欠かせないもの

だが、意外とよく知られていない。本書は、電線のプロが一般

の方の素朴な疑問に答えていく形で、電線についてわかりやす

く解説する読み物。

〔目次〕電線の役割／電線は面白い／電線は役に立つ／電線・

ケーブルに関する素朴な疑問／実用間近の超電導ケーブル／他四六判 164頁 定価(1,500円+税)1101 978-4-274-20972-7

設備エンジニアのための

電気設備

奥村克夫 著

建築設備に携わっていく中で、電気や電気設備に苦手意識を持

った方が多いようである。そこで本書では、電気の基礎からス

タートし、ハイレベルの実務知識まで図表を多用しながらわか

りやすく解説する。実務に直結する題材で各章の章末例題を作

成し、基礎知識を実務に結びつけながら理解できる構成として

いる。A5判 308頁 定価(3,800円+税)1009 978-4-274-20923-9

コンパクト版

電気設備工学ハンドブック

電気設備学会 編

建築電気設備の設計・施工・管理に携わる方を主な対象に、設

計の背景となる基礎理論から、設備機器、装置の知識、設計・

施工の手法、運営・管理までの電気設備全般の技術を体系的に

まとめた。2002年に発行したハンドブックを持ち運びに便利な

A5判に縮刷し、学生や現場で利用しやすい体裁とした。

A5判 734頁 定価(9,000円+税)0611 978-4-274-20331-2

電気設備の基礎技術 防災設備

電気設備学会 編

本書は、防災を目的として施設される電気設備の基礎技術を、

電気設備学会会員で、斯界の第一線で活躍中の技術者によりま

とめた実務書である。特に、地震、落雷、風水害等の自然災害

対策、火災、犯罪等に対する対策、および航空障害安全対策、

電源設備の防災対策等を中心に構成した内容となっている。

B5判 216頁 定価(3,800円+税)0605 978-4-274-20246-9

絵ときでわかる

電気設備
髙橋 寛 監修

梅木一良

藤田岩夫 他著

ビルや工場、住宅の受電設備、分散電源、屋内配線・工事か

ら、照明、防災・電気安全まで、電気設備全般を図や写真・表

を豊富に用いて、絵ときでポイントをわかりやすく解説してい

る。

A5判 212頁 定価(2,500円+税)0512 978-4-274-20170-7

電気設備工学ハンドブック

電気設備学会 編

建築電気設備の設計、施工、運営・管理に携わる方を主対象

に、基礎理論から、設備機器、装置の知識、設計・施工の手

法、運営・管理まで、建築電気設備全般を、基礎、装置、設

計、施工、運営管理のフェーズから体系的にまとめた。

〔目次〕電気設備一般／基礎編／装置編／設計編／施工編／運

営管理編B5判 734頁 定価(18,000円+税)0211 978-4-274-03588-3

電気設備工事実務入門

鹿島事哉 編
鹿島事哉 他著

電気設備工事・施工管理業務にこれから就こうとする技術者を

主対象に、配電理論・配線設計、機器・材料・工具の基本とな

るテーマから、各種電気設備、施工、管理にわたる実務までを

技術的・法規制的内容も含めて解説。

〔目次〕配電理論と配線設計／電気機器と材料・工具／電力設

備／情報通信設備／防災・防犯設備／他A5判 288頁 定価(2,700円+税)0205 978-4-274-03576-0

電食防止・電気防食用語事典

電食防止研究委員会 編

電食とは埋設金属体が電気化学的に腐食することで、電気鉄

道、水道管、通信ケーブル、電力ケーブルなどで問題となる現

象である。本書は、電食が起こる原理やその測定法、防食の実

際的な方法と、規格・指針にかかわる用語の解説などを、実務

で求められる内容に則してまとめたもの。また、国際規格など

にもふれ、海外での事情にも言及している。A5判 220頁 定価(3,800円+税)1309 978-4-274-21435-6

防爆電気設備の基礎知識
（改訂2版）

田中隆二 著

産業社会の安全・安心思想の高まりとともに、化学プラント・

製造工場・事業場設備の防爆対策が注目されている。本書は、

防爆電気設備に関する唯一の参考書。初版は2009年に発行。国

際規格や各種基準の改正等をふまえて改訂。改訂に当たり、粉

じん爆発電気機器についても加筆している。

A5判 244頁 定価(2,500円+税)1309 978-4-274-50468-6
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電食防止・電気防食ハンドブック

電気学会・電食防止研究委員会 編

電食は埋設金属体が電気化学的に腐食することで、電気鉄道、

水道管、通信ケーブル、電力ケーブルなどで問題となる現象で

ある。本書は、電食が起こる原理や測定法、防食の実際的な方

法、技術動向、規格・指針を実務的にまとめたものである。

〔目次〕用語とその定義／腐食の基礎／電気鉄道からの漏れ電

流／土壌の分類と腐食性／交流腐食／調査・計測／他A5判 440頁 定価(7,500円+税)1101 978-4-274-20973-4

配電線の雷害対策

電力中央研究所 編
横山 茂 著

雷害研究と対策の基礎を紹介し、最近の配電線雷サージ現象の

新しい研究成果も含め、IT社会のアキレス腱とも言われる耐

雷対策について、コストダウンも加味した最適設計手法の基礎

事項を紹介する。とくに、雷写真（カラー口絵）、図を多用し、

理解しやすいよう配慮した。

A5判 216頁 定価(3,800円+税)0509 978-4-274-50043-5

接地・等電位ボンディング設計の実務知識

高橋健彦 著

ボンディング技術は、低圧電路、IT関連設備、雷保護設備に

おいて、重要な役割を担っており、わが国ではその技術情報が

皆無であることから、本書はボンディング設計・施工の知識を

身につけたいという技術者に、その実務を紹介している。

A5判 204頁 定価(2,600円+税)0310 978-4-274-94330-0

図解

情報通信設備の雷過電圧保護技術

Peter Hasse 著
高橋健彦 訳

雷により電話やコンピュータなどが被害を受けるのを避ける過

電圧保護技術が大きな関心事となっている。本書は世界的な第

一人者であるP.Hasse著ʻOvervoltage protection of low voltage

systemsʼを翻訳したもので、雷などにより生じる低電圧回路の

過電圧被害の防止策について、図、写真、データを豊富に用い

わかりやすく解説。A5判 132頁 定価(2,500円+税)0209 978-4-274-03580-7

電力機器・設備の絶縁診断技術

電気学会・技術伝承を目的とした電力設備の絶縁診断技術調査専門委員会 編

電力機器の絶縁診断技術を体系的に整理し、機器・設備ごとに

絶縁劣化メカニズムや劣化診断法、寿命評価技術について、技

術的な側面から解説。さらに、現場の技術者にとって必須事項

については、随所にコラムとして掲載。技術書を超えた実用書

として、電力設備にかかわる技術者必携の一冊。

A5判 288頁 定価(4,200円+税)1511 978-4-274-21822-4

電気設備の絶縁診断

�水敏幸 著

電気設備を停電事故からまもる上で重要な絶縁診断に関する技

術を詳説。絶縁材料の劣化機構の基礎から、代表的な電気設備

である電動機、変圧器、ケーブル、遮断機などの絶縁診断法に

ついて解説している。さらにPVCなど絶縁材料の環境への影

響や処理方法、代替品についてもふれ、図や写真を使いわかり

やすく解説している。A5判 170頁 定価(2,500円+税)0109 978-4-274-03566-1

図解

接地システム入門

高橋健彦 著

接地の基本である保安用接地、機能用接地、外部雷保護はもと

より、接地システムの構築、等電位ボンディングシステムの構

築、さらにはEMCまでを解説している。

〔目次〕多様化する接地技術／接地の用語・記号／接地システ

ムの構築／ボンディング・システムの構築／雷保護における接

地システム／電磁環境における接地システム／他A5判 172頁 定価(2,800円+税)0101 978-4-274-94256-3

電力系統絶縁工学
―サージと事故防止―

有働龍夫 著

電力系統の外部絶縁は、我が国の過酷な気象条件のもとで、信

頼性と経済性との調和を模索する技術であり、長年の実系統の

運転経験、試験・研究の累積が重要である。本書は、電力系統

技術について、過去40年をたどりながら、技術的問題と電力施

設の改良の投資効果などについて、多くのデータをもとに集大

成したもの。B5判 208頁 定価(5,800円+税)9910 978-4-274-03526-5

大写解

高圧受電設備
―施設標準と構成機材の基本解説―

田沼和夫 著

高圧受電設備の保守管理に従事されている電気技術者の方を対

象に、実際に高圧受電設備で使用している機器や材料などの写

真や図を多く取り入れて、ひと目で理解できるように構成。実

際の機器の構造や操作、実務上の点検のポイントもよくわかる

内容。さらに、事故例なども掲載しているので実践的な内容も

理解できるようになっている。A5判 230頁 定価(2,600円+税)1701 978-4-274-50644-4

実務に役立つ

高圧受電設備の知識
（改訂2版）

福田真一郎 編著

本書は、自家用高圧受電設備を主対象に、過電流、地絡保護対

策等の安全・事故・保護対策等を含め、設備の計画・設計から

施工、監視制御、保護・保全、試験・検査、諸手続等の実務知

識についてまとめたの改訂版。初版発行以降の機器技術の進展

や法制度の変更、新エネルギーの普及など、高圧受電設備を取

り巻く環境の著しい変化に対応している。A5判 304頁 定価(3,200円+税)1502 978-4-274-21700-5
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見方・かき方

高圧受電設備接続図
（改訂2版）

福田真一郎 編著

自家用高圧受電設備に携わる技術者にとって、設計に必要な接

続図をかくために必要な基本的知識、施工・管理に必要な接続

図の見方と読み方を、具体例を用いて実務的に解説。機器やデ

ータ類を最新情報に更新し、高圧受電設備を取り巻く環境の著

しい変化にも対応。待望の改訂版。

A5判 184頁 定価(2,500円+税)1502 978-4-274-21709-8

高圧受電設備等設計・施工要領
（改訂2版）

オーム社 編

高圧受電設備等の設計・施工上の要点を把握し、基本的な技術

データをまとめた。実際に設計をする場合、いくつもの独立し

た基準や規程を参考にして行うことになる。本書はそれらの要

点も含めて1冊すむようにまとめて解説したものである。

〔目次〕高圧受電設備のプランニング／高圧受電設備の施設／

高圧電線路等／高圧受電設備機器／接地工事／などA5判 294頁 定価(2,800円+税)1209 978-4-274-50410-5

高圧受電設備の保守管理
―経験から培ったかんりの要諦（ツボ）―

社団法人東京電気管理技術者協会 編

国内で唯一の500kVA以下の変圧器絶縁油の経年変化のデータ

を紹介。高圧受電設備の保守管理をする技術者が、必要と感じ

た知識と、経験から生まれた知恵とノウハウを紹介。その一つ

が国内で唯一の変圧器絶縁油の経年変化を記録したから生まれ

た実験式である。この実験式は絶縁油交換の目安として使用可

能である。A5判 354頁 定価(4,000円+税)1009 978-4-274-20924-6

高圧需要設備の地絡保護

大川良泰 著

本書は、高圧需要設備の電気事故の大半を占める“地絡”事故に

ついての究明と、保護協調の主役である地絡保護継電器及び関

連機器について究明したもの。事故原因の究明ではなく、高圧

需要設備において事故や故障が発生した場合に、電圧・電流の

大きさや位相がどうなるかを、計算やベクトル図によって究明

してその内実を明らかにしている。B5判 156頁 定価(2,800円+税)0709 978-4-274-50154-8

高圧受電設備実務ハンドブック

高圧受電設備実務ハンドブック編集委員会 編

高圧受電設備は、自家用電気設備の根幹をなす重要な電気設備

で、電気設備に関与する技術者にとっては、この知識と技術を

修得することは必要不可欠となっている。本書は、高圧受電設

備の計画・設計・施工・管理全般についての技術事項を網羅

し、実務知識を中心に、より高度な技術的内容を加えた、初

級・中級技術者を対象とした実務ハンドブック。A5判 670頁 定価(9,500円+税)0611 978-4-274-20323-7

高圧自家用需要家の

高調波障害・抑制対策事例Q＆A

（財）関東電気保安協会 編著

本書は、高圧自家用需要家の“高調波”に対する技術対策マニュ

アル。高調波による事故、障害の実態を明らかにすると共に、

障害の実態をコンデンサ設備を例に、なぜ起こるのかを説明。

その高調波はどのように測定し、その判断をどうすればよいの

かを具体的に解説している。「高調波抑制対策ガイドライン」

による規制をクリアするための必須マニュアル。A5判 144頁 定価(2,400円+税)9809 978-4-274-94192-4

国際標準に基づく

エネルギーサービス構築の必須知識
―電気事業者・需要家のための―

電気学会・スマートグリッドにおける需要家施設サービス・インフラ調査専門委員会 編

本書は電気事業者（電力会社）や需要家（受配電側のメーカや
ゼネコン・サブコンといった建設業者）が、国際標準に対応した製
品を開発し、新たなエネルギーインフラサービスのシステムを実現・
運用するために、国際標準規格群を俯瞰し、使用（適用）方法を
平易に解説することで、わが国の特性を踏まえたエネルギーの利活
用・システム構築の技術的ガイドラインをあたえる指南書です。電
力技術のICT化にともない、注目される電力セキュリティも取り上げ
ています。B5判 486頁 定価(7,800円+税)1612 978-4-274-22005-0

考え方・解き方

電力応用

保坂尚光 著

初めて電力応用（電気応用）を学ぶ方々を対象にした電力応用

の演習書。各章の重要事項のまとめ方を示し、例題とその考え

方・解き方を示す。演習として問題とその考え方（ヒント）を

示し、積極的に問題にチャレンジしてもらえる。

〔目次〕照明と光源／電熱と電熱材料／電気化学／電気鉄道／

各種の電気応用／自動制御と制御系A5判 124頁 定価(900円+税)9706 978-4-274-13101-1

考え方・解き方

電力技術

保坂尚光 著

初めて電力技術を学ぶ方々を対象とした電力技術の演習書。各

章の重要事項のまとめを示し、次いで例題とその考え方・解き

方を解説する。そして演習問題とその考え方を示し積極的に問

題にチャレンジできるようになっている。

〔目次〕発電／電気関係法令／送電／配電／電力系統の保護・

保安／屋内配線A5判 128頁 定価(874円+税)9606 978-4-274-13068-7

基本からわかる

電力システム講義ノート
荒井純一 監修

荒井純一・伊庭健二

鈴木克巳・藤田吾郎 共著

本書は、近年注目されているスマートグリッドやスマートシテ

ィといったテーマの理論的な土台となる「電力システム」（電

力系統）の基本的な事項についてまとめた参考書。実際の講義

で先生が適宜行う補足や要点の解説を随所に挿入し、学生への

フォローが充実した教科書として、講義の予習・復習用の参考

書として最適な一冊とした。A5判 184頁 定価(2,500円+税)1401 978-4-274-21489-9
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OHM大学テキスト

電力システム工学

石亀篤司 編著

電気・通信系学科の専門課目「電力システム工学」の教科書。

電力系統をシステムとして扱う際に必要となる電力潮流計算、

安定度などの基礎や、系統運用に今後必要になってくるであろ

う知識、技術の基礎を例題を多く交えながらわかりやすく解説

する。全体は15章構成をとっており、各章末には理解度をチェ

ックする演習問題を配している。A5判 206頁 定価(2,600円+税)1312 978-4-274-21472-1

EE Text

電力システム解析
モデリングとシミュレーション

谷口治人 編著

電気・電子系の専門課目である電力システム工学の教科書。電

力系統を解析する手法としてのソフトウェアを取り上げ、発電

所から送配電機器、負荷に至る系統のモデリングに加え、モデ

ル化した電力系統のシミュレーション手法についての考え方

を、計算例などの実例を交えながら詳しく解説している。

B5判 248頁 定価(3,800円+税)0908 978-4-274-20748-8

新インターユニバーシティ

電力システム工学

大久保仁 編著

現インターユニバーシティシリーズを現在の大学の講義の内

容、実態に合わせて発展さたもの。電力システムの構成、配線

システムを詳解するとともに、分散電源、マイクログリッド、

超電導電力技術といった、環境・新エネルギーにもふれ、現在

の電力システムの機器・設備、運用・制御をわかりやすく解

説。章末にはまとめ、演習問題が充実している。A5判 208頁 定価(2,300円+税)0812 978-4-274-20640-5

実習

新しい電力技術

保坂尚光
田中一光 共著

2003年度（平成15年度）より新学習指導要領に基づく履修が始

まった。本書は、文部科学省検定済教科書・工業072、073「新

しい電力技術（1）、（2）」と対になる実験実習書となっている。

わかりやすく・つかいやすい実験実習書をめざし、内容の精選

と共に実体配線図を盛り込んだ。

B5判 128頁 定価(1,500円+税)0402 978-4-274-13299-5

新世代工学シリーズ

電力システム工学

大澤靖治 編著

電力システムの基礎から、電力や周波数の制御、安定供給など

の実際の電力運用に必要な技術、さらには電力供給に関する新

しいトピックまでを幅広く学ぶ教科書。

〔目次〕電力システムの特徴と工学的課題を知ろう／電力潮流

の計算法を知ろう／安定度を調べる／周波数と電圧の制御につ

いて学ぼう／信頼度を理解する／他B5判 122頁 定価(2,900円+税)0108 978-4-274-13230-8

はじめての

パワーエレクトロニクス

板子一隆 著

パワーエレクトロニクスは、電気工学（半導体素子）、エネル

ギー工学（電気エネルギー）、制御工学が連携した技術分野の

ため、初学者にとっては全体が掴みにくいテーマのひとつ。本

書ではこれを踏まえて、デバイス、各種変換回路の解説、さら

に変換回路を制御するための基礎技術や設計時の要点までを、

豊富な図表を交えながら、やさしく丁寧に解説。A5判 208頁 定価(2,500円+税)1709 978-4-274-50649-9

基礎からくわしい

パワーエレクトロニクス回路
（改訂2版）

島村 茂 著

電気機器の運転には欠かすことのできないパワーエレクトロニ

クス。基礎からしっかりと理解できるように、パワエレ回路の

動作を素子のオンオフとその時々の回路上の電圧・電流を図で

示して解説しています。改訂2版にあたっては、新たな項目の

追加とともに、回路動作や計算方法などの説明を補足して全体

的な内容の補強を図っています。B5判 216頁 定価(2,800円+税)1508 978-4-274-50581-2

基本からわかる

パワーエレクトロニクス講義ノート
西方正司 監修

高木 亮・高見 弘

鳥居 粛・枡川重男 共著

「パワーエレクトロニクス」について、数式は最小限に、パワ

ーエレクトロニクスの回路がどのように動作するのかをまとめ

た参考書。講義では教師が適宜補足する事項を“付せん”や“吹

き出し”あるいは脚注を用いて随所に挿入しているので、講義

の予習・復習用の参考書としてはもちろん、学生へのフォロー

が充実した教科書としても最適な一冊。A5判 200頁 定価(2,500円+税)1403 978-4-274-21513-1

パワーエレクトロニクス入門
（改訂5版）

大野榮一
小山正人 共編

近年、エネルギー事情の逼迫感からパワーエレクトロニクス技

術は重要性が増している。本書は好評「パワーエレクトロニク

ス入門」の改訂5版。今回の改訂では、近年のパワー半導体デ

バイスの進展や各種応用の広がりをふまえつつ、改訂4版発行

以降の技術の進展を盛り込み、関連メーカの技術者が最初に読

む実務的な入門書として内容の拡充を図った。A5判 328頁 定価(3,600円+税)1401 978-4-274-21477-6

基本を学ぶ

パワーエレクトロニクス

佐藤之彦 著

基本事項をコンパクトにまとめ、親切・丁寧に解説した新しい

教科書。電気・電子・情報系の大学学部向け2単位用のテキス

トシリーズの一巻。本書では機器・制御の分野で応用が広がる

パワーエレクトロニクスの基本技術や回路について、各種デバ

イスの原理や動作・特性と電力の変換・制御のしくみまでを解

説する。A5判 182頁 定価(2,500円+税)1201 978-4-274-21154-6
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EE Text

パワーエレクトロニクス

森本雅之 編著

電気学会との共同出版企画であるEE Text シリーズの1巻で、

電気・電子系の専門課目である「パワーエレクトロニクス」の

教科書。本書では、パワーエレクトロニクスを使うユーザの立

場でとらえ、概念、素子、制御手法、解析技術、活用技術など

を、実際の応用機器やシステムを交えて詳しく解説。側注・囲

み記事や演習問題が充実。B5判 196頁 定価(3,000円+税)1012 978-4-274-20960-4

パワーエレクトロニクスハンドブック
（CD-ROM付）

パワーエレクトロニクスハンドブック編集委員会 編

パワーエレクトロニクスは、携帯装置の電源から高電圧・大電

流の電力変換装置まで、電力・産業・輸送・通信・家電など電

気を扱う分野で幅広く活用されている。また、環境対応として

分散電源や電動機制御、省エネなどますます活用の場を広げよ

うとしている。本書は、最新のパワーエレクトロニクスに関す

る理論と技術全般をまとめたもの。B5判 744頁 定価(23,000円+税)1007 978-4-274-20790-7

新インターユニバーシティ

パワーエレクトロニクス

堀 孝正 編著

中部圏における電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位

用のテキストシリーズ。1996年から刊行した現インターユニバ

ーシティシリーズを現在の大学の講義の内容、実態に合わせて

発展させるもの。本書は、近年のパワー半導体デバイスの進歩

を踏まえて、各種デバイスの原理や動作・特性と電力の変換・

制御のしくみをわかりやすく解説。A5判 170頁 定価(2,300円+税)0811 978-4-274-20627-6

選び方・使い方

パワーエレクトロニクス機器

山崎靖夫 著

電気設備等の設計・施工・維持管理に携わる技術者を対象に、

電力の変換、開閉制御を行うコンバータ、インバータ、チョッ

パやUPS（無停電電源装置）などの構成と役割、および使い方

について、現場実務に役立つことを主眼にまとめた実務書であ

る。また、機器を扱う上で問題となっているEMCについて、

その対策を含めて具体的に解説した。A5判 200頁 定価(2,600円+税)0603 978-4-274-20209-4

新世代工学シリーズ

パワーエレクトロニクス

仁田旦三
中岡睦雄 共編

新世代工学シリーズの一巻。パワー半導体デバイス、パワーエ

レクトロニクス回路、各種電力変換の方法や制御法といったパ

ワーエレクトロニクスの基本技術から、さらに応用技術までを

幅広く解説。セメスタ制に対応した大学学部向け教科書。

B5判 210頁 定価(2,800円+税)0503 978-4-274-20004-5

絵ときでわかる

パワーエレクトロニクス

髙橋 寛 監修
粉川昌巳 著

パワーエレクトロニクスの基礎から基本技術、回路、応用まで

を初めて学ぼうとする読者が十分に理解できるよう必須テーマ

を厳選し豊富な2色刷の図解で解説している。

〔目次〕パワーエレクトロニクスとは何か／電力用半導体素子

／電子回路と制御の基礎／パワーエレクトロニクスの基本回路

／パワーエレクトロニクスの活躍場所A5判 172頁 定価(2,300円+税)0104 978-4-274-03552-4

パワーエレクトロニクス回路

電気学会・半導体電力変換システム調査専門委員会 編

わが国のパワーエレクトロニクス技術は世界のトップレベルに

あり、その応用システムは産業の各分野に広く普及・浸透して

いる。本書は、パワーエレクトロニクスの基礎理論から関連技

術までを体系的に整理・分類し、技術者・研究者および学生を

対象にやさしく具体的に解説した。

A5判 350頁 定価(4,800円+税)0011 978-4-274-03545-6

よくわかる

パワーエレクトロニクスと電気機器

西方正司 著

パワーエレクトロニクスと電気機器の双方を有機的に扱い、今

後ますます融合していくことが予想される両者の関連性を初学

者にもわかりやすく解説。

〔目次〕変圧器／パワー整流回路／直流チョッパ回路／インバ

ータ／誘導機／同期機／直流機

A5判 168頁 定価(2,500円+税)9509 978-4-274-13037-3

もっと知りたいLED照明

千代和夫 著

電力消費の20%は照明が占め、消費電力の低いLED照明が脚光

を浴びている。開発・販売メーカーも含めて入り乱れている状

況にあり、応用も広範囲に展開している。本書は、LED照明

について正しい上手な選び方・活かし方ができるように、照明

の基本的な知識を織り交ぜながら、図、写真、イラストをふん

だんに使って4色カラーで解説している。A5判 172頁 定価(2,000円+税)1302 978-4-274-50425-9

照明工学

一般社団法人照明学会 編

大学学部の電気系学科の専門課目である「照明工学」の教科

書。「大学課程 照明工学」の改題改訂。白熱電球からLED電

球への移行やこれまでの技術の変遷などを踏まえて照明工学の

基礎をわかりやすく解説した。メーカに就職した後も役立つよ

うな具体的な計算問題を収録しているほか、光源の性能や照度

基準などの一覧表を付録として掲載している。A5判 208頁 定価(2,700円+税)1209 978-4-274-21261-1
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あかりと照明のサイエンス

牟田 淳 著

私たちはさまざまなあかりに照らされながら暮らしている。自

然光をはじめ、ろうそくの炎、白熱灯、ハロゲン電球、ネオン

管、LED、…など光源の種類も実にさまざまだ。なぜあかり

は光るのか、明るさを示す単位はどんなものか、どのくらいの

明るさが出せるのか、あかりによる心理効果など、基本となる

あかりのしくみと特性について解説する。A5判 224頁 定価(2,200円+税)1112 978-4-274-06873-7

LED照明ハンドブック
（改訂版）

LED照明推進協議会 編

エネルギー効率が高く、高輝度、長寿命など、優れた性質をも

つLEDは、単なる表示機器としての利用から家庭用照明など

の新しい応用へと拡がり、その重要性をさらに高めている。本

書は、わが国が先導的役割を果たし、国家プロジェクトとして

開発推進が図られているLED照明技術に関し、その最新技術

動向、応用事例動向、標準化等々をやさしく紹介する。A5判 248頁 定価(3,800円+税)1104 978-4-274-50322-1

コンパクト版

照明ハンドブック

照明学会 編

照明は、光源・器具だけでなく、照明理論、照明デザイン、視

覚心理、色彩などのソフト面と知識も含めた総合技術によって

成り立ち、関連技術者はこれらの幅広い知識が求められてい

る。本書は、基礎から実際の照明設計までを網羅し、最新の内

容と新しい視点でまとめた平成15年に発行した現版を、より扱

いやすく、購入しやすいA5判に縮刷した。A5判 602頁 定価(9,000円+税)0611 978-4-274-20330-5

新しい

照明ノート

大山松次郎 原著
小原清成 編著

〔目次〕照明の基礎（視覚系の機能／光の単位と測定／色の表

示）／光源（熱放射とルミネセンス／白熱電球／放電現象と点

灯回路／蛍光ランプ／高輝度放電ランプ／その他の光源）／照

明の光学（光の制御／照明器具の配光と光束／照明器具の光

学）／照明設計（照明計算／照明設計理論／インテリアの照明

／他）／光ならびに放射の応用A5判 248頁 定価(2,900円+税)9603 978-4-274-13052-6

エレクトロヒートハンドブック

一般社団法人日本エレクトロヒートセンター 編

電気によるさまざまな加熱について、その原理から設備計画・

保守まで設計・設備技術者に役立つような最新データなどを豊

富に掲載し、さらに現代的なテーマを充実することにより、技

術者・学生をはじめとする幅広い分野の読者に対し、エレクト

ロヒートシステムに関する基本的事項の理解促進と最新情報の

提供を行おうとするもの。B5判 690頁 定価(21,000円+税)1109 978-4-274-21037-2

電池がわかる

電気化学入門

渡辺 正
片山 靖 共著

電池を使う製品全般にかかわるメーカの技術者・研究者や、電

池にかかわる研究を目指す大学学部生・大学院生を対象とし

て、電気化学の基礎を解説しながら、電池の基本的な原理、種

類、用途・応用分野などをわかりやすく解説する参考書。

〔目次〕電池の歴史／化学変化とエネルギー／電極電位／電解

質／電気二重層／電極反応と電流／実用電池の概要／他A5判 176頁 定価(2,500円+税)1107 978-4-274-21053-2

ヒートポンプ・蓄熱白書II

ヒートポンプ・蓄熱センター 編

「空気の熱」を利用するヒートポンプ機器は、燃焼しないでお

湯をつくったり冷暖房することができる究極のエコ技術であ

る。産官学で注目を浴びるヒートポンプの技術動向、関連政策

の動き、導入状況、海外動向と統計データ、Q＆Aを掲載して

おり、ヒートポンプの全体像がわかるデータブック。「ヒート

ポンプ・蓄熱白書」との併読でより理解が深まる。B5判 394頁 定価(3,200円+税)0907 978-4-274-50237-8

ヒートポンプ・蓄熱白書

財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター 編

身の回りにある「空気の熱」を利用するヒートポンプ技術を利

用した機器は燃焼部分がなく、CO2を排出しないため、ユーザ

ーサイドの地球温暖化対策技術として産官学民で注目されてい

る。本書は、ヒートポンプに関する技術動向、導入状況、政

策、統計データ、環境性、開発の歴史、海外動向、補助金制度

等の全般を網羅したデータブック。B5判 370頁 定価(3,500円+税)0707 978-4-274-20423-4

図解

ヒートポンプ

田中俊六 監修
矢田部隆志 編著

本書は、世の中に貢献しているヒートポンプ技術の普及書とし

て、専門技術者から学生まで、図解を中心にしながら容易に理

解できるものとなっている。左ページにイラスト、右ページに

解説を掲載している。

A5判 192頁 定価(1,900円+税)0507 978-4-274-50039-8

新世代工学シリーズ

電気化学

小久見善八 編著

セメスタ制に対応し、わかりやすくまとめた教科書シリーズの

一冊。基本的なポイントを的確におさえ解説。

〔目次〕電気化学システム／ファラデーの法則と量の関係／電

極電位から電池の起電力を理解する／イオン伝導体が接する界

面はどうなっているのか／電極反応の速度／光と電気化学の反

応を知ろう／他B5判 176頁 定価(2,800円+税)0011 978-4-274-13219-3
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鉄道の「鉄」学
車両と軌道を支える金属材料のお話

松山晋作 編

鉄道に関わる材料のうち、鉄道車両および軌道を構成している

要素技術としてもっとも重要な金属材料について、それぞれの

機器・部材・構造物ごとに、開発の歴史と技術変遷、特徴を解

説します。さまざまな試行錯誤の中で培われた鉄道材料工学の

ノウハウが凝縮された内容です。

A5判 308頁 定価(3,700円+税)1508 978-4-274-21763-0

電気鉄道技術変遷史
持永芳文

望月 旭

佐々木敏明

水間 毅 監修

電気鉄道技術変遷史編纂委員会 著

本書は、電力供給（直流電気鉄道、交流電気鉄道）、電車線路

と集電方式、直流電車、交流電車、交直流電車、新幹線電車、

電気機関車、信号システム、運行管理、都市鉄道（路面電車・

地下鉄）、ゴムタイヤ式鉄道、リニアメトロ電車・常電導磁気

浮上式鉄道、超電導磁気浮上式鉄道など各分野の技術の変遷を

紹介している。A5判 464頁 定価(8,000円+税)1411 978-4-274-50517-1

鉄道車両技術入門

近藤圭一郎 編

日本の鉄道車両製造技術には世界中から熱い視線が向けられて

いる。本書は、鉄道車両（とくに電気車）の種類や構造、実際

に駆動するしくみや、設計・製造、保安や運転などの現場の実

情と鉄道事業者の業務の実情をまとめたもの。車両だけでな

く、駅舎とのやりとりや信号・保安システムの関係についても

ふれている。鉄道ファンにもオススメ。A5判 288頁 定価(2,600円+税)1307 978-4-274-21383-0

鉄道信号・保安システムがわかる本

中村英夫 編著

鉄道の運行管理システムや信号・保安システム、転てつ装置や

踏切などのしくみとそれをあつかっている鉄道事業者の業務の

実情をまとめた。信号のやりとりや各種装置を図を用いて丁寧

に解説。日本だけでなく、欧米の技術も取り上げているほか、

CARATや次世代無線式列車制御システムATACSについても

解説している。A5判 148頁 定価(2,400円+税)1305 978-4-274-21395-3

鉄道技術ポケットブック

鉄道技術ポケットブック編集委員会 編

電気鉄道は電気・情報・機械・土木の幅広い技術のインテグレ

ーションからなる大きなシステム技術である。本書は、鉄道技

術に関連する企業、研究機関の技術者・研究者を主たる対象

に、最新の鉄道技術に関する技術全般をまとめて、通常の業

務、研究開発のなかで手元にいつも置いておいて、必要なとき

にひもとけるように使いやすくまとめたもの。A5判 898頁 定価(18,000円+税)1203 978-4-274-21168-3

鉄道ダイヤのつくりかた

富井規雄 編著

ダイヤづくりの実際が手にとるようにわかる本！2010年8月発

行「鉄道ダイヤ回復の技術」の続編。ダイヤがどのようにつく

られて日々計画されているのか、ダイヤが乱れたときに鉄道事

業者はどのように対応しているのか、これまで知りたくてもな

かなか知ることができなかった列車ダイヤづくりとその運用の

実情を取り上げるもの。A5判 256頁 定価(2,600円+税)1203 978-4-274-21175-1

列車制御
―安全・高密度運転を支える技術―

中村英夫 著

本書の著者は、代表的な列車制御技術であるATS-P形、電子

連動装置、ATS-SPシステムなどの開発に携わった斯界の第一

人者である。列車制御の技術変遷と携わる人とのかかわりの変

化、実用化目前の新しい列車制御システムなどを紹介し、明日

の鉄道を展望する。いかにして列車運転、運行は制御されてい

るのかがいま明らかになる。A5判 192頁 定価(2,200円+税)1102 978-4-274-20992-5

鉄道ダイヤ回復の技術

電気学会・鉄道における運行計画・運行管理業務高度化に関する調査専門委員会 編

今までみられなかった、鉄道ダイヤ管理の現場を臨める本！本

書は、ダイヤ乱れに強い運行管理システムをどのように考え、

構築していけばよいか、ダイヤが乱れたときの運行整理はどう

あるべきかを、主に鉄道事業に従事する方を対象としてまとめ

るもので、新入社員や鉄道マニアにも読み進められるよう、ダ

イヤづくりの基礎から解説するもの。A5判 232頁 定価(2,500円+税)1008 978-4-274-20914-7

電気鉄道技術入門

持永芳文 編著

電気鉄道の入門書として、電気鉄道の歴史や特徴、軌道と構造

物、電気車と列車運転、それを支える電力供給、信号保安と運

行管理、鉄道通信、駅舎の電気設備、さらに新都市交通システ

ムやリニアモータ式鉄道などについて平易に解説。

A5判 296頁 定価(2,500円+税)0809 978-4-274-50192-0

鉄道とEMC

電気学会・電気鉄道の電磁環境に関する協同研究委員会 編

鉄道システムにおいては、新形式車両導入時や信号・通信設備

などでEMC対策が求められる。本書は、鉄道システムにおけ

る各種設備、また相互間でのEMC対策、国際規格の状況など

を解説する専門書。

A5判 304頁 定価(5,200円+税)0807 978-4-274-20572-9
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モハようございます。
―あの人はなぜ、鉄道にハマるのか？―

吉田一紀 著
ビーコム 制作

鉄道と言っても、その楽しみ方は、車両、乗車、写真撮影、切

符収集、廃線探訪、鉄道模型など、多岐にわたる。本書は、さ

まざまなジャンルについて、鉄道ファンが鉄道の何に執着し、

何を追い求めているのかを、前提となる基礎知識とコミカルな

4コママンガを交えながら解説する。

A5判 232頁 定価(1,200円+税)0804 978-4-274-06718-1

磁気浮上鉄道の技術
正田英介

藤江恂治

加藤純郎

水間 毅 共編

高速交通機関として期待されているリニアモータカー（磁気浮

上式鉄道）およびその他の超高速鉄道に関し、あらゆる角度か

ら豊富な図を駆使して具体的かつ平易に解説したリニアモータ

カーの全容を理解するための解説書。

〔目次〕磁気浮上式鉄道とは／超電導磁気浮上式鉄道／HSST

／その他の磁気浮上式鉄道／実用化への展望A5判 256頁 定価(4,369円+税)9209 978-4-274-03413-8

現場で考える中小ビル・工場の省エネ

大嶋輝夫 著

省エネのための実践的な課題解決読本。省エネ指導員と中小規

模のビル・工場の社長や工場長、エネルギー担当者との具体的

なやりとりを通して、現場のどこに課題があり、どう改善すれ

ば省エネになり、結果的に省マネーにつながるのかをわかりや

すく解説している。

A5判 200頁 定価(2,000円+税)1311 978-4-274-50474-7

エコカーの技術と未来
―電気自動車・ハイブリッドカー・新燃料車―

石川憲二 著

環境志向の高まり、化石燃料の枯渇などにより、従来の自動車

産業は転換を迫られている。エコカーとして先行したのはハイ

ブリッドカー。しかし、エコカーの本命は他のシステムあると

いう声も多い。この本では、なぜハイブリッドカーが市場を獲

得できたのか？そして今後、技術における理想論と社会のニー

ズから生まれる新しいエコカーと社会の姿を探る。四六判 192頁 定価(1,600円+税)1002 978-4-274-06791-4

新エネ・省エネの経済的導入法
―事例に学ぶ計画と評価―

牛山 泉 監修

高仲日出男 代表執筆

株式会社エネルギー環境技術総合研究所 編集協力

環境問題への対応策として、省エネルギー手法や新エネルギー

技術をいかに経済的かつ効果的に導入するかが問われている。

本書は、各種の新エネ・省エネモデルプランを取り上げ、経済

的導入方法を実践的に解説する参考書。新エネルギー導入プラ

ン、省エネルギー導入プランを、実例または設計事例をもとに

モデル化し、計画から評価までを実践的に解説した。B5判 296頁 定価(5,000円+税)0912 978-4-274-20812-6

省エネ対策の考え方・進め方

高田秋一
堀川武廣 共著

本書は、京都議定書時代の今日的観点で、ビル管理実務者が、

オフィスビルや工場ですぐに実践できる省エネルギー手法のノ

ウハウについて、基本的な考え方と具体的な進め方の両面をわ

かりやすく、かつ実践的に解説する実務書。

A5判 216頁 定価(2,800円+税)0709 978-4-274-20449-4

エコ電気自動車のしくみと製作

日本太陽エネルギー学会 編

今日のエコ電気自動車のしくみや、エコ電気自動車レースをや

さしく紹介・解説。エコ電気自動車について、原則として見開

き2頁区切りの完結的解説方式により、専門的な知識を持って

いなくても理解できるレベルで平易に解説している。なお、燃

料電池車やソーラーカーについてもそれぞれ独立した章を設け

具体的に解説している。A5判 192頁 定価(2,400円+税)0609 978-4-274-20291-9

現場からの電気事故・ヒヤリハット報告
―経験から学ぶ電気管理の極意―

公益社団法人東京電気管理技術者協会 編

波及事故に至らない電気事故、ヒヤリハット情報および波及事

故例を集めるとともに、その原因や防止対策を解説。波及事故

撲滅の一助を為すのみならず、電気管理技術者にとって利用で

きる優位な情報の宝庫となる一冊。

A5判 232頁 定価(3,200円+税)1704 978-4-274-22026-5

電工男子

電気と工事編集部 編

電気工事の仕事ってどんな仕事？二種電工受験者等が具体的な

職業イメージを持つために、実際の現場で活躍するイケメン電

工男子をフィーチャー。得意とする分野によって仕事の内容は

千差万別。キャリア設計とともに業務について多面的に考察す

ることができる内容。プロとしての自覚と誇りをもって活躍す

る彼らのきっと虜になるはず。A5判 144頁 定価(1,400円+税)1611 978-4-274-50633-8

現場がわかる！

電気工事現場代理人入門
―香取君と学ぶ施工管理のポイント―

志村 満 著

大きな建物の電気工事に必ず必要になる現場代理人。その仕事

はいったいどのようなものかを新人現場代理人香取君の視点で

解説。現場に即した内容なので、現場代理人に関わる業務につ

いて包括的に理解ができる。

B5判 144頁 定価(1,700円+税)1609 978-4-274-50631-4
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現場技術者のための 図解

電気の基礎知識早わかり

大浜庄司 著

電気の実務を初めて学習しようと志す人のために、基礎から実

務に役立つ知識を絵ときで、やさしく解説した入門書。1ペー

ジごとにテーマを設定し、学習の要点を明確にしている。ま

た、実際の部品、機器、設備などを見たことがない人のため

に、臨場感のある立体図で示している。

A5判 208頁 定価(2,400円+税)1110 978-4-274-50341-2

現場エンジニアが読む

電気スキルアップ読本

林 正雄 著

工場、ビルなどの現場で電気の知識を必要とする方を対象に、電
気の実務・知識を解説する書籍の第3弾。現場の電気技術・知識
を中心に、より深く、幅広く取り上げ、エンジニアの電気の知識の
スキルアップが図れるよう構成した。
〔目次〕電気の流れを探る／正弦波交流の秘密／接地と絶縁の
知識／電気機器の発熱と定格／三相交流モータの原理と特性／
他A5判 220頁 定価(2,700円+税)1107 978-4-274-21051-8

現場技術者のための

電気Q&A

石井理仁 著

電気設備の現場トラブル事例の対処のしかたや現場技術者へノ

ウハウを、Q＆A形式で平易にまとめ、電気計算に必要な数学

をかみくだいて収録しています。ロングセラー「ビギナーのた

めの電気Q＆A」の姉妹書。

B5判 152頁 定価(2,000円+税)0907 978-4-274-50236-1

現場エンジニアのための

電気の実務がわかる本

林 正雄 著

工場、ビル等で電気の知識・実務を必要とする方に向けた書籍

として、より現場・現物に近づけたテーマを選定し、現場実務

で役立つ電気の知識、技術・技能、データを提供。また、現場

のナマの情報を解説部に適宜取り入れることで、臨場感を深め

る内容となっている。イラスト・図面を豊富に用いて、無理な

く読みこなすことができる。A5判 220頁 定価(2,700円+税)0812 978-4-274-20643-6

現場エンジニアが読む

電気の本

林 正雄 著

工場や様々な生産現場で実務に携わっているエンジニアには、

専門分野には強いが、電気は門外漢ということが少なくない。

そこで本書は、このような現場エンジニアが直面する電気に係

わる疑問や問題点について、豊富なイラストや図を用い、Q＆

A方式でやさしく解説している。

A5判 216頁 定価(2,700円+税)0706 978-4-274-20414-2

現場技術者のための

電気計算技法 負荷設備

石井義久 編

電気技術者が現場で直面する技術的な問題、とくに電気計算が

必要な場面について、さまざまなケースの想定のもと、かつ、

著者らの経験を活かし、詳解する現場技術者のための実務書シ

リーズの一冊。本書では、負荷設備を単相3線式、三相3線式な

どにつなぐ際の計算事例、また、照明設備の照度計算など現場

の事例に沿って、詳解に記述するもの。A5判 158頁 定価(2,400円+税)1009 978-4-274-20918-5

現場技術者のための

電気計算技法 予備電源設備

石井義久 編

電気技術者が直面する技術的な問題、とくに電気計算が必要な

場面について、さまざまなケースを想定のもと、かつ、筆者ら

の経験を活かし、詳解する現場技術者のための実務書。この巻

では、燃料電池発電設備、風力発電設備、太陽光発電システム

等の理論計算から非常用発電機の容量計算など予備電源設備関

連の計算について解説している。A5判 176頁 定価(2,400円+税)1007 978-4-274-20888-1

現場技術者のための

電気計算技法 機器と測定

石井義久 編

電気技術者が現場で直面する技術的な問題、とくに電気計算が

必要な場面について、さまざまなケースを想定のもと、かつ、

著者らの経験を活かし、詳解する現場技術者のための実務書。

この巻では、受変電設備で取り上げきれなかった変圧器に関す

る計算手法、および測定関連の計算手法について、解説してい

る。A5判 160頁 定価(2,400円+税)0910 978-4-274-20779-2

現場技術者のための

電気計算技法 受変電設備①

石井義久 編

電気技術者が現場で直面する技術的な問題、とくに電気計算が

必要な場面について、さまざまなケースの想定のもと、かつ、

著者らの経験を活かし、詳解する現場技術者のための実務書。

この巻では、受変電設備に関わる8つの事例を取り上げ、計算

のための予備知識から実際に行うべき計算まで、ていねいに記

述している。A5判 196頁 定価(2,400円+税)0906 978-4-274-20727-3

現場技術者のための

電気計算技法 受変電設備②

石井義久 編

電気技術者が現場で直面する技術的な問題、とくに電気計算が

必要な場面について、さまざまなケースの想定のもと、かつ、

著者らの経験を活かし、詳解する現場技術者のための実務書。

この巻では、受変電設備に関わる8つの事例を取り上げ、計算

のための予備知識から実際に行うべき計算まで、ていねいに記

述している。A5判 176頁 定価(2,400円+税)0907 978-4-274-20739-6
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続・電気技術者のための失敗100選
―対策編―

大嶋輝夫 著

著者の経験等に基づいた事例を示しながら、トラブル回避のた

めの現場指南を具体的に解説し、また、失敗の教訓として学ん

だ基本的事項および対策について、現場実践の浅い若手電気技

術者がトラブルや危険を侵さないよう、トラブル回避のための

現場指南を具体的に示している。電気設備の現場の新人・若手

技術者の必読の書。A5判 192頁 定価(2,200円+税)1710 978-4-274-50674-1

SPD・避雷器と耐雷トランスを用いた雷保護
山本和男

酒井志郎

柳川俊一

山田康春 共著

地域により異なる雷性状の基本的解説はもとより、個々の設備

の機能、配線の状況により影響される雷サージに対する避雷

器・SPD、およびLITの設計・施工について、基礎から応用ま

でを包括的に解説。現代の雷害対策の基本事項と今後の技術動

向が理解でき、雷サージ対策に現在苦慮している技術者等に役

立つ内容。A5判 192頁 定価(2,500円+税)1506 978-4-274-50563-8

自家用電気技術者奮闘記

木塚正明 著

月刊誌「新電気」で1998〜2002年の4年間連載していた「快刀

乱麻 電気技術者のダイアリー」を再編成し、書籍化した。電

気技術者である著者が実際の仕事現場で直面した事故やトラブ

ル等について、体験談をベースに解説。実務者納得の一冊。

A5判 184頁 定価(2,300円+税)1411 978-4-274-50527-0

絵とき

自家用電気技術者実務読本
（第5版）

大浜庄司 著

本書は、自家用電気設備で働く電気管理技術者のために、受電

設備のメカニズムから、試験・検査・保守・点検などのノウハ

ウについて、電気設備のイラストを交えてやさしく解説してい

る。法令や規格を最新のものに対応し、実務で必要となる内容

の見直し、補強を図っている。

A5判 250頁 定価(2,800円+税)1411 978-4-274-50523-2

絵とき

電気設備の保守と試験
（改訂3版）

Z山孝明
名倉正勝 共著

自家用電気設備を保守・管理する技術者は、停電や波及事故な

どを未然に防止し、電気設備を安全に稼働させることが重要で

ある。本書は、電気設備の保守・点検、現場での測定・試験お

よびトラブル事例について、豊富に写真や図絵を掲載してやさ

しく解説。基礎的な事項が理解できると同時に、実務的な知識

も習得できる現場実務書である。B5判 296頁 定価(3,200円+税)1310 978-4-274-50472-3

電気管理技術者必携
（第8版）

公益社団法人東京電気管理技術者協会 編

本書は、1985年初版発行以来、第8版目となる電気管理技術者

を対象とした自家用電気設備の保安確保のための書籍。近年の

法令改正への対応や最新の技術を盛り込んだ内容。最新の内容

を盛り込むため、第7版の目次・内容ともに加筆・修正を行い、

自家用電気設備の保安管理を行う電気管理技術者必携の一冊と

なっている。A5判 560頁 定価(5,700円+税)1308 978-4-274-21428-8

完全図解

自家用電気設備の実務と保守早わかり

大浜庄司 著

自家用受電設備を構成する機器の役割とその保守・点検、定期

点検時に行われる各種の試験・測定方法、自家発電設備の保

守・点検方法など、自家用受電設備のメンテナンスを行うため

の基礎知識と実務知識について、初級の技術者にも容易に理解

できるよう解説。また電動機の基礎知識と実務知識について

も、やさしく解説した2色刷の実務入門書。A5判 230頁 定価(2,700円+税)1307 978-4-274-50453-2

マンガで学ぶ

自家用電気設備の基礎知識

大浜庄司 著

大浜庄司氏が長年にわたり執筆してきた1ページ6コママンガシ

リーズの集大成。自家用電気設備について、初学者が気軽に基

礎知識を学べるよう、特に重要なポイントについて解説したマ

ンガを厳選して収録した。

A5判 132頁 定価(2,000円+税)1307 978-4-274-50461-7

絵とき

自家用電気技術者実務知識早わかり
（改訂2版）

大浜庄司 著

自家用電気施設で働く電気技術者のために、受変電設備の管理

ノウハウを絵とき解説したマニュアル。初心者からベテランま

で十分満足できる現場実務書で、最新法令にあわせた改訂版。

〔目次〕自家用電気設備のメカニズム／自家用高圧受電設備の

保守・点検／電動機設備のメカニズム／自家用高圧受電設備の

試験と検査／自家用高圧受電設備の保守・点検A5判 280頁 定価(2,800円+税)1302 978-4-274-50438-9

写真でトライ

自家用電気設備の定期点検
（改訂2版）

関東電気保安協会 監修

河野忠男

森田 潔 共著

電気技術者は定期点検などを行って電気設備の保安を確保して

いる。本書は、定期点検に的を絞り、点検に必要な計測器や試

験器、点検用具、工具の種類と使い方をはじめ、作業者の安全

を守る絶縁用保護具・防具、危険標識の使用方法、停電操作、

各種の点検作業、復電操作までの一連の作業について約600枚

の写真を使用し簡潔にまとめた。B5判 240頁 定価(2,300円+税)1205 978-4-274-50399-3
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電気管理技術者の絵とき実務入門
（改訂4版）

大浜庄司
安藤 治 共著

本書は、受変電設備の計画をはじめとして、設備構成とその機

能、保安体制のあり方、定期点検時の手順と点検・試験の実際

などについて、イラストと図でやさしく、かつ系統的に解説す

る。電気設備技術基準や解釈、内線規程、高圧受電設備規程な

どの実務で必要な関係法令を関連箇所に収録し初級技術者にも

容易に理解できるように構成した。B5判 272頁 定価(2,800円+税)1204 978-4-274-50403-7

電気技術者のための失敗100選

大島輝夫 著

電気設備の現場で発生した失敗やトラブルに学ぶ実務書。工場

やビルなどの自家用電気設備、及び配電などの電力供給設備で

の失敗やトラブルを100例挙げ、異常現象の発生から始まり、

その原因調査と探索、原因を突きとめた後の対応・対策、最後

にトラブル・失敗から得た教訓の順に解説している。電気設備

の現場の新人・若手技術者の必読の書。A5判 280頁 定価(2,400円+税)1004 978-4-274-50255-2

カラー版

自家用電気設備の保守・管理 よくわかる測定実務

田沼和夫 著

自家用電気設備の保守・管理を行う電気技術者を対象に、自家

用電気設備の保守・管理の現場で使用する基本的な測定器や便

利な測定器を取り上げ、その測定原理から取扱い方法、測定上

の注意点などを具体的に説明。また、測定のポイントや注意点

が理解しやすいように、写真や図表を多く掲載し、理解を促

す。A5判 224頁 定価(2,600円+税)1511 978-4-274-50592-8

写真でトライ

自家用電気設備の測定・試験実務
関東電気保安協会 監修

河野忠男

森田 潔 共著

自家用電気設備の保安、維持のために、受変電設備で使用され

ているケーブルや機器などの測定・試験を定期的に行い、劣化

の有無や故障診断を行う必要がある。本書は、絶縁抵抗測定や

接地抵抗測定、保護継電器試験など、電気設備を点検する際の

測定・試験の実務作業、測定器の使い方を約450枚の写真で解

説している。B5判 208頁 定価(2,000円+税)0711 978-4-274-50160-9

無停電電源システム実務読本

松﨑 薫 著

瞬時の停電も許されないデータセンターや工場における無停電

電源システム（UPS）の需要が国内外で急増している。本書

は、UPSのユーザーや、メーカーの設計技術者、および管理・

運用・サービスに携わる技術者向けに無停電電源システムの技

術と実務を徹底解説。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)0711 978-4-274-20482-1

電気設備のトラブルレスキュー

森下正志 著

雑誌『新電気』の人気連載企画「私の現場記録」を加筆・修正

し、トラブルの発生源＝電気設備ごとにまとめた保守管理のハ

ウツー書籍。ベテラン技術者の著者自ら体験した現場即応ノウ

ハウを生かし、原因究明から対処法、再発防止策まで、トラブ

ルレスキューのプロセスを詳細に解説。トラブルを未然に防ぐ

方法が満載。B5判 288頁 定価(3,200円+税)1511 978-4-274-50594-2

電気設備トラブルと保守・管理

小原幸雄 著

工場やビルのエネルギー供給現場では、トラブル予知の方法は

手探り状態となる場合が多い。本書は、筆者が経験した事故・

トラブル事例を記述しているが、この事例をきっかけに他施設

での危険予知につながっていくことを願い、筆者が経験したミ

ストラブル事例を、現場技術者共通の財産に役立てて設備と人

の安全・安心に寄与する書である。B5判 168頁 定価(2,000円+税)0611 978-4-274-50085-5

電気設備トラブル対策

森下正志 著

製造工場、ビルの受変電設備・機器は、時として不具合（トラ
ブル、事故等）を生じる。それらは、教科書や参考書には出て
いない事態がほとんどである。現場技術者は、不測の事態に対
処するわけであるが、それには現場での経験と技術が必要とさ
れる。電気現場一筋に仕事をしてきた著者が、トラブルをどの
ように解決し、さらにトラブルを未然に防ぐかを事例ごとに集
大成したもの。B5判 340頁 定価(3,200円+税)0605 978-4-274-50071-8

絵とき

電気設備の管理入門

大浜庄司 著

自家用電気工作物を管理・運用するには、電気設備技術の知識

とともに、保守マネジメントの把握が大切である。本書は、自

家用電気設備の設計、検査、試験、保守、点検などを管理する

手法について、その考え方や手続き、関連法規などを絵ときで

解説し、平易にまとめている。

A5判 184頁 定価(2,500円+税)0511 978-4-274-50056-5

実務に役立つ

自家用電気設備の制御

中島廣一 著

電気主任技術者、電気設備管理技術者の方々が、電気設備を効

率的・高信頼性により管理運営するために必要な、自家用電気

設備における監視制御技術、インタロック制御方式、自動制御

技術（常用／予備切換、停電時制御、力率制御等）、保護技術

および電動機制御技術などの最新技術について、図を多用し、

わかりやすく解説。A5判 216頁 定価(2,800円+税)0410 978-4-274-03633-0
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絵とき

電気設備の現場試験・測定テクニック
（改訂4版）

竹内則春
熊谷文宏 共著

大型発電設備からビル、自家用の電気工作物まで、様々な電気

設備の工事・運転・保守に関わる計測を紹介。今回の改定4版

にあたっては、新たに太陽光発電システムに関わる計測など最

新の機器も紹介し、さらに網羅性を高めた内容。

B5判 176頁 定価(3,000円+税)1711 978-4-274-50598-0

電気工事 現場チェックの勘どころ
ポケットハンドBOOK

株式会社きんでん 編

株式会社きんでんの現場代理人による長年の現場ノウハウをポ

ケット版とコンパクトにまとめた。初めて工事を取りまとめる

時も携行しておけば、現場で休み時間、通勤時間・・・とどこ

ででもチェックが可能。一つ上の技術を素早く身に着けること

ができる。現場代理人初心者が、必ず“身に着けておきたい”一

冊。B6変判 146頁 定価(1,700円+税)1504 978-4-274-50558-4

考え方・まとめ方

屋内配線設計
（改訂2版）

牧野俊亮 編

中規模のビル程度の建築物に敷設する、照明・空調などの動

力、防災、情報通信などの屋内配線設計について、基本的な考

え方と設計図の具体的なかき方・まとめ方をやさしくまとめ

た。LED照明や情報通信設備など、最新の技術の進展につい

ても盛り込んだ。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)1409 978-4-274-21628-2

見方・かき方

屋内配線図
（改訂2版）

牧野俊亮 編

配線図の基礎的な知識から、電灯（コンセント）、幹線・動力、

受変電、避雷、情報・通信設備の配線図の見方とかき方をわか

りやすくまとめた技術書。昨今話題となっているLED照明や

情報通信設備などの進展についても盛り込んでおり、これから

の電気技術者にとって必要となる内容にすべく刷新。

A5判 190頁 定価(2,500円+税)1409 978-4-274-21640-4

現場がわかる！

電気工事入門
―電太と学ぶ初歩の初歩―

電気と工事編集部 編

電気工事士は、最近話題のスマートグリッドや節電対策、電気

自動車、再生可能エネルギーなどにも関連し、その資格受験者

も増えている。この本では、電気工事士初心者の電太君の目を

通して、現場での実際の電気工事を紹介している。

B5判 144頁 定価(1,500円+税)1111 978-4-274-50364-1

情報ネットワーク施工実務マニュアル

NPO法人高度情報通信推進協議会 監修
菊池拓男 著

情報通信の利用拡大に伴い、一般家庭からオフィスに至るまで

情報ネットワーク施工は一般化してきている。しかし、その施

工技術への現場での対応は十分には進んでいない。それら情報

ネットワーク施工を解説する決定版。情報ネットワーク施工の

資格INIPの公式テキスト。

B5判 224頁 定価(2,700円+税)1110 978-4-274-50233-0

絵でわかる

ビル電気工事のしごと
―はじめての現場―

財団法人 電気工事技術講習センター 著

資格を取得し、これから実務に就こうとしている電気工事士を

対象に、どのような段取りで、どのようなことに注意して工事

を進めればよいかを解説した実務入門書。仕事の実際を豊富な

写真・図により、建設工事の進行に合わせて解説する。

〔目次〕ビル建築現場の「ようす」／ビル建築現場における電

気工事士の実務／ビル建築現場における安全／他B5判 192頁 定価(2,700円+税)1101 978-4-274-20971-0

絵とき

電気設備工事技術百科

鳥原 大 編

建築物、工場等施設の大規模化に伴い、その電気設備も高度

化・大容量化され、多様化している。電気設備工事技術者は、

こうした傾向に対応すると共に、工事物件の圧倒的多数を占め

る中小規模の施設の電気設備工事にも対応しなければならな

い。本書は、電気設備工事の新旧の技術、基本・応用技術をお

りまぜて100項目余をとり上げて解説している。A5判 234頁 定価(2,400円+税)0307 978-4-274-94328-7

図解

屋内電気工事早わかり
柴崎成一
川藤 勲
山本幸夫 共著

電気工事に従事するためには、正しい各種電気工事の基本作業

を身につけることが必要とされる。本書は、電気工事会社の新

入社員や電気工事士をめざす方を主読者対象に、屋内配線図の

見方から各種電気工事の基本作業など電気工事の基本となる事

項を取り上げ、それぞれの内容ごとに、数値や図、表などの資

料および具体例を示している。A5判 120頁 定価(1,800円+税)0209 978-4-274-03579-1

住まいの屋内配線設計入門
（改訂3版）

遠藤雄次 著

屋内配線設計・施工の最も基本となる照明・コンセントや電

話・TV等も含めた屋内配線設計について、内線規程やJIS、屋

内配線器具・材料、照明器具等の電気的知識を踏まえた上で、

配線設計図を完成するまでの過程を解説。また、電力会社への

電気使用申込手続きと電気料金の算定の仕方や、JIS C 0303：

構内電気設備の配線用図記号も掲載。B5判 168頁 定価(2,400円+税)0104 978-4-274-94268-6
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電気設備工事積算・見積の実務

西森紀一
清家 薫 共著

積算を経て見積書を提出するまでの作業が積算・見積である

が、電気設備の資材の知識から工事の現場実務までの知識を持

たないとできない仕事でもある。前編で積算・見積の基本的な

解説にあて、後編では具体的な建築設備（マンション）を例

に、配線設計図から積算して、見積書を作成するまでの一連の

作業をマンガでやさしく解説。A5判 148頁 定価(1,800円+税)9902 978-4-274-94200-6

絵とき

電気設備の設計・施工実務早わかり

田尻陸夫 著

建築電気設備の設計・施工・維持管理の実務ポイントを初心者

のために絵とき解説した実務入門書。

〔目次〕電気設備設計図の作り方／建築電気設備の実務計算／

建築電気設備図例集

B5判 208頁 定価(2,400円+税)9802 978-4-274-94173-3

ハンディブック電子
（改訂2版）

藤井信生 監修

初学者でもエレクトロニクスの基礎から実際まで体系的に理解

できるよう、項目ごとの読み切りスタイルで好評を得ていた

が、昨今の進歩の著しいエレクトロニクス技術が、なるべくや

さしく、読み取れることを念頭にまとめた。したがって、図や

コラムなどを多用すると共に、内容の見直し、刷新を行い発行

したものである。A5判 560頁 定価(3,800円+税)0601 978-4-274-20182-0

エレクトロニクス用語事典
（改訂4版）

オーム社 編

エレクトロニクス関連技術の進歩と周辺技術への応用は、ます

ます加速化・多様化しており、技術者にとって技術用語を正し

く理解していることは必須条件である。収録用語の範囲は、電

子回路、電子デバイス、通信・放送・AV、電子応用の分野を

メインとし、初学者にも容易に理解できるように、平易かつ簡

明に解説。英和索引付き。A5判 504頁 定価(4,900円+税)0211 978-4-274-03586-9

試験によく出る

電子・通信重要公式マスターブック

オーム社 編

電子・通信の分野では電気回路や電気磁気など電気工学の基礎

から電子回路、情報工学、通信工学まで、覚えておかなければ

ならない公式が多数ある。各種資格試験、検定試験、就職試験

を受ける際や日常の学習など、電子・通信を学ぶうえでその使

い方に習熟しておかなければならない重要公式を精選し、ハン

ディなスタイルで解説。B6判 172頁 定価(1,800円+税)0204 978-4-274-03573-9

図解

EMC用語早わかり
不要電波対策問題協議会 編

末武国弘

杉浦 行 監修

基本現象、基本回路などの用語解説の体裁をとりつつ、EMC

に関する基本的知識が得られ、その本質が理解できるようにま

とめたユニークな入門書。

〔目次〕電磁環境とEMC／電磁現象／電源／妨害波測定／イミ

ュニティ測定／無線機器／各種機器／対策・その他／EMC関

連組織A5判 288頁 定価(2,500円+税)9911 978-4-274-03528-9

日本が生んだ世界的発明

酸化亜鉛バリスタ
松岡道雄 編

松岡道雄・細川 武

沖中秀行・江田和生 共著

今日、民生・産業から電力に至る全分野で異常電圧対策のキー

デバイスとして不動の地位を確立している酸化亜鉛バリスタ

（ZNR）について、その製品実用化40年を機に、この間の技術

の変遷を振り返ると共に、基礎から応用に至るまでをまとめ

た。世界を変えた日本のオリジナル技術「ZNR」の開発に直

接携わったエンジニアが自ら平易に解説するもの。A5判 184頁 定価(3,300円+税)0911 978-4-274-20806-5

電気通信物語
―通信ネットワークを変えてきたもの―

城水元次郎 著

情報社会のインフラとしての電気通信は、既に200年近い歴史

がある。本書は、2世紀にわたる電気通信の歩みを、社会動向

と関連した進化の流れとしてとらえ、わが国の研究・開発・政

策にかかわった著者がエピソードも交えて紹介したものであ

る。

A5判 334頁 定価(3,500円+税)0405 978-4-274-03628-6

トランジスタ・集積回路の技術史
―人間はどのようにして超LSIを手に入れたか―

久保脩治 著

〔目次〕半導体の黎明期／トランジスタの発明／ゲルマニウム

トランジスタ時代／プレーナ形トランジスタへの道／バイポー

ラトランジスタ以外のデバイス／1950年代の半導体産業／わが

国における半導体の初期／集積回路の誕生／バイポーラ集積回

路の立上り／集積回路が与えたインパクト／黒船の来航とわが

国の対応／MOS形トランジスタの誕生／他A5判 216頁 定価(3,000円+税)8907 978-4-274-03251-6

電子工学概論
―集積回路化時代の―

藤井信生 著

本書は、電気電子・情報通信系学科の大学学部で共通課目「電

気・電子工学概論」の教科書。電気系以外を専門としている人

にとっても、基本的な知識が身につくように編集した。図版を

多く用いて、また数式の使用を極力避けて物理的な意味の把握

に重点をおいて解説されている。

A5判 216頁 定価(2,700円+税)1409 978-4-274-21616-9
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実習

電子技術
磯上辰雄

青木正彦

小杉哲也

武田鎮一 共著

平成26年度から実施される高等学校新学習指導要領に準拠した

教科「工業」、科目「電子技術」に対応した実習書。教育現場

において、最重要かつ最低限おさえておかなければならない実

習項目を厳選している。昨今の高校生の学力レベルに対応し

て、基礎的・基本的な事項の理解を深められるようわかりやす

く内容構成を工夫した実習書である。B5判 152頁 定価(1,500円+税)1312 978-4-274-21484-4

実習

新しい電子技術
小市直人
磯上辰雄
青木正彦 他著

2003年度（平成15年度）より新学習指導要領に基づく履修が始

まった。本書は、文部科学省検定済教科書・工業076「新しい

電子技術」と対になる実験実習書となっている。わかりやす

く・つかいやすい実験実習書をめざし、内容の精選と共に実体

配線図を盛り込んだ。

B5判 156頁 定価(1,500円+税)0402 978-4-274-13298-8

セラミックコンデンサの基礎と応用

株式会社村田製作所 編

〔目次〕コンデンサとは／セラミックコンデンサとは／チップ

積層セラミックコンデンサ／チップ積層セラミックコンデンサ

の実装／リード付きセラミックコンデンサ／セラミックトリマ

コンデンサ／セラミックコンデンサの信頼性／セラミックコン

デンサの用途／セラミックコンデンサと非セラミックコンデン

サ／他A5判 350頁 定価(3,300円+税)0311 978-4-274-03617-0

なるほどナットク！

デジタルがわかる本

吉本久泰 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。情報の

デジタル化をはじめ、デジタルなしでは人々の生活が成り立た

たない状況もある。本書は、なぜ、デジタルなのか、デジタル

の特徴、また、デジタルの応用分野などについて、わかりやす

く解説。B6判 224頁 定価(1,200円+税)0011 978-4-274-03543-2

初めて学ぶ

電子機械入門早わかり

新電気編集部 編

高校の電気科・電子科および電子機械科で学ぶ電子基礎、電子

回路、電子制御の教科書に準拠した電子機械制御の入門書であ

る。初めにディジタル制御の基礎知識を学び、次に、やさしい

マイコン制御の基礎がマスターできるように基本回路を絵とき

解説している。また、パソコン制御を応用したやさしい基本回

路を絵とき解説。B5判 152頁 定価(1,800円+税)0001 978-4-274-94224-2

考え方・解き方

電子技術
小市直人
磯上辰雄
山本 誠 他著

初めて電子回路を学ぶ方々を対象とした電子技術の演習書。各

章の重要事項のまとめ方を示し、次いで例題とその考え方・解

き方を記述し、さらに演習として問題とその考え方（ヒント）

を示し、積極的に問題にチャレンジできる。

〔目次〕半導体素子／電源回路／増幅回路／発振回路／論理回

路／通信A5判 132頁 定価(900円+税)9706 978-4-274-13100-4

OHM大学テキスト

固体物性工学

沼居貴陽 編著

〔目次〕固体物性工学を学ぶための基礎／結晶構造と結晶の結

合／格子振動と弾性／エネルギーバンド(1)自由電子近似／エ

ネルギーバンド(2)強結合近似／金属／半導体(1) 電気伝導／

半導体(2) ドーピング／半導体(3) pn接合／誘電体(1) 誘電率

と分極率／誘電体(2) 分極の種類と誘電分散／誘電体(3) 強誘

電体／などA5判 198頁 定価(2,600円+税)1210 978-4-274-21276-5

基本を学ぶ

電気電子物性

岩本光正 著

電気・電子・情報系の大学学部向け2単位用のテキストシリー

ズの一巻。主に工学部電気・電子・情報系学科の教科書とし

て、電気電子物性で扱う物質を金属、半導体、絶縁体、誘電

体、磁性体に分類し、物質の物性を理解するための基礎にふれ

た後、それぞれの個別の物質について解説している。

A5判 182頁 定価(2,500円+税)1110 978-4-274-21096-9

新インターユニバーシティ

固体電子物性

若原昭浩 編著

現インターユニバーシティシリーズを現在の大学の講義の内

容・実態に合わせて発展させるもの。量子物理の知識を前提と

して、半導体工学につながる、原子・分子の結合・配列、固体

の結晶構造、結晶と波動の関係などの基本理論をわかりやすく

解説。章末にはまとめと演習問題が充実。

A5判 152頁 定価(2,300円+税)0910 978-4-274-20781-5

電子物性の基礎
Peter Grosse 著
金原 粲 監訳
水橋 衞 訳

〔目次〕はじめに／絶縁体・半導体・金属の比較／単原子の分

極率と自由電子の生成／ドールデ・ローレンツモデル／直流伝

導度、B＝0／特性衝突時間／直流伝導度、B≠0／温度・密度

勾配の電流への影響／動的伝導度／固体中の電磁波の伝播／導

体の光学的特性／伝導体の磁気光学特性／電子−フォノンカッ

プリングA5判 296頁 定価(6,408円+税)9312 978-4-274-12958-2
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大気圧プラズマ
基礎と応用

日本学術振興会プラズマ材料科学第153委員会 編

大気圧プラズマは、表面処理や環境応用などへ技術が広く展開

されている。応用が広がっている大気圧プラズマについて、研

究・開発の現場においてよりどころとなっている物理化学的な

基礎を記述するとともに、大気圧故の困難性とその克服事例

や、大気圧プラズマの特長を生かした応用例を紹介。この分野

の素養が身につけられる。A5判 432頁 定価(6,800円+税)0909 978-4-274-20760-0

マイクロプラズマ
基礎と応用

橘 邦英

石井彰三

寺嶋和夫

白藤 立 編著

マイクロプラズマは、必要な場所に必要な性質のプラズマを生

成させようというもので、材料プロセスや化学分析・センサ、

プラズマディスプレイ、環境やバイオ・医療など、幅広く応用

が期待されている。本書は、学生や研究者・技術者の教科書と

なるよう、マイクロプラズマの科学と技術を、基礎から応用ま

で体系的に解説。A5判 274頁 定価(4,500円+税)0904 978-4-274-20703-7

EE Text

放電プラズマ工学

行村 健 編著

プラズマがどのように応用されているかを知るとともに、プラ

ズマの基礎を理解し、それぞれの応用の中で利用されるプラズ

マの性質を効果的に発生させる方法を学ぶことを目的としてい

る。章末の演習問題など充実し、教科書として利用しやすい構

成。

B5判 248頁 定価(3,200円+税)0804 978-4-274-20526-2

プラズマイオンプロセスとその応用

電気学会・プラズマイオン高度利用プロセス調査専門委員会 編

プラズマ中に素材を置き表面改質を行うプラズマイオンプロセ

ス法は半導体への応用技術においてその重要度を増してきてい

る。本書では、プラズマイオンプロセス法にかかわるプラズマ

技術、イオン運動の物理、プロセスに求められる条件から、機

能性薄膜の形成や半導体への応用技術まで幅広く解説する。

A5判 296頁 定価(4,900円+税)0510 978-4-274-20123-3

マイクロ波プラズマの技術

電気学会・マイクロ波プラズマ調査専門委員会 編

マイクロ波帯のプラズマ生成と制御の技術を基礎から解説する

とともに、各種応用のための技術や事例を解説。

〔目次〕プラズマ生成入門／マイクロ波帯のプラズマの発展と

特色／マイクロ波帯のプラズマ生成の考え方／プラズマ維持の

モデリングとシミュレーション／マイクロ波帯プラズマの実際

と応用／他A5判 270頁 定価(4,900円+税)0309 978-4-274-19710-9

インターユニバーシティ

プラズマエレクトロニクス

菅井秀郎 編著

プラズマエレクトロニクスを学ぶうえで必要な基礎的な知識に

ついて半期2単位のセメスタ制のカリキュラムにあったボリュ

ームと、わかりやすい解説により編集。

〔目次〕プラズマエレクトロニクスの学び方／プラズマをミク

ロに見よう／プラズマをマクロに見よう／プラズマが生まれる

まで／プラズマの作り方Ⅰ−直流電流−／他A5判 166頁 定価(2,300円+税)0008 978-4-274-13210-0

OHM大学テキスト

量子物理

森 伸也 編著

〔目次〕シュレディンガー方程式／交換関係と不確定性原理／

井戸型ポテンシャル／調和振動子と格子振動／トンネル効果／

ハイゼンベルグ方程式／摂動論・変分法／静電場・静磁場／角

運動量と電子スピン／原子・分子／同種粒子系／バンド理論／

固体電子論／電子輸送／電子と光の相互作用

A5判 216頁 定価(2,600円+税)1211 978-4-274-21289-5

量子電子工学

西原 浩 監修
栖原敏明 著

量子電子工学の概念から最先端の量子デバイスの基礎理論まで

を、効率よく学べるコンパクトにまとめた教科書。

〔目次〕量子力学の基礎的事項／量子波のゲージ理論／電磁界

の量子論の基礎／光と電子の相互作用／半導体レーザの基礎理

論／量子井戸構造の基礎と応用／非線形光学の基礎／光波の量

子状態の制御A5判 240頁 定価(3,398円+税)9411 978-4-274-12981-0

先端固体レーザー

社団法人レーザー学会 編

1980年代から急速に発展した固体レーザーは工業、医療などさ

まざまな分野で応用されており、今後もさらなる発展が期待さ

れている。本書は、固体レーザーの原理から材料、装置、各種

基礎技術、そしてレーザー学会が特に重点領域と位置づけるレ

ーザー加工、医用レーザー、レーザー核融合の三分野における

最新の応用技術についてまとめた一冊。A5判 524頁 定価(9,500円+税)1112 978-4-274-21124-9

らくらく図解

光とレーザー

陳 軍
山本将史 共著

本書は光とレーザーについて図面を多用しながらていねいに解

説。重要な部分は端折ることなく、一定程度は数式を使いなが

ら説明する。光とレーザーをキーワードにし、光の不思議・面

白い現象を光の性質・本質から謎解きし、光やレーザーの応用

技術も解説する。

A5判 256頁 定価(1,900円+税)0612 978-4-274-06668-9
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レーザーハンドブック
（第2版）

レーザー学会 編

この20年間のレーザーに関する学問、技術の進展には目をみは

るものがあり、レーザーを応用した装置・システムは広く社会

に普及している。そこで、最新の知見とデータを豊富に盛り込

んだ技術者・研究者・学生に真に役立つハンドブックとして、

新たな構想の下で改訂した。

B5判 1,148頁 定価(28,000円+税)0504 978-4-274-20035-9

パワーレーザーの技術

中井貞雄 編著

〔目次〕パワーレーザーの基礎／パワーガスレーザーの基礎技

術／パワー固定レーザーの基礎技術／重工業における・レーザ

ー応用技術／自動車産業におけるレーザー加工技術／土木・建

築におけるレーザー応用技術／半導体産業におけるレーザー応

用技術／電力事業へのレーザー応用技術／レーザー核融合によ

る新エネルギーA5判 276頁 定価(5,500円+税)9910 978-4-274-03524-1

FPGAの原理と構成

天野英晴 編

IoTやビッグデータ、機械学習といった大規模データ処理のニ

ーズ増に伴って、その省電力性と高速な処理速度から注目を集

めているFPGAの基盤技術を解説。FPGAの原理を一通り学ぶ

ことができ、要求されるパフォーマンスへの最適な回路設計を

図ることが可能。応用事例も取り上げているので、商品企画や

研究テーマの検討にも役立つ内容。A5判 306頁 定価(3,600円+税)1604 978-4-274-21864-4

基本からわかる

電子回路講義ノート
渡部英二 監修

工藤嗣友・高橋泰樹

水野文夫・吉見 卓 他共著

本書は、基本的な回路理論および半導体理論の基礎、半導体素

子（ダイオード、トランジスタ）の特性、基本増幅回路、オペ

アンプ回路、負帰還増幅回路など電子回路を学ぶ上で必須の基

本事項について、ポイントを絞ってやさしく丁寧にまとめた教

科書。帰還回路は、従来型のトランジスタ回路ではなくオペア

ンプ回路にて解説し理解を深めることができる。A5判 240頁 定価(2,500円+税)1507 978-4-274-21759-3

6日でマスター！

電子回路の基本66

石井 聡 著

アナログ電子回路の各種回路の動作、特性、実装やディジタル

電子回路の基本原理、ディジタル信号の処理のしくみ、回路設

計やコンピュータとの連動など、アナログおよびディジタル電

子回路の必ず知っておきたい基本的な内容をこの1冊でカバー

する参考書。添付の下敷きを使って、重要なポイントを繰り返

し確認、復習できる内容としている。A5判 280頁 定価(2,600円+税)1306 978-4-274-21393-9

回路シミュレータLTspiceで学ぶ

電子回路

渋谷道雄 著

LTspice（回路シミュレータのフリーソフト）を使って電子回

路を学ぶ。電子回路の理論についても解説する。回路の実例

は、スイッチング電源、オペアンプ、その他の電子回路など。

その中でも、本書はスイッチング電源に重点を置いている。

LTspiceはスイッチング電源に向いており、スイッチング電源

の需要も伸びてきている。B5変判 440頁 定価(3,200円+税)1107 978-4-274-06850-8

マンガでわかる

電子回路
田中賢一 著

高山ヤマ 作画

トレンド・プロ 制作

電子工作でお馴染みのトランジスタラジオ制作を通じて、はじ

めて電子回路を学ぶ方が無理なく確実に学習できるよう構成。

重要な公式が多く登場するが、式の展開を含めて、マンガやイ

ラストを用いて段階的に説明をしているので、苦手意識をもつ

ことなく理解できる。

B5変判 224頁 定価(2,000円+税)0910 978-4-274-06777-8

絵ときでわかる

電子回路
髙橋 寛 監修

福田 務

栗原 豊 他著

電子工学は急速に進歩・発展する科学技術のなかでも、特に技

術を動かす電子頭脳として重要である。本書は、学習の中心と

なる電子回路について、素子や機器などの働きをわかりやすく

図解し、成り立ちや考え方をやさしく学べるようにまとめたも

のである。

A5判 260頁 定価(2,500円+税)0307 978-4-274-03602-6

なるほどナットク！

電子回路がわかる本

飯高成男 監修
宇田川弘 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。電子回

路の主な構成要素と基礎的な知識をはじめ、読者にとって興味

深いと思われる電子工作を盛り込んで解説。高等学校や、専門

学校のテキストとしても、また、一般の方が読んでも素直に

「なっとく」できる内容となっている。B6判 216頁 定価(1,200円+税)0110 978-4-274-03562-3

基礎電子回路演習

雨宮好文 著

〔目次〕電子回路を学ぶまえに／トランジスタによる増幅の原

理／トランジスタの小信号等価回路／増幅回路の入出力抵抗と

整合（信号源・負荷・入力抵抗・出力抵抗／他）／直流バイア

ス回路と安定指数／トランジスタ結合増幅回路／直接結合増幅

回路／CR結合増幅回路

A5判 268頁 定価(2,900円+税)8908 978-4-274-03254-7
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現代

電子回路学〔Ⅰ〕

雨宮好文 著

〔目次〕電子回路を学ぶ前に／トランジスタによる増幅の原理

／トランジスタの小信号等価回路／増幅回路の入出力抵抗と整

合／直流バイアス回路と安定指数／トランス結合増幅回路／直

接結合増幅回路／CR結合増幅回路／同調形増幅回路／負帰還

増幅回路／発振回路／変調回路と復調回路／電源回路／FET

増幅回路A5判 282頁 定価(2,600円+税)7912 978-4-274-12749-6

現代

電子回路学〔Ⅱ〕

雨宮好文 著

〔目次〕パルス回路を学ぶ前に／ダイオード−抵抗回路のレス

ポンス／簡単なCR回路の過渡現象／CR回路のパルスレスポン

ス／ダイオード−CR回路のレスポンス／トランジスタのパル

スレスポンス／フリップフロップ回路／のこぎり波形発生回路

／ブロッキング発振器／ディジタル回路を学ぶ前に／基本ゲー

トの動作と応用／ICゲート／他A5判 270頁 定価(2,800円+税)8010 978-4-274-12750-2

アナログ電子回路の基礎

藤井信生 著

本書はデータベース技術の基礎をわかりやすく解説した教科書

である。実用システムで中心的なリレーショナルデータベース

はもちろん、各種システム化技術やオブジェクト指向データベ

ースシステムについても取り上げている。SQLやODMG標準

の説明は最新の使用に準拠している。DBSのエキスパートを目

指す学生・研究者・技術者に最適である。A5判 208頁 定価(2,500円+税)1409 978-4-274-21608-4

アナログ電子回路
―集積回路化時代の―

藤井信生 著

大学学部、電気電子・情報通信系学科の必修科目「（アナログ）

電子回路」の教科書。具体的数値を含んだ多数の例を交えて、

トランジスタ回路、集積回路の解析設計へとつながることを目

指す教科書。

A5判 268頁 定価(2,700円+税)1408 978-4-274-21612-1

基本を学ぶ

アナログ電子回路

堀田正生
関根かをり 共著

電気・電子・情報系の大学向け2単位用のテキスト。多くの図

面を取り入れてわかりやすく解説。章末の練習問題は基礎的内

容から発展的な内容まで扱っている。本書では半導体の基本原

理、ダイオード・トランジスタ・オペアンプや変復調回路な

ど、現在の電子機器に必要不可欠で電子回路として広く用いら

れている部分を丁寧に解説する。A5判 164頁 定価(2,500円+税)1308 978-4-274-21417-2

OHM大学テキスト

アナログ電子回路

永田 真 編著

電気・電子・通信系の大学学部向け2単位用テキストシリーズ。

電気・電子・通信系学科の必修課目である「（アナログ）電子

回路」の講義用教科書。電気回路の基本的事項のおさらいから

はじめ、ダイオードとトランジスタ、CMOS回路、MOSFET、

差動増幅回路、負帰還回路、発振回路の原理と特性などをわか

りやすく解説する。15章構成。A5判 200頁 定価(2,600円+税)1303 978-4-274-21344-1

教えて？わかった！

アナログ電子回路

小浜輝彦 著

電気・電子・情報系学科の大学学部生向け自習用参考書。単位

取得や大学院入試対策に最適の一冊。

〔目次〕電子回路の基礎／半導体素子／半導体回路の基本解析

法／ダイオード回路／トランジスタ増幅器の基礎／トランジス

タ増幅器の小信号解析／差動増幅器／オペアンプ（演算増幅

器）／発振器／変調・復調回路A5判 206頁 定価(2,600円+税)1202 978-4-274-21171-3

EE Text

アナログ電子回路

高木茂孝 編著

電気・電子・情報系の基礎課目であるアナログ電子回路の教科

書として、増幅回路、発振回路、電力増幅回路、電源回路など

の基本的なアナログ電子回路について解説している。解説や演

習問題では、回路の動作をイメージできるようPSpiceでの回路

シミュレーションを活用している。

B5判 216頁 定価(3,200円+税)1110 978-4-274-21102-7

絵とき

アナログ電子回路の教室

堀 桂太郎 著

「絵とき ディジタル回路の教室」の姉妹編。「アナログ電子回

路」を初めて学ぶ人のための本。重要な基礎事項に焦点を当て

て、イラストや図を多用しながら、教室での学習のように進行

する。ディジタル全盛の昨今だが、アナログの基礎を学ぶこと

は大変重要である。基本回路から実験回路まで、徹底して絵と

きで解説した入門テキスト。B5判 208頁 定価(2,200円+税)1108 978-4-274-50353-5

新インターユニバーシティ

電子回路

岩田 聡 編著

現インターユニバーシティシリーズを現在の大学の講義の内

容・実態に合わせて発展させたもの。主にアナログ電子回路を

対象として、アナログ信号の増幅・発振、等価回路、オペアン

プを主に、信号処理に欠かせない回路の考え方やその働きと原

理を必要最小限の数式を用いて根底からわかりやすく解説して

いる。A5判 168頁 定価(2,300円+税)0812 978-4-274-20633-7
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入門

電子回路（アナログ編）

家村道雄 監修
帆足孝文 他著

電気・電子系学科で必修科目の一つである「電子回路」の教科

書である本書は、特にアナログ回路に関して、電子回路の概念

を図を豊富に用いて解説し、さらに例題・演習問題を多く用意

することで計算・演習を通して基礎学力を補う形で理解が深ま

る。

A5判 264頁 定価(2,800円+税)0611 978-4-274-20317-6

インターユニバーシティ

電子回路A

藤原 修 編著

ビジュアルでわかりやすいアナログ電子回路の新しい教科書。

〔目次〕電子回路Aの学び方／信号とデバイス／回路の働き／

等価回路を使う／小信号を増幅する／電力を増幅する／負帰還

をかける／発振回路の働き／振幅変調回路の働き／周波数変調

回路の働き／オペアンプの考え方／他

A5判 200頁 定価(2,300円+税)9611 978-4-274-13073-1

よくわかる

アナログ電子回路

杉本泰博 著

アナログ電子回路の基本的な考え方や式の導出が順を追って理

解でき、デイジタル技術が進む中、アナログ電子回路に要求さ

れる機能は何かを明らかにしながら解説。

〔目次〕電子回路の基礎／トランジスタとその動作／小信号増

幅回路／IC化オペアンプの回路と特性／負帰還および発振回

路／変復調回路／電源回路と大信号出力回路A5判 188頁 定価(2,700円+税)9502 978-4-274-12995-7

絵とき電子回路シリーズ2

アナログ回路（Ⅰ）

佐野敏一 他著

いろいろな電子回路の構成において、最も基本となる増幅回路

の基礎知識とその応用までを解説。

〔目次〕増幅回路の基礎／バイアス回路／低周波小信号増幅回

路／負帰還増幅回路／電力増幅回路／高周波増幅回路／FET

増幅回路

A5判 194頁 定価(2,800円+税)8710 978-4-274-03178-6

絵とき

ディジタル回路入門早わかり
（改訂2版）

岩本 洋 監修
堀 桂太郎 著

工高・高専で学ぶ「電子基礎」「電子回路」「電子制御」 の教

科書に準拠したディジタル回路の入門書。今回の改訂では、近

年高性能化したCMOS型のディジタルICについての解説を充実

させるなど、古くなった技術についての記述を削除・修正。各

章末すべてに演習問題を付け、知識の確認・定着を促すように

改良。B5変判 192頁 定価(2,300円+税)1607 978-4-274-50600-0

基本からわかる

ディジタル回路講義ノート
渡部英二 監修

安藤吉伸・井口幸洋

竜田藤男・平栗健二 共著

集合の概念、論理関数、組合せ論理回路、順序回路など、ディ

ジタル回路の基本事項について、やさしくていねいに解説した

教科書・参考書。実際の論理設計に役立つように、ポイントを

絞った内容とし、HDL設計の導入までを記載。教科書として

も、講義の予習・復習あるいは独習用の参考書としても最適な

一冊。A5判 240頁 定価(2,500円+税)1506 978-4-274-21726-5

だれにもわかる

ディジタル回路
（改訂4版）

相磯秀夫 監修

天野英晴

武藤佳恭 共著

実際のICを使った設計に重点をおきつつ、体系的に解説した

ディジタル回路の教科書です。半導体メモリとしてはフラッシ

ュメモリが主流となり、FPGAを用いた開発も当たり前にな

り、また、C言語などを用いた高位合成（HLS）による設計も

多くなっている状況を踏まえ、より実践的に学習できる内容構

成とした。B5判 200頁 定価(2,800円+税)1505 978-4-274-21753-1

学びやすい

ディジタル電子回路

笹田一郎 著

大学学部、電気電子・情報通信系学科の必修課目「ディジタル

電子回路」の教科書。高性能なディジタル処理装置の開発には

ゲート回路の理解が必須である。そこで本書はCMOS論理ゲー

トを中心としたゲート回路の基礎と論理回路設計を、簡単な例

を多用して平易に解説した。式を多用せず、直感的に動作が把

握できるような解説としている。A5判 200頁 定価(2,700円+税)1409 978-4-274-21624-4

ディジタル電子回路
―集積回路化時代の―

藤井信生 著

大学学部、電気電子・情報通信系学科の必修課目「ディジタル

電子回路」の教科書。姉妹書である「アナログ電子回路―集積

回路化時代の―」の良さを引き継いだ決定版。

A5判 232頁 定価(2,700円+税)1408 978-4-274-21600-8

マンガでわかる

ディジタル回路
天野英晴 著

目黒広治 作画

オフィスsawa 制作

マンガを使ってディジタル回路について解説した入門書。ディ

ジタル回路とは離散値をとるディジタル信号を扱う電子回路の

こと。本書では論理演算などの基本的な回路をマンガで直感的

に理解できるように解説。さらに、組み合わせ回路や順序回路

も理論を解説するにとどまらず、設計まで踏み込んで解説して

いるため、大変実践的な内容となっている。B5変判 224頁 定価(2,000円+税)1312 978-4-274-06958-1
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教えて？わかった！

ディジタル電子回路

岡野大祐 著

電気・電子・情報系の大学生向け自習用参考書。「学生」と

「先生」の「対話」形式とわかりやすい図面で構成することで、

学生が講義内容をたどりやすい内容とした。ブール代数と論理

回路の基本原理、A-D変換・D-A変換や演算回路などの原理

と応用を解説。各節には多くの例題を盛り込み、各章末に理解

度を確認できる「理解度チェック」を設けている。A5判 210頁 定価(2,500円+税)1206 978-4-274-21230-7

絵とき

ディジタル回路の教室

堀 桂太郎 著

ディジタル回路を初めて学ぶ人のための書籍。重要な基礎事項

に焦点を当てて、イラストや図を多用しながら、教室での学習

のように進行する。ディジタルIC回路の本質、すなわち“ここ

ろ”が理解でき、より高度な回路を学ぶ土台を作ることができ

る。“わかった気分”にさせるだけでなく、本当の力が身につ

く、徹底した絵とき入門テキスト。B5判 216頁 定価(2,200円+税)1004 978-4-274-50281-1

新インターユニバーシティ

ディジタル回路

田所嘉昭 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシ
リーズ。セメスタ制移行後の大学の講義内容の実態に合わせ
て、内容を構成をしたもの。本書は、ディジタル回路のスイッ
チとしての使い方、特性などを解説するとともに、従来の組合
せ論理回路、順序論理回路、A-D、D-A変換回路などの働き
や原理、設計について解説。各章末にはまとめと演習問題が充
実。A5判 168頁 定価(2,300円+税)0810 978-4-274-20609-2

入門

電子回路（ディジタル編）
家村道雄 監修

小浜輝彦・村田勝昭

中村 格・奥 高洋 他著

豊富な演習を通して、ディジタル電子回路が理解できる！ 電

気・電子系学科で必修科目の一つである「電子回路」の教科

書。論理回路やディジタル回路に関して、図を豊富に用いて解

説し、例題・演習問題を多く取り入れ、計算・演習を通して理

解が深まる構成。

A5判 216頁 定価(2,500円+税)0702 978-4-274-20365-7

ディジタルICの実用回路入門

土肥 浩 著

このディジタル回路を構成するディジタルICの基礎からデー

タシートの読み方などの使い方、実用回路の構成法までをわか

りやすく解説。設計のポイントや使い方のノウハウにも言及し

ている。

〔目次〕ディジタルICの基礎／データシートの読み方／基本IC

の使い方／基本ICの内部回路構成／他A5判 244頁 定価(2,900円+税)0308 978-4-274-03604-0

マグロウヒル大学演習

ディジタル回路
（改訂2版）

Roger L.Tokheim 著
村崎憲雄 他訳

豊富な例題解説と演習問題によって真の実力がつく教科書とし

て世界中で高い評価を得ているSchaumシリーズの一巻の翻訳

版。第1版のディジタル回路を理解する基本事項に加え、マイ

クロプロセッサ、メモリ、CMOSデバイス、PLAなど、実際

に取り扱ううえでの必須事項の記述を加え、内容をいっそう充

実させている。B5判 264頁 定価(2,900円+税)0103 978-4-274-13188-2

よくわかる

ディジタル電子回路

関根慶太郎 著

ブール代数と論理数学の基礎事項を学び、次にディジタル電子

回路の基礎を理解する。続いて、現実に遭遇するディジタル電

子回路の問題の対処法、ICの使用法について学ぶ。

〔目次〕ディジタル電子回路とその学び方／組合せ論理／順序

論理／基本電子回路／論理ICと論理ファミリ／電子回路とし

てのコンピュータ／AD変換とDA変換／他A5判 160頁 定価(2,500円+税)9707 978-4-274-13107-3

絵とき

ディジタル回路の計算
飯高成男
椎名晴夫
田口英雄 共著

ディジタル回路の演習書で、図解により解説した例題を多く挿

入し、また練習問題は系統的に網羅してあるので、知識が確実

に身につくよう配慮。

〔目次〕ディジタル信号／論理素子／論理代数／論理回路の基

礎／各種論理回路／フリップフロップ／カウンタとレジスタ／

デコーダとエンコーダ／A−D、D−A変換A5判 186頁 定価(2,200円+税)9006 978-4-274-03283-7

トランジスタの実用回路入門

富山忠宏 著

バイポーラトランジスタとダイオードを使った回路設計の入門

書。デバイスの特徴、特性などをはじめとして、規格表の見

方、基本回路から実用回路の設計までを解説。

〔目次〕ダイオードの基礎／トランジスタの基礎／ダイオード

の基本回路／バイポーラトランジスタの基本回路／バイポーラ

トランジスタの基本増幅回路／他A5判 288頁 定価(3,300円+税)0305 978-4-274-03599-9

絵ときでわかる

トランジスタ回路
髙橋 寛 監修

飯高成男

田口英雄 共著

半導体の基礎およびトランジスタ回路で構成される電子回路の

基礎的テーマを、視覚的にわかりやすい図解で解説している。

〔目次〕半導体の性質／トランジスタの働き／トランジスタ増

幅回路の基礎／いろいろな増幅回路／電力増幅回路／直流安定

化電源回路／発振回路／通信回路／他

A5判 210頁 定価(2,300円+税)0007 978-4-274-03536-4
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トランジスタ回路入門講座4

パルス回路の考え方
（改訂2版）

清水賢資
鴻田五郎 共著

〔目次〕パルス回路の基礎／RLC回路のパルス応答の考え方／

ダイオードのパルスに対する応答／トランジスタのパルスに対

する応答／マルチバイブレータ／ブロッキング発振器／波形操

作回路の考え方／特殊波形発生回路の考え方／パルス変調およ

び復調の考え方

A5判 178頁 定価(2,500円+税)9110 978-4-274-03363-6

トランジスタ回路入門講座5

ディジタル回路の考え方
（改訂2版）

清水賢資
曽和将容 共著

〔目次〕ディジタル回路とは何か／数え方と数の表わし方の約

束／論理数学の手ほどき／基本組合せ論理回路のなりたちと考

え方／論理フリップフロップ／カルノー図表の考え方と使い方

／クワイン・マクラスキー法による簡単化／組合せ論理回路の

いろいろ／算術演算回路の基礎／順序回路の設計法／カウンタ

とレジスタ回路／PLD回路／他A5判 224頁 定価(2,700円+税)9104 978-4-274-03339-1

入門

オペアンプ
内部回路から理解する電子回路設計

家村道雄
村田勝昭 共著

オペアンプを初めて学ぶ方を主読者対象とし、オペアンプの基

本的な内部回路から応用回路について、その動作原理、基本構

成を解説するとともに、著者による回路の製作及びオシロスコ

ープの波形記録等による実験検証を通して、よりオペアンプの

理解が深まる内容となっている。

A5判 212頁 定価(2,800円+税)0905 978-4-274-20715-0

絵ときでわかる

オペアンプ回路
髙橋 寛 監修

内山明治

村野 靖 共著

オペアンプ回路の基礎的テーマをわかりやすい図解を豊富に用

い解説。

〔目次〕オペアンプ回路とは／オペアンプの基本回路／非線形

回路／オペアンプのいろいろな使い方／オペアンプICの回路

構成／オペアンプとセンサの組合せ／オペアンプを使った回路

の製作A5判 204頁 定価(2,300円+税)0007 978-4-274-03535-7

回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路
（第2版）

渋谷道雄 著

本書はLTspiceを使って電子回路を学ぶ内容。操作マニュアル

でなく、回路の実例についてはスイッチング電源、オペアン

プ、その他の電子回路などを扱い、電子回路の理論についても

解説しているので、基礎からしっかり理解できる内容。

B5変判 504頁 定価(3,400円+税)1611 978-4-274-21967-2

OHM大学テキスト

論理回路

今井正治 編著

本書は、電気・電子・情報通信系学科の必修課目である「論理

回路」「ディジタル回路」の講義用教科書。論理・集合など論

理回路の基本概念と基本論理素子、組合せ論理回路、順序回路

のしくみなどをわかりやすく解説し。全体は15章構成をとって

おり、各章末には理解度をチェックする演習問題を掲載。

A5判 256頁 定価(2,600円+税)1611 978-4-274-21806-4

回路シミュレータで学ぶ論理回路入門

久保田一
大石邦夫 著

回路シミュレータを使い、学んだ回路の特性をコンピュータ上

で実際に動かしなから、論理回路の基本から応用システムまで

無理なく学習できる入門書。論理回路の方式や回路例だけでは

なく、論理素子の物理的特性やVHDLによる具体的な設計例も

解説している。

A5判 242頁 定価(2,800円+税)0503 978-4-274-20040-3

インターユニバーシティ

集積回路A

荒井英輔 編著

集積回路の学び方と製造プロセス技術について、2単位のカリ

キュラムにあったボリュームで、わかりやすく解説。

〔目次〕集積回路の学び方／集積回路に用いられる半導体デバ

イスの基本を知ろう／集積回路の要素プロセス技術とは／集積

回路の製造工程を学ぼう／ディジタル集積回路の基本回路技術

とは／バーチャルファクトリーを作ってみようA5判 152頁 定価(2,300円+税)9810 978-4-274-13157-8

OHM大学テキスト

集積回路工学

吉本雅彦 編著

電気・電子・通信系の大学向けテキストシリーズで、「集積回

路（工学）」の教科書。MOSトランジスタの基本的動作の解説

からはじめ、CMOSを中心として集積回路の原理、特性、設

計、実装などをわかりやすく解説する。全体は1コマの講義の

回数に合った15章構成をとっており、各章末とも理解度をチェ

ックする演習問題を配している。A5判 268頁 定価(2,600円+税)1309 978-4-274-21427-1

新インターユニバーシティ

集積回路

石田 誠 編著

集積回路に用いられる半導体デバイス、集積回路がつくられる

プロセス、基本回路、回路シミュレーションなどについて具体

的にわかりやすく解説した大学学部生向け教科書。

〔目次〕集積回路に用いられる半導体デバイスの基本を知ろう

／集積回路の要素プロセス技術とは／集積回路の製造工程／集

積回路製造／CMOSディジタル集積回路の基本回路／他A5判 192頁 定価(2,300円+税)1102 978-4-274-20988-8
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VHDLによる

FPGA設計&デバッグ

松村 謙
坂巻佳壽美 共著

現在のディジタル回路設計は、IC製造後に構成設定可能な

FPGAに回路記述言語を用いて設計することが多くなってきて

いる。しかし、開発の複雑化によって、不具合が発生する確率

も高くなる。本書は、不具合を発見するためのテスト用プログ

ラムに焦点を当てた書籍。効率よく回路設計を行うためのノウ

ハウを解説している。B5変判 160頁 定価(2,500円+税)1203 978-4-274-50385-6

プリント回路のEMC設計
（改訂2版）

Mark I.Montrose 著

出口博一

田上雅照 共訳

電子機器設計技術者、必携書！電子機器のプリント回路基板を

設計するうえで必須条件であるEMC（電磁環境適合性）設計

法について、論的な背景も含めてノウハウを解説したもの。現

場ですぐに役立つ技術が満載されており、電子製品輸出の基準

などの規格も掲載。

A5判 356頁 定価(4,500円+税)1011 978-4-274-20953-6

アナログフィルタ設計の基礎

渡辺嘉二郎
中村哲夫 共著

電子回路設計はソフトウェアによるものが大半だが、フィルタ

設計のしくみを知ることは関連技術者にとって非常に重要であ

る。本書は、フィルタを伝達関数として捉えながら、それを実

現した形としてLCフィルタ、アクティブフィルタ、ジャイレ

ータ型フィルタなどを解説している、実際のフィルタ設計に有

用な実務書。A5判 264頁 定価(3,500円+税)0910 978-4-274-20780-8

プリント基板の試験と評価
―イオンマイグレーション現象とその対策―

電気学会・イオンマイグレーションの発生特性と防止方法調査専門委員会 著

イオンマイグレーションの発生特性とその防止策に関する知見

と最新の研究成果を系統的に整理した、イオンマイグレーショ

ン現象や特性、その発生防止技術、および評価法などに関する

指南書。

A5判 180頁 定価(3,200円+税)0712 978-4-274-20491-3

ホームネットワークとEMC

電気学会・ホームネットワークとEMC調査専門委員会 編

家庭内の通信ネットワークのEMC（電磁両立性）設計は、安

全性と信頼性の面からきわめて重要になっている。本書は、無

線LAN、電力線通信、UWBなどホームネットワークと、

xDSL、CATV、ワイヤレスアクセスなどのホームネットワー

クへのアクセス回線について、そのシステムにおけるEMC問

題と設計・対策法を解説している。A5判 272頁 定価(4,800円+税)0604 978-4-274-20231-5

ディジタル回路のEMC
山﨑弘郎 編
山﨑弘郎
仁田周一 他著

〔目次〕回路技術の進歩と新しいノイズ問題／ノイズ問題の基

本とEMC／ノイズの物理モデル／ノイズ低減における基本技

術／ディジタル回路のノイズ低減技術／ディジタル電子機器・

システムのノイズ低減技術／EMCに関する規制と評価／ノイ

ズ環境の動向

A5判 264頁 定価(3,200円+税)0211 978-4-274-03591-3

高校化学からはじめる

半導体

市村正也 著

従来、半導体の参考書は物理化学や電気化学といった化学の側

面からみた解説がなされていなかった。本書は、半導体に関わ

る化学を、高等学校レベルの化学の基礎から復習し、半導体の

基礎を化学の視点とともに解説する。半導体をより詳しく学び

たいと考えている学生、従来の参考書では半導体を難しいと感

じた学生に新しい視点から半導体を解説する一冊。A5判 216頁 定価(2,600円+税)1103 978-4-274-20996-3

マンガでわかる

半導体
渋谷道雄 著

高山ヤマ 作画

トレンド・プロ 制作

半導体とは何か。物性の本質からひもとき、技術に必要な項目

をマンガできちんと解説。回路設計の基礎までを学習する。

〔目次〕半導体ってなんだろう／アナログとデジタルの世界／

半導体部品とその材料／さまざまな物質の原点、それは原子／

不純物を少し混ぜたシリコン単結晶／不純物半導体の応用、ダ

イオードとトランジスタB5変判 200頁 定価(2,000円+税)1004 978-4-274-06803-4

新インターユニバーシティ

半導体工学

平松和政 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシ

リーズ。現在の大学の講義の内容・実態に合わせた内容構成、

分量としている。本書は、半導体の基礎的な物性、電気伝導現

象、pn接合の理論、また昨今技術の進展の著しい半導体光デ

バイスについて、わかりやすく解説。各章末には、まとめと演

習問題が充実。A5判 160頁 定価(2,300円+税)0907 978-4-274-20743-3

なるほどナットク！

半導体がわかる本

水野文夫
鷹野致和 共著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。現代社

会において欠くことのできない半導体について、その開発の歴

史、具体的な使用例、さらには最新の技術動向から今後の展開

を含め、豊富なイラストを絡めてわかりやすく解説。

B6判 232頁 定価(1,200円+税)0606 978-4-274-20253-7
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実践パワーエレクトロニクス入門

パワー半導体デバイス
谷内利明 監修

小倉常雄

小谷和也

田井裕通 他共著

本書は、大学における座学と企業における実学を結ぶ位置づけ

で、昨今のエネルギー需要の動きから特に重要さを増している

電力変換にかかせない半導体デバイスのしくみや原理、最新の

デバイスの動向について丁寧に解説。

A5判 280頁 定価(3,500円+税)1606 978-4-274-21680-0

先端

有機半導体デバイス
基礎からデバイス物性まで

日本学術振興会情報科学用有機材料第142委員会C部会 編

有機半導体デバイスは、省電力、小形・軽量化が図れることか

ら、近年、ディスプレイ、太陽電池など多くの分野へと応用が

拡がると見込まれている。本書は有機EL素子、有機半導体レ

ーザー、有機トランジスタ、有機太陽電池などのデバイスにつ

いて、しくみ、データ、製作プロセスなどを最新の知見をもと

に幅広くまとめた内容。A5判 548頁 定価(8,500円+税)1508 978-4-274-21778-4

OHM大学テキスト

半導体デバイス工学

大村泰久 編著

〔目次〕半導体結晶とエネルギー帯構造／半導体のキャリヤと

電気伝導／pn接合の電流-電圧特性と接合容量／金属と半導体

の接合／バイポーラトランジスタの動作原理／金属-絶縁体-半

導体（MIS）構造／MOSFETの動作原理／MOSFETの微細化

の歴史と集積回路の発展／化合物半導体デバイス／薄膜トラン

ジスタ／半導体の光学特性／受光デバイス／などA5判 216頁 定価(2,600円+税)1209 978-4-274-21255-0

らくらく図解

CCD/CMOSカメラの原理と実践

安藤幸司 著

撮像素子の世界は大きく変わりつつある。数年前まで主流だっ

たCCDカメラにかわって、現在携帯電話において最も採用さ

れているのはCMOSカメラだ。消費電力が少なく組み込みも簡

単で安価なため、今後ますます市場を広げていくのは確かだ

が、CCD/CMOS技術にはそれぞれ特徴がある。本書では

CCD/CMOS技術を図解でわかりやすく解説する。A5判 224頁 定価(2,200円+税)1105 978-4-274-06851-5

有機半導体デバイス
―基礎から最先端材料・デバイスまで―

日本学術振興会情報科学用有機材料第142委員会C部会 編

有機デバイスの研究開発者必携！有機半導体デバイスは、省電

力、小形・軽量化が図れることから、近年、ディスプレイ、太

陽電池など多くの分野へと応用が拡がると見込まれている。本

書は有機EL素子、有機半導体レーザ、有機トランジスタ、有

機太陽電池などのデバイスについて、しくみ、データ、製作プ

ロセスなどを幅広くまとめている。A5判 540頁 定価(8,500円+税)1010 978-4-274-20934-5

新インターユニバーシティ

電子デバイス

水谷 孝 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシ

リーズの一巻。半導体接合、金属- 半導体接合の構造と特性、

基本的な半導体デバイスであるダイオードと各種トランジスタ

の動作原理と特性についてわかりやすく解説。章末には、まと

めと演習問題が充実。

A5判 176頁 定価(2,300円+税)0909 978-4-274-20764-8

絵ときでわかる

半導体デバイス
髙橋 寛 監修

大西一功

藤田 実 共著

半導体デバイスについて必須テーマを厳選し、豊富な図、イラ

ストでわかりやすく解説。

〔目次〕半導体の基礎知識／ダイオード／バイポーラトランジ

スタ／電界効果トランジスタ／ショットキー障壁形電界効果ト

ランジスタ／超高周波用素子／光素子／MOSFETの応用／集

積回路A5判 196頁 定価(2,500円+税)0211 978-4-274-03590-6

よくわかる

電子デバイス

筒井一生 著

電子デバイスの基礎をわかりやすく解説、回路やシステムを学

ぶ方にはブラックボックス的に扱われるデバイスの中身がわか

り、電子材料を専門に学ぶ方には、材料がどのように応用され

ていくか理解できる一冊。

〔目次〕半導体の基礎／接合／バイポーラトランジスタ／MOS

デバイス／光電変換デバイス／他A5判 212頁 定価(2,500円+税)9903 978-4-274-13177-6

現代

半導体デバイスの基礎

岸野正剛 著

半導体デバイスの基礎からプロセス技術までを平易に解説する

とともに、各章末には演習問題を豊富に掲載。

〔目次〕半導体の基礎物理／p-n接合とショットキー障壁／バ

イポーラトランジスタとサイリスタ／MOS（MIS）構造の物

理／MOSトランジスタ／最近の超LSIデバイス

A5判 264頁 定価(3,400円+税)9502 978-4-274-12996-4

らくらく図解

LED
―発光ダイオードのしくみ―

安藤幸司 著

省電力、長寿命、環境に優しいという特長に加え、量産化でお

手頃価格になり近年市場を急拡大する発光ダイオード。また一

般家庭の照明にも急速に普及している。本書はすべての業態で

今後ますますニーズが高まるLEDの基本原理から材料特性、

応用事例から近未来の姿まで、図解でわかりやすく解説してい

く。A5判 244頁 定価(1,900円+税)1011 978-4-274-06834-8
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タッチパネル
―技術開発・市場・アプリケーションの動向―

越石健司 監修

西野利晴・西川武士

板倉義雄・土屋健一 共著

携帯・タブレットの急速な普及によってタッチパネルをめぐる

状況はこの数年で激変している。iPadやiPhone、Androidの普

及で、より身近な存在になるとともに市場も広がり、新たな技

術や方式の採用、コスト削減も進んでいる。2012年時点でのタ

ッチパネルの市場、技術動向などについてまとめた。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)1210 978-4-274-06897-3

タッチパネルがわかる本

越石健司
黒沢 理 共編

タブレット形携帯端末の登場からニーズが著しく高まっている

タッチパネルの各方式の技術解説と今後の展開、業界動向、部

材の技術動向をコンパクトに読みやすくまとめたもの。

〔目次〕タッチパネルとの用途と市場動向／抵抗膜方式と静電

容量方式の原理と技術動向／さまざまな方式のタッチパネル／

業界動向と性能への要求／静電容量、抵抗膜方式の材料動向A5判 192頁 定価(2,200円+税)1105 978-4-274-21038-9

有機ELディスプレイ
時任静士

安達千波矢
村田英幸 共著

有機材料などを用いて紙のように折り曲げられるディスプレイ

の研究が盛んになっている。本書では、フラット化からフレキ

シブル化、さらには高画質化のすべてを実現できると考えられ

ている有機ELディスプレイについて、材料や駆動回路など、

用いられている技術を詳しく解説している。

A5判 176頁 定価(2,600円+税)0408 978-4-274-03631-6

半導体レーザとフォトニクス集積回路
LarryA.Coldren

Scott W. Corzine

Milan L.Mašanovič 共著

木村達也 訳

Wiley発行の「Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits

（第2版）」の翻訳書。本書は、VCSEL（面発光レーザ）、窒化

物レーザ、量子井戸などと、集積機能に関する記述が大幅に強

化されている。17項目に及ぶ付録があり、設計・作製・製造の

研究開発に関わる方に貴重な参考書。

A5判 800頁 定価(16,000円+税)1309 978-4-274-50434-1

半導体プロセス・形状シミュレーション技術
―加工精度向上のツボ―

重里有三
髙木茂行 共著

半導体製品の研究開発において、コストダウンや迅速な製品化

を実現して今後の国際競争を勝ち残っていくためにも半導体産

業においてはプロセスの効率化やシミュレーション技術はます

ます重要性を増している。本書は、実際の研究開発における精

度向上に役立つよう、プロセスやシミュレーション技術の実際

を解説したもの。A5判 226頁 定価(3,800円+税)1210 978-4-274-21274-1

LSIテスティングハンドブック

LSIテスティング学会 編

LSIの高密度化にともない重要となっているLSIテスティング

に関する技術全般を整理して体系化したこの分野で初めてのハ

ンドブック。LSIのプロセス、テストや装置分野の研究者・技

術者を対象に、LSIのテストに関する理論と技術および装置全

般を解説。

A5判 592頁 定価(11,000円+税)0811 978-4-274-20632-0

半導体CMP用語事典

精密工学会 プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会 編

層配線プロセスにおけるプラナリゼーションCMPは超LSIデバ

イス製造におけるキーテクノロジーであり、そこで使われる用

語の意味や使い方が求められている。本書は、加工技術・装

置、洗浄・清浄化技術、計測・評価技術、デバイス化技術など

の重要用語約400語を、図表・データを用いて解説。現場実務

に必要なデータ類などの便利な情報も掲載。B6判 288頁 定価(3,800円+税)0810 978-4-274-20612-2

電子線リソグラフィ教本

横山 浩 監修
秋永広幸 編

電子線リソグラフィ技術は、少量多品種の半導体製品などの生

産に重要な技術の一つで、関連分野の大学の研究室、企業の研

究所などで広く使われている。本書は、基本の原理・特長を概

観し、CADを用いた実際の加工法を主として解説、電子線リ

ソグラフィ装置の活用のノウハウを学べる、今までにない実務

書。A5判 224頁 定価(3,000円+税)0706 978-4-274-20415-9

アナログLSI設計の基礎

渡辺嘉二郎
中村哲夫 共著

初級技術者や学生を主対象に、アナログLSI回路の設計をする

ときに必要とする半導体や機能回路構成の知識を、実務的な観

点からまとめたもの。バイポーラアナログ技術に加え最近の技

術トレンドであるCMOSアナログ技術についても解説。演習問

題等で実務に結び付く知識を確認できる。

A5判 288頁 定価(3,500円+税)0602 978-4-274-20194-3

オプトエレクトロニクス用語事典
田中俊一
末松安晴
大越孝敬 共編

半導体レーザや光ファイバをはじめ、発展著しいオプトエレク

トロニクス分野についての用語事典、光学とエレクトロニクス

の境界領域であるこの分野の重要用語約3,000語を五十音順に

配列し、わかりやすく簡潔に解説。また、同義語・対語・参照

すべき用語等を随所に指示したほか、各見出し語には対応英語

を付し、巻末に便利な英和索引を設けている。四六判 684頁 定価(5,500円+税)9611 978-4-274-03481-7
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シリコンフォトニクス
Lorenzo Pavesi

David J Lockwood 共編

木村達也 訳

本書は、過去10年間において刊行された“Silicon Photonics”3部

作の全訳であり、この間の技術推移をたどり、基礎から応用ま

でを通して理解することができるハンドブック。

A5判 1,296頁 定価(28,000円+税)1711 978-4-274-50656-7

OHM大学テキスト

光エレクトロニクス

的場 修 編著

電気・電子・通信系学科の専門課目「光エレクトロニクス」の

教科書。光の波としての性質から説き起こし、光ファイバやレ

ーザの原理・特性、さまざまな光制御と実際の装置、各種光応

用までをわかりやすく解説している。全体は15章構成をとって

おり、各章末には理解度をチェックする演習問題を配してい

る。A5判 238頁 定価(2,600円+税)1309 978-4-274-21443-1

フォトニック結晶
―ナノ光デバイスを目指して―

Jean-Michel Lourtioz

Henri Benisty・Vincent Berger

Jean-Michel Gʼrard 他著

木村達也 訳

本書は、フォトニック結晶の基礎を網羅し、具体的な光特性や

作製・評価技術、デバイス応用技術が詳細に述べられている。

「準結晶」についても1章を割き、また左手系材料、メタ材料を

はじめマイクロ波ないしテラヘルツ波技術への応用が述べられ

ていること、関心が高い二次元フォトニック結晶を詳細に取り

扱っていることが特徴である。A5判 564頁 定価(16,000円+税)1201 978-4-274-50379-5

光エレクトロニクスとその応用

日本学術振興会 光エレクトロニクス第130委員会 編

科学技術の基盤の一つである光エレクトロニクスを開拓した科

学者・技術者、あるいはその展開のなかにあった科学者・技術

者が、その根幹にある諸概念・諸技術を抽出し、その本質はど

こにあるか、発展の原動力は何だったのか、その意味や意義は

いかなるものであるかを論じ、今後長期にわたり斯界の技術者

が活用できるよう編さんしたもの。A5判 600頁 定価(8,000円+税)1105 978-4-274-21022-8

新インターユニバーシティ

光エレクトロニクス

神保孝志 編著

光波の性質・特性を詳しく述べ、各種応用に結びつけるための

原理、装置、メカニズムなどの基本的な事項をわかりやすく解

説。章末には、まとめと演習問題が充実。

〔目次〕電磁波としての光／光の伝搬と光導波／光子／レーザ

の動作原理／半導体レーザ／光検出／異方性媒質中の光／光の

制御の仕方／微細構造光デバイスA5判 160頁 定価(2,300円+税)0912 978-4-274-20786-0

ナノオプティクス

ナノ領域の光と電子系の相互作用
―ナノ光科学の量子光学的基礎―

堀 裕和

井上哲也

小林 潔 共著

光近接場とナノオプティクスの本質を理解するためには量子光

学的な観点からの理解が不可欠。本書では、ナノスケールの光

学現象、電気双極子放射の理論、光近接場相互作用などのナノ

オプティクスに関する量子光学的な基礎理論を解説。

A5判 232頁 定価(4,000円+税)0806 978-4-274-20558-3

ナノオプティクス

大容量光ストレージ

大津元一 編著

情報ストレージのなかでも光ストレージは、従来技術の原理的

限界を超えた高密度化、大容量化の実現を図るべく研究開発が

著しく進展しており、関連分野の研究開発者に向けた書籍が求

められている。本書は、大容量光ストレージが必要とされるに

至った背景、各要素技術の原理・特長を解説。

A5判 212頁 定価(4,000円+税)0802 978-4-274-20510-1

フォトニクス
―光エレクトロニクスとその進展―

末松安晴
小林功郎 共著

光ファイバ通信やレーザーなどの光エレクトロニクスの分野は

世界的にもわが国がリードする分野であり、近年では「フォト

ニクス」として研究・開発が活発となっている。本書は、この

分野の研究・開発に携わったきた筆者の知見をもとに、歴史か

ら現状・展望まで、体験と多くの文献をもとにまとめた。

A5判 836頁 定価(12,000円+税)0712 978-4-274-20481-4

シリコンフォトニクス
―先端光テクノロジーの新展開―

金光義彦
深津 晋 共編

シリコンは光デバイス分野でこれまで利用されてこなかった

が、電子デバイスとの整合性などから実用レベルの発光デバイ

スの開発が望まれており、最近では研究が大きく進展しようと

している。本書は、このシリコンフォトニクスの基礎から研究

開発の現状・将来展望についてまとめたもの。本分野の標準的

な教科書・参考書となる。A5判 272頁 定価(4,000円+税)0711 978-4-274-20477-7

エッセンシャル フォトニクスデバイス
―原理と実験―

Thomas P. Pearsall 著
木村達也 訳

本書は、2003年McGraw-Hill社から出版されたものの翻訳版。

光と電子の境界領域を周波数（波長）とエネルギー、運動量か

らアプローチするとともに、実験や測定をベースにして電子や

光子の量子力学的振る舞いを解説している。

A5判 292頁 定価(3,600円+税)0707 978-4-274-20428-9
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ナノオプティクス

ナノスケールの光学
―ナノ光科学の電磁気学的基礎―

堀 裕和
井上哲也 共著

光近接場とナノオプティクスの本質を理解するためには電磁気

学的な観点からの理解が不可欠となる。本書では、ナノスケー

ルの光学現象、電気双極子放射の理論、光近接場相互作用など

のナノオプティクスに関する電磁気学的な基礎的事項を解説し

ている。

A5判 240頁 定価(4,600円+税)0607 978-4-274-20268-1

ナノオプティクス

ナノフォトニクスの基礎

大津元一
小林 潔 共著

本書は、ナノフォトニクスの原理に加えて、ナノ光デバイスの

動作原理や作製原理、加工、集積化技術などについて詳しく解

説し、大学研究者や企業の技術者が通信・情報産業へ応用する

ための参考となる。

A5判 276頁 定価(4,800円+税)0605 978-4-274-20247-6

EE Text

光エレクトロニクス

岡田龍雄 編著

電気学会とオーム社とが共同で企画した新しい教科書シリーズ

「EE Text」の一巻。本書は、電気・電子系の専門課目である

量子エレクトロニクス（光エレクトロニクス）の教科書。本書

では、光波（レーザ）の基本的性質に加え、増幅、変調やメモ

リなどのデバイス、さらには装置にいたるまで、応用例を含め

て幅広く解説している。B5判 164頁 定価(2,800円+税)0411 978-4-274-13311-4

ナノオプティクス

ナノスケールの光物性

斎木敏治
戸田泰則 共著

近接場光はナノテクノロジーの最も重要な技術の1つと考えら

れており、特に近年、注目を集めている。本書では、ナノスケ

ールの光物性に焦点をあて、近接場光を利用した光学顕微鏡や

分光技術によるナノスケールの加工、機能、操作手法につい

て、基礎から詳しく解説している。

A5判 226頁 定価(4,500円+税)0409 978-4-274-19738-3

光マイクロマシン
澤田廉士
羽根一博
日暮栄治 共著

産業分野でマイクロマシンが注目され、実用化の時代に入りつ

つあり、研究者や実務技術者、学生もマイクロマシンに対する

関心が高まっている。本書は、光マイクロマシンの基礎的な事

項から具体的技術、最新の応用まで解説。

〔目次〕光マイクロマシン／光マイクロマシン光学／材料、フ

ァブリケーションとパッケージングA5判 444頁 定価(7,500円+税)0211 978-4-274-03589-0

新世代工学シリーズ

光エレクトロニクス

濱川圭弘
西野種夫 共編

半導体の光物性の基礎から、フォトダイオードや撮像素子など

の光半導体素子、さらには太陽電池や画像表示などの応用技術

について、その基礎を中心に解説した教科書。

〔目次〕光エレクトロニクスへの招待／半導体の光物性／／半

導体受光デバイス／太陽電池／発光デバイス／電子画像表示素

子／光ICと光情報処理B5判 116頁 定価(2,500円+税)0101 978-4-274-13225-4

インターユニバーシティ

光エレクトロニクス

神保孝志 編著

光エレクトロニクスについて、その基礎から検出法や制御、応

用までを2単位で学べるよう解説した教科書。

〔目次〕光エレクトロニクスの学び方／光の性質を知る／光の

吸収と発光のメカニズム／光源にはどのようなものがあるか／

光はどのように検出するか／光を制御する方法／光の応用

A5判 176頁 定価(2,300円+税)9703 978-4-274-13085-4

光物性基礎

工藤恵栄 著

大学および大学院の講義に最適な教科書。

〔目次〕結晶の幾何学的構造／放射電磁界／放射電磁界の量子

化・物質波／固体のエネルギー構造／固体中の電子による光吸

収／格子振動／格子振動による光の吸収／固体による光の散乱

／電界光学効果／磁界光学効果／応力光学効果

A5判 452頁 定価(5,500円+税)9611 978-4-274-13074-8

ECHONET Lite入門
―スマートハウスの通信技術を学ぼう！―

杉村 博・笹川雄司

関家一雄・藤田裕之

一色正男 共著

電力事業者および、これから電力ビジネスに参入する新規事業

者、ホームエレクトロニクスを学ぶ学生を対象に、

ECHONET Liteに関する実務的な情報を具体的に示したもの。

A5判 184頁 定価(2,500円+税)1609 978-4-274-50632-1

生命と情報通信
情報通信技術に生命機能を吹き込む

澤井秀文 編著

情報通信技術は、その進歩の過程で、生物の生命機能（主に神

経による情報伝達）との類似点が見いだされ注目を集めてい

る。現在、生命機能をより深く理解し、情報通信技術のさらな

る研究開発に役立てようとする動きが世界中で盛んになってい

る。本書では、情報通信研究機構 神戸研究所 未来ICTセンタ

ーを中心とした最新の研究成果を、通信技術者向けに解説。A5判 292頁 定価(3,500円+税)0911 978-4-274-50250-7
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光ファイバ通信入門
（改訂5版）

末松安晴
伊賀健一 共著

光ファイバ通信分野の多くの技術者・研究者・学生に教科書や

参考書として多くの読者を獲得した本書の11年ぶりの大改訂。

教科書としての活用の利便性を考慮し、院生レベルの項目には

マークを付けた。

A5判 258頁 定価(3,600円+税)1708 978-4-274-22094-4

光ファイバ通信
（第6版）

Ivan P.Kaminow 他共編
木村達也 訳

「光ファイバ通信技術」に関する世界最先端の研究開発状況を

まとめた翻訳書。今後の通信速度T（テラ）ビット以降を展望

する超々高速光通信時代を支えるバイブル的書籍として位置づ

けられる。研究開発の手助けとなる参考論文も多数収録されて

おり、略語集や索引も充実している点も見逃せないポイント。

A5判 2288頁 定価(40,000円+税)1608 978-4-274-50619-2

よくわかる

通信工学

植松友彦 著

少ない予備知識で通信工学の概要が理解でき、工科系の初学年

で学ぶ数学的知識があれば十分に理解できるよう、基礎事項か

ら解き明かしやさしく解説した教科書。

〔目次〕通信システムの基本的構成／信号波の解析／振幅変調

／周波数変調／アナログ変調と雑音／パルス変調とパルス符号

変調／多重通信方式／通信網A5判 176頁 定価(2,500円+税)9510 978-4-274-13041-0

OHM大学テキスト

通信方式

守倉正博 編著

〔目次〕通信方式序論／フーリエ級数／フーリエ変換／スペク

トルと信号処理／確率過程と雑音／確率過程と雑音／AM変調

方式／DSB/SSB変調方式／FM/PM変調方式／標本化と量子化

／パルス符号変調／ディジタル変調方式／ディジタル伝送にお

ける最適受信／ディジタル伝送における伝送特性／回線設計

A5判 184頁 定価(2,600円+税)1311 978-4-274-21473-8

基本を学ぶ

通信工学

植松友彦
松本隆太郎 共著

電気・電子・情報系の大学学部向けテキストシリーズ。多くの

図面を取り入れてわかりやすく解説している。章末の練習問題

は、基礎的内容から発展的な内容まで扱っている。本書では少

ない予備知識で通信工学の概要が理解でき、工学系の初学年で

学ぶ数学的知識があれば十分に理解できるよう、基礎事項から

解き明かし、通信工学の要点をやさしく解説した。A5判 196頁 定価(2,500円+税)1212 978-4-274-21311-3

新世代工学シリーズ

通信工学概論

木村磐根 編

〔目次〕通信の歴史を振り返る／信号と周波数スペクトル／有

線伝送系はどのような特性を持つか／無線伝送系はどのような

特性を持つか／振幅変復調方式−振幅の変化に情報を乗せる−

／角度変復調方式／アナログからディジタルへ／情報社会を支

えるディジタル変調方式／移動通信のあらまし／公衆通信ネッ

トワークのしくみ−伝送と交換−／他B5判 172頁 定価(2,500円+税)9810 978-4-274-13156-1

アルテ21

通信技術

正田英介 監修
吉永 淳 編

本シリーズは電気・電子技術を学ぼうとする各企業の非電気系

出身技術者を主たる対象に企業内教育テキストとして企画し

た。通信技術の基礎から応用までを平易にまとめたもの。

〔目次〕情報通信システム／通信系の構成と信号／信号の送り

方と加工／有線通信／無線通信／情報通信／光通信

A5判 216頁 定価(2,500円+税)9808 978-4-274-03508-1

現代電子情報通信選書「知識の森」

マイクロ波伝送・回路デバイスの基礎

橋本 修 監修
電子情報通信学会 編

電子情報通信で専門技術者・研究者、学生も含めて体系的な知

識が得られるようまとめた選書。本書は、マイクロ波伝送回路

の設計に必要な回路素子の知識を、導波路、受動回路素子、能

動回路素子ごとに基礎から分かりやすくまとめた。伝送線路理

論の基礎からその使い方まで体系的に解説するとともに、各種

回路デバイスのハンドブックとして活用できる。A5判 200頁 定価(3,000円+税)1302 978-4-274-21333-5

わかりやすい

OFDM技術

伊丹 誠 著

ディジタル変復調方式としてOFDM（直交周波数分割多重）

は、地上ディジタル放送や無線LAN、ADSL、次世代携帯電話

など高速で広帯域なネットワークを実現するキーテクノロジー

となっている。本書は、このOFDM技術の入門書として、原

理や特徴から応用例までわかりやすく解説したもの。

A5判 198頁 定価(2,500円+税)0511 978-4-274-20150-9

大学課程

情報伝送工学
武部 幹
田中公男
橋本秀雄 共著

情報伝送技術の基本理論、原理的事項をわかりやすく解説した

もので、大学学部レベルのカリキュラム、教授内容にマッチし

た教科書となっている。

〔目次〕いろいろな通信のしくみ／信号の解析と伝送／ケーブ

ルの構造と特性／アナログ変復調方式／情報源符号化／ディジ

タル伝送理論／ディジタル変復調方式／通信路符号化A5判 260頁 定価(3,300円+税)9702 978-4-274-13084-7
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わかりやすい

データ通信

石坂充弘 著

インターネット、フレームリレー、ATM、CDMA、多重方式

など進歩発展の著しいデータ通信の基本的知識や技術を、全く

の初心者にも無理なく理解できるよう、わかりやすい図解を中

心に2色刷で平易に解説している。

〔目次〕データ通信とは／データ通信システムの構成としくみ

／データ伝送の基礎知識／いろいろな通信回線／他A5判 240頁 定価(2,500円+税)0101 978-4-274-07916-0

通信プロトコルがわかる本

石川 裕 著

最近の多様化したデータ通信の基礎ルールであるプロトコルを

図・イラストを用いて平易に解説。プロトコルを知るためにそ

の基礎となるデータ通信、単純なプロトコルとして、ベーシッ

ク・HDLCを解説し最近のインターネットにおける主要なプロ

トコルを説明。

A5判 144頁 定価(1,500円+税)0007 978-4-274-07900-9

OHM大学テキスト

情報通信ネットワーク

滝根哲哉 編著

電気・電子・通信系学科の専門課目「情報（通信）ネットワー

ク」の教科書。通信工学やコンピュータアーキテクチャといっ

た別の講義との関連を重視しながら、ネットワークの構成要

素・階層構造、各要素技術、通信理論の基礎などをわかりやす

く解説している。全体は15章構成となっており、各章末には理

解度をチェックする演習問題を配している。A5判 208頁 定価(2,600円+税)1312 978-4-274-21450-9

高速電力線通信システム（PLC）とEMC

電気学会・高速電力線通信システムとEMC調査専門委員会 編

平成18年10月に電波法が改正され、2M〜30MHzの短波帯を使

用した宅内高速電力線通信（PLC）が解禁された。メーカ各社

から PLC アダプタ等の関連製品も発売され、現在、高速 PLC

はこの分野で最も注目を浴びている。本書は、この高速PLC技

術の原理、仕組み、標準化、利用サービス、国内外の動向など

詳細に解説。A5判 224頁 定価(3,800円+税)0711 978-4-274-20475-3

絵ときでわかる

情報通信

髙橋 寛 監修
橋本三男 他著

基本事項を中心に視覚的な理解が得られるように写真や図を豊

富に取り入れ、初学者でも十分理解できる。通信技術の基礎か

ら有・無線・データ通信の基本、インターネットまで最近の技

術に即した知識が学べる。

〔目次〕情報通信の歴史と発達／通信技術の基礎／有線による

通信／無線による通信／データ通信技術／他A5判 224頁 定価(2,500円+税)0201 978-4-274-07940-5

CD-ROM版 エンサイクロペディア

電子情報通信ハンドブック

電子情報通信学会 編

「エンサイクロペディア電子情報通信ハンドブック」のCD-

ROM版。通信・電子・情報の全分野のキーワード約4,500語

に、研究者・技術者・学生が必要とする解説・データを加え、

キーワード検索およびテーマ検索など使いやすい機能を持たせ

ている。ハンドブックとしても用語事典としても利用できる。

Windows、Mac対応。A5判 価格(22,000円+税)9909 978-4-274-03518-0

ウェーブサミット講座

VLBI技術
高橋冨士信
近藤哲朗
高橋幸雄 共著

本講座は通信技術を学ぼうとする理工系大学院生、研究機関の

情報通信系研究者・開発技術者を主たる対象に、先端技術を紹

介するもので、本書は、宇宙通信を利用した測地・測位・測量

法の基礎理論と応用理論をマスターする教科書。

〔目次〕序説／概論：VLBIひとめぐり／データ処理技術／デー

タ解析／測地VLBI実験／VLBI技術の応用分野A5判 274頁 定価(4,700円+税)9706 978-4-274-07852-1

インターユニバーシティ

情報ネットワーク

樫尾次郎 編著

情報ネットワークの基本概念から、ハードウェア、通信ソフ

ト、画像通信などの機能としくみについて解説。

〔目次〕情報ネットワークの学び方／通信制御ハードウェアの

しくみ／コンピュータにデータを届けるネットワーク層／アプ

リケーションにデータを届けるトランスポート層／インターネ

ット上のサービスのしくみ／画像通信のしくみA5判 152頁 定価(2,300円+税)9706 978-4-274-13103-5

大学課程

情報通信工学
寺田浩詔
木村磐根
吉田 進 他著

〔目次〕情報通信序論（情報の伝達と記憶の歴史／電気通信の

登場と展開の時代／他）／情報通信の基礎（情報伝送路／通信

を妨げる要因／情報の符号化／他）／信号処理（信号時系列／

フーリエ級数／他）／変調・復調方式（振幅変調／角度変調／

他）／通信ネットワーク（ネットワーク理論／待ち行列理論／

他）／情報通信システムA5判 216頁 定価(2,800円+税)9303 978-4-274-12932-2

OHM大学テキスト

情報・符号理論

楫 勇一 編著

大学学部向けテキストシリーズ。情報通信系学科の専門課目で

ある「情報（・符号）理論」の講義用教科書。情報の数量的な

定義や符号化とその限界を解説して、情報量、エントロピー、

マルコフ情報源、通信路容量などの重要な概念について理解で

きるようわかりやすく解説する。全体は1コマの講義の回数に

合った15章構成。A5判 208頁 定価(2,600円+税)1310 978-4-274-21317-5
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InfoCom Be-TEXT

情報・符号理論
―ディジタル通信の基礎を学ぶ―

神谷幸宏
川島幸之助 共著

〔目次〕ディジタル通信とは／情報源／各種の情報源／情報量

／情報源符号化／相互情報量と通信路容量／通信路符号化／具

体的な通信路符号化法1−畳込み符号／具体的な通信路符号化

法2−離散数学に基づく符号の基礎／巡回符号／巡回符号によ

る複数誤りの訂正／連続的信号を伝送する通信路に対する理論

／通信路と信号の理論B5判 160頁 定価(2,800円+税)1203 978-4-274-50387-0

情報・符号理論の基礎

汐崎 陽 著

情報理論は発展しつつある理論であり、今後その応用が期待さ

れている。本書は、国民科学社発行の同名書籍を新たに発行す

るもの。シャノンの理論を紹介するとともに、その具体的な成

果でもある符号の基礎理論をわかりやすく解説しています。数

学的厳密さに捉われず、なるべく直感的に理解できるようにま

とめている。A5判 128頁 定価(2,000円+税)1103 978-4-274-21007-5

TokyoTech Be-TEXT

代数系と符号理論

植松友彦 著

符号理論とは、情報を符号化して通信を行う際の効率と信頼性

についての理論で、代数や情報理論と密接にかかわっている。

本書は、情報通信工学だけでなく、数理工学、ソフトウェア科

学へも適用できるよう、代数系の復習から符号化に関連する応

用数学、誤り訂正符号、その代表的な手法を学ぶ。情報理工系

の学部2、3年生、電気電子工学系3、4年生向け。A5判 204頁 定価(2,800円+税)1004 978-4-274-50274-3

インターユニバーシティ

情報伝送と符号の理論

岩垂好裕 編

情報伝送や暗号理論を学ぶうえで必要な知識・事例について、

半期2単位のセメスタ制のカリキュラムにあったボリュームと

わかりやすい解説により編集をしている。

〔目次〕情報伝送と符号の理論の学び方／情報量について学ぼ

う／情報源符号化について学ぼう／通信路符号化について学ぼ

う／誤り訂正符号について学ぼう／他A5判 140頁 定価(2,300円+税)0012 978-4-274-13224-7

先端技術の手ほどきシリーズ

誤り訂正符号とその応用
江藤良純
金子敏信 監修

映像情報メディア学会 編

誤り訂正技術の基礎、符号理論をわかりやすく解説。

〔目次〕誤り訂正技術の概要／なぜ誤り訂正・検出ができるの

か？／線形方程式による符号／シフトレジスタで生成される符

号／BCH符号とRS符号／集中する誤りへの対処／畳込み符号

／画像記録技術への符号理論の応用／ディジタルオーディオ技

術への符号理論の応用／他A5判 308頁 定価(3,800円+税)9612 978-4-274-03486-2

ディジタル信号処理

貴家仁志 著

大学学部、電気電子・情報通信系学科の専門課目「ディジタル

信号処理」の教科書。他分野の人にもわかるよう、例題や問題

を多数入れて、具体的にわかりやすく解説している。

A5判 208頁 定価(2,600円+税)1408 978-4-274-21607-7

ディジタル信号処理のエッセンス

貴家仁志 著

大学学部、電気電子・情報通信系学科の専門課目「ディジタル

信号処理」の教科書。ディジタル信号処理の概要や基礎を習得

したい読者を想定した入門書である。

A5判 196頁 定価(2,700円+税)1408 978-4-274-21606-0

新インターユニバーシティ

ディジタル信号処理

岩田 彰 編著

大学学部向け2単位用のテキストシリーズ。本書は、工学部電

気・電子・情報系学科の「ディジタル信号処理」の教科書とし

て、音声処理や画像処理などの応用技術の習得にスムーズに移

行できるよう、離散信号の性質から、自然界の物理量をディジ

タル演算処理するための方法など、基礎事項を中心に解説す

る。章末にはまとめと演習問題が充実。A5判 178頁 定価(2,300円+税)1310 978-4-274-21457-8

OHM大学テキスト

ディジタル信号処理

有木康雄 編

電気・電子・通信系の大学学部向けテキストシリーズ。本書
は、電気・電子・通信系学科の専門課目「ディジタル信号処
理」の教科書。信号の畳み込み、離散フーリエ変換、直交変
換、標本化定理、z変換、ディジタルフィルタ、スペクトル推
定、信号の圧縮などディジタル信号処理の基礎をわかりやすく
解説する。各章末とも理解度をチェックする演習問題を配して
いる。A5判 220頁 定価(2,600円+税)1301 978-4-274-21305-2

基本からわかる

信号処理講義ノート
渡部英二 監修

久保田彰・神野健哉

陶山健仁・田口 亮 共著

フーリエ解析、連続時間システム、標本化定理、離散フーリエ

変換、離散時間システム、z変換、ディジタルフィルタといっ

た基本事項について、やさしくまとめた教科書・参考書。特に

フーリエ解析については式変形をていねいに、また例題を豊富

に掲載し、発展的な内容を学ぶ際に読者がつまずいてしまわな

いように気をつけてまとめた。A5判 184頁 定価(2,500円+税)1404 978-4-274-21531-5
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基本を学ぶ

信号処理

浜田 望 著

電気・電子・情報系の大学学部向け2単位用のテキストシリー

ズ。

〔目次〕信号と信号処理／基本的信号とシステム／連続時間信

号のフーリエ解析／離散時間フーリエ変換／離散フーリエ変換

／高速フーリエ変換／z変換／サンプリング定理／離散時間シ

ステム／フィルタ／相関関数とスペクトルA5判 192頁 定価(2,500円+税)1209 978-4-274-21265-9

これでワカッタ！

信号処理入門

大伴洋祐 著

〔目次〕三角関数の基礎知識／実フーリエ級数展開−複雑な波

を分解する−／スペクトルという表現／虚数とオイラーの公式

／フーリエ級数展開の複素表示／複素フーリエ級数のスペクト

ルはどうなる？／フーリエ変換／フーリエ変換の性質（1）／

フーリエ変換の性質（2）／データを測定する／離散データの

フーリエ解析A5判 194頁 定価(2,500円+税)1207 978-4-274-21234-5

入門

信号処理のための数学

高橋 信 著

信号処理を理解するための数学を解説している。「信号」「信号

処理」についての基礎的な解説から、離散コサイン変換までて

いねいに解説する。理科系の大学、短大、工専生やディジタル

信号処理をこれから学ぼうとしている学生などに最適の書。

A5判 272頁 定価(2,600円+税)0711 978-4-274-06707-5

新世代工学シリーズ

信号処理

酒井英昭 編著

音声・画像認識や各種通信システムなどの分野において必須の

技術である信号処理について、サンプリング、フーリエ変換、

フィルタリングなどに重点をおきながら、その基礎から応用ま

でを解説。

〔目次〕「信号処理」への招待／連続時間信号の変換を理解しよ

う／サンプリングとz変換／他B5判 148頁 定価(2,500円+税)9808 978-4-274-13151-6

マグロウヒル大学演習

信号処理（Ⅰ）

Hwei P. Hse 他著
村崎憲雄 他訳

長年、世界中で教科書や自習書として利用され、定評のある

Schaum's Outline Seriesの日本語翻訳版。信号とシステムを取

り扱ううえでの基礎的な理論とその正しい使い方が、例題・演

習を通して確実に身につくよう構成されている。

〔目次〕信号とシステム／線形時間不変システム／ラプラス変

換と連続時間LTIシステム／他B5判 206頁 定価(3,200円+税)9803 978-4-274-13137-0

マグロウヒル大学演習

信号処理（Ⅱ）

Hwei P. Hse 他著
村崎憲雄 他訳

McGraw-Hill社のSchaum's Outline Seriesは、長年にわたり全

世界で教科書や自習書として広く利用され、定評を得ているシ

リーズであり、本書はそのなかの一巻の日本語翻訳版。信号と

システムを取り扱ううえでの基礎的な理論とその使い方を、例

題演習を通して単なる知識の習得ではなく応用力が身につくよ

う構成されている。B5判 210頁 定価(3,200円+税)9804 978-4-274-13143-1

よくわかる

信号処理

浜田 望 著

信号処理を2単位で履修するカリキュラムに対応し、基本事項

を中心に信号処理の基礎が学べるようまとめた教科書。

〔目次〕信号と信号処理／信号とシステム／連続時間信号の解

析／連続時間システムの解析／離散時間信号の解析／離散時間

システムの解析／サンプリングと窓／フィルタ

A5判 192頁 定価(2,400円+税)9502 978-4-274-12990-2

OHM大学テキスト

光通信工学

北山研一 編著

電気・電子・通信系の大学学部向けテキストシリーズ。本書

は、電気・電子・通信系学科の専門課目「光通信工学」の教科

書。光ファイバの原理・特性、モード結合・光増幅・光変調と

いった光通信の基礎技術、光ファイバ伝送システムなどをわか

りやすく解説する。各章末とも理解度をチェックする演習問題

を配している。A5判 228頁 定価(2,600円+税)1212 978-4-274-21306-9

光ネットワークの活用技術

John R.Vacca 著
木村達也 訳

今後のアクセス系から情報基盤系に至る光ファイバネットワー

クに関する市場の背景から、設備、導入、運用、管理の現状と

今後について詳述している。基礎から上級レベルまでを対象

に、わかりやすく解説している。［「Optical Networking Best

Practice Handbook」（2007年Wiley社発行）の邦訳書］

A5判 624頁 定価(12,000円+税)0811 978-4-274-50202-6

先端技術の手ほどきシリーズ

光情報ネットワーク

菊池和朗 監修
映像情報メディア学会 編

〔目次〕総論／光情報通信ネットワークの基礎／波長多重光通

信システム／光ネットワーク／光アクセスおよびメトロネット

ワーク／その他の光通信システム／光ファイバ／発光素子／光

変調素子／受光素子／光ファイバ増幅技術／光スイッチング素

子／光合分波素子／将来動向とむすび

A5判 248頁 定価(3,300円+税)0210 978-4-274-03583-8
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映像配信のための

伝送路符号化技術

伊藤泰宏 監修
映像情報メディア学会 編

映像配信の最新の伝送技術が基礎からわかる！デジタル放送や

インターネットなどでの映像コンテンツ配信に不可欠な伝送路

符号化技術について、そのベースとなる映像符号化や変復調方

式の基礎からIP伝送・LDPC・MIMOなどの最新の伝送システ

ム・誤り訂正方式をわかりやすく具体的なシステムにそって解

説した伝送路符号化の入門書。A5判 248頁 定価(3,200円+税)1005 978-4-274-20877-5

放送・通信のインタラクティブコンテンツ
武智 秀 監修
石川清彦 編

映像情報メディア学会 編

テレビ放送など映像コンテンツをインターネットや携帯電話に
流通させることが一般化されてきている。本書はそのためのコ
ンテンツフォーマットについて、マルチメディアでの要求条
件、コンテンツフォーマットの種類から各種コンテンツフォー
マットの具体的な技術までコンパクトにまとめて解説。
〔目次〕第1部マルチメディアサービスとコンテンツ／第2部マ
ルチメディア方式A5判 208頁 定価(3,200円+税)0912 978-4-274-20809-6

データ放送技術入門
八木伸行
吉村俊郎

加井謙二郎 共著

地上デジタル放送開始以前の2002年2月に発行した「データ放

送技術読本」をベースにしつつ新たに書き起こした書。特に、

地上デジタル放送、携帯サービス、サーバー型放送、海外の進

展も踏まえ、BSと地上の相違点も明確に説明している。

A5判 224頁 定価(3,000円+税)0510 978-4-274-50048-0

デジタル放送ハンドブック

山田 宰 監修
映像情報メディア学会 編

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送に続いて地上デジタル

放送が開始されるなど、本格的なデジタル放送時代に入った。

BS、CS、地上波デジタル放送の圧縮技術、多重化方式、伝送

方式、データ放送、受信機などから運用技術まで、デジタル放

送に関わる技術と規格全般について系統的に図表を豊富に用い

てまとめている。B5判 528頁 定価(16,000円+税)0306 978-4-274-03600-2

デジタル放送局システムのしくみ

映像情報メディア学会 編

BSデジタル放送の開始に続き、CS、地上波とアナログからデ

ジタル放送に放送方式の移行が進んでいる。本書は、放送や機

器開発・設計の現場技術者を主対象に、BSデジタル放送を中

心にデジタル放送の方式、局および受信設備、サービス実現の

ためのシステムなど、CSや地上波での議論も取り込み、解説

した。A5判 216頁 定価(2,800円+税)0111 978-4-274-03568-5

なるほどナットク！

デジタル放送がわかる本
吉野武彦 監修

久保田啓一

福井一夫 他著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。BSデ

ジタルハイビジョン放送が開始され、地上波デジタルの話題も

含めて、デジタル放送とは何か、BSデジタル放送の機能と楽

しみ方を中心に図、イラストを多く用いてやさしく解説。

B6判 208頁 定価(1,200円+税)0011 978-4-274-03541-8

先端技術の手ほどきシリーズ

ディジタル放送
西澤台次
田崎三郎 監修

映像情報メディア学会 編

ディジタル放送の基礎と理論、技術から応用までを、わかりや

すく解説。

〔目次〕放送のディジタル化／ディジタル放送のシステム／映

像信号の高能率符号化／オーディオ信号の高能率符号化／多重

化伝送技術／ディジタル放送と誤り訂正技術／波形伝送技術／

ディジタル変復調技術／他A5判 256頁 定価(3,300円+税)9611 978-4-274-03484-8

ITS道路交通センシング

電気学会・道路環境センシング調査専門委員会 編

ITS（高度道路交通システム）の要素技術として重要な道路交

通のセンシング技術を中心に、最新のITS技術の概論から、セ

ンシング技術、情報処理システム、表示システム、ITSシステ

ム技術まで、ヒューマンファクタも含めて広い観点から解説。

A5判 162頁 定価(3,400円+税)0505 978-4-274-20026-7

交通管理システムの技術と実際
―21世紀における警察のITS―

警視庁 監修
日本交通管理技術協会 編

道路交通管理は一貫して警察が担っている。本書は、第一次交

通戦争といわれた1960年代から現在に至までの交通規制、交通

管制について、信号・標識からITS、UTMSさらに次世代交通

管理システムといわれるUTMS21までの技術的側面を含めた

全貌を豊富な図・写真・表を用いてまとめている。

B5判 212頁 定価(4,800円+税)0205 978-4-274-03574-6

現代電子情報通信選書「知識の森」

無線通信の基礎技術
―ディジタル化からブロードバンド化へ―

村瀬 淳 監修
電子情報通信学会 編

〔目次〕無線通信の発展／無線伝搬路／ディジタル無線方式の

基礎／ディジタル変調／誤り訂正技術の応用／ダイバーシチ技

術／MIMO伝送／復調技術／無線回線の設計・基準／送信機

／受信機

A5判 240頁 定価(3,200円+税)1411 978-4-274-21655-8
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OHM大学テキスト

ワイヤレス通信工学

三瓶政一 編著

電気・電子・通信系学科「ワイヤレス通信工学」「無線通信工

学」の教科書。基礎となる通信方式やアンテナの解説をしたう

えで、ワイヤレス通信システムを構成する伝搬路、情報理論、

符号理論、変復調方式といった各種構成技術・理論とその相互

の関係などについて解説する。15章構成となっており、各章末

には理解度をチェックする演習問題を用意。A5判 228頁 定価(2,600円+税)1403 978-4-274-21479-0

新インターユニバーシティ

無線通信工学

片山正昭 編著

〔目次〕信号の表現と性質／線形システムとと信号の伝送／無

線通信路／アナログ振幅変調信号／アナログ角度変調信号／自

己相関関数と電力密度スペクトル／線形ディジタル変調信号／

各種線形ディジタル変調方式／定包絡線ディジタル変調信号／

OFDM通信方式／スペクトル拡散／多元接続技術

A5判 168頁 定価(2,300円+税)0911 978-4-274-20792-1

絵ときでわかる

無線技術

髙橋 寛 監修
山崎靖夫 著

無線通信のしくみや電波の性質と伝わり方から始まり、送・受

信機の基本回路構成はもとより無線技術を応用した技術まで基

本的な事項をわかりやすく解説。

〔目次〕無線通信のしくみ／電波の伝わり方／アンテナ／変調

技術と電波の形式／受信機／送信機／無線測定技術／いろいろ

な無線通信システムA5判 210頁 定価(2,500円+税)0210 978-4-274-03584-5

新世代工学シリーズ

光・無線通信システム

木村磐根 編

〔目次〕電波伝搬の基礎−電波はどう伝わるか／アンテナの働

き−電波の伝送と受信のしくみ／ワイヤレス通信を支える変復

調技術／これからの変調方式−スペクトル拡散／光ファイバの

原理と特徴−光はどのように伝わるか／光の変復調と増幅のし

くみ／光ファイバ通信−マルチメディア化の主役／衛星通信−

広大なサービスエリア／他B5判 194頁 定価(2,800円+税)9811 978-4-274-13160-8

新版

電磁波の吸収と遮蔽

電磁波の吸収と遮蔽編集委員会 編

本書は、EMC対策の基本となる回路論、電磁気学、電磁波・

マイクロ波工学などの横断的な知識や国内外における法制・標

準化動向について全般的にまとめた包括的な専門ハンドブッ

ク。技術者や行政関係者の喫緊の関心事となっている電磁環境

下の安全問題や規格についても解説している。

A4判 582頁 定価(50,000円+税)1405 978-4-274-21562-9

わかりやすい

電波と情報伝送

後藤尚久 著

電波のもつ性質と無線通信や放送での電波の利用法について、

わかりやすく解説した書籍。基本部分については高校の物理の

内容でも理解できるよう、丁寧に解説。第三世代携帯電話の

CDMAや地上デジタル放送で使われるOFDM方式など最新の

技術についても、具体的にわかりやすく解説し、電波の発見か

ら現状に至る利用の流れ、その技術動向が俯瞰できる。A5判 288頁 定価(2,500円+税)0912 978-4-274-20808-9

なるほどナットク！

電波がわかる本

後藤尚久 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。本書

は、電波について電気の基礎的な事項や具体的な利用例をもと

に使われ方や性質、さらには利用環境や課題に至るまでやさし

くひもとき、理解を深める内容となっている。

B6判 200頁 定価(1,200円+税)0311 978-4-274-03616-3

電波とアンテナのやさしい話
―超ブロードバンド化の原理の発見―

虫明康人 著

著者自らが考案した超広帯域の自己補対アンテナについて、詳

述した初めての成書。その誕生の経緯を、開発競争の時代のエ

ピソードを交えて紹介しながら、あわせて電波の振る舞い、ア

ンテナの原理としくみがわかるように解説している。

A5判 178頁 定価(2,900円+税)0108 978-4-274-03559-3

新世代工学シリーズ

光・電磁波工学

西原 浩 編著

共に波動としての性質を持つ光と電磁波について、その伝搬の

仕方や干渉・回折といった波動の示す性質からそれらの応用技

術である光ファイバやアンテナに関するまでを図表で大学学部

向けに解説。

〔目次〕光と電磁波との関係／電磁波が持っている基本的な性

質／空間や媒質を伝わる電磁波／他B5判 182頁 定価(2,800円+税)0008 978-4-274-13209-4

電磁界シミュレータで学ぶアンテナ入門
（CD-ROM付）

小暮裕明
小暮芳江 共著

本書は、アンテナの基礎となるテーマを丁寧に解説し、その場

でパソコンを使って確かめながらアンテナ技術のポイントを学

ぶことができる。また本書で解説する手順は筆者等が指導して

いるプロのアンテナ設計現場でも主流のもので、携帯やRFID

タグ、地デジといった具体的なアンテナを教材としてしっかり

学べば、その成果をすぐに現場で活かすことができる。A5判 256頁 定価(2,400円+税)1003 978-4-274-06801-0
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わかりやすい

MIMOシステム技術

大鐘武雄
小川恭孝 共著

MIMO（Multiple Input Multiple Output）システムが、無線通

信のアンテナシステムとして実用化されてきている。本書は、

MIMOシステムの全体像と要素技術をわかりやすく解説した

もので、システムの理解とともに設計の基礎が身に付くもの。

A5判 208頁 定価(2,500円+税)0906 978-4-274-20673-3

アンテナ工学ハンドブック
（第2版）

電子情報通信学会 編

1980年に発行し、アンテナ分野の多くの研究者・技術者に活用

されてきた定番ハンドブックの改訂版。近年の平面アンテナや

アレーアンテナなどの新しいアンテナ技術やそれに伴って多様

化したアンテナ技術全般を、基本から最新技術までデータなど

も含めて、設計や研究開発に使いやすいよう体系的に整理して

提供。A5判 1,098頁 定価(20,000円+税)0807 978-4-274-20544-6

アンテナ・無線ハンドブック
後藤尚久
中川正雄
伊藤精彦 共編

ユビキタス社会の主要技術として新たな展開を見せているアン

テナ・無線技術を統一的にまとめたハンドブック。無線通信の

基礎理論から伝送技術、アンテナ技術、さらには移動通信やネ

ットワークなどのシステム化技術について、関連の技術者・研

究者・学生の開発・研究・学習に役立つよう、規格や周波数割

当てデータなども含め体系的にまとめた。B5判 994頁 定価(26,000円+税)0610 978-4-274-20311-4

なるほどナットク！

アンテナがわかる本

後藤尚久 著

本書は「なるほどナットク！」シリーズの一冊として、アンテ

ナが電波を送受信する原理の解説に加え、線状アンテナ、開口

面アンテナ、アレーアンテナといった実際に放送・通信で使わ

れているアンテナ、さらには携帯電話や移動通信で用いられる

最新のアンテナ技術を実例を交えながら解説している。

B6判 240頁 定価(1,200円+税)0507 978-4-274-20097-7

アダプティブアンテナ技術

菊間信良 著

アダプティブアンテナは、アンテナアレイと信号処理装置の組

み合わせにより、電波環境に応じてその特性を変えるインテリ

ジェントなアンテナシステムで、広帯域移動通信を可能にする

キーテクノロジーのひとつと考えられている。本書は、アダプ

ティブアンテナの原理とアルゴリズムについて、移動通信への

応用も含めて詳しく解説している。A5判 220頁 定価(3,800円+税)0310 978-4-274-03611-8

ハムのための測定器操作法

西田和明 著

アマチュア無線局の無線設備の保守・管理に必要な測定器のう

ち、周波数の測定や高調波のチェックのためのディップメー

タ、高調波出力の測定のための終端型パワー計、通過型パワー

計、給電線上の定在波比を測定するSWRメータ、そして電圧

や電流、抵抗を測定する回路試験器（ラスタ）について、正し

い使用法およびアマチュア的使用法を解説。A5判 132頁 定価(1,500円+税)9607 978-4-274-03474-9

All-IPモバイルネットワーク

藪崎正実 編著

携帯電話の3.9世代と言われる仕様が策定され、現在そのシス

テム作りが進んでいる。本書はそのシステムの根幹部分である

All-IP移動通信網の基礎と仕組み、実際のシステム構成を図解

でわかりやすく解説したもので、新しいモバイルを中心とした

ネットワーク技術のバイブルとなるもの。

A5判 276頁 定価(3,200円+税)0905 978-4-274-20711-2

新版

移動通信ハンドブック

齊藤忠夫
立川敬二 共編

移動通信分野の技術進展は目覚ましく、新しい技術やシステム

およびサービスの導入には著しいものがある。本書は、1995年

発行のものを全面的に見直して発行したもの。実用性が評価さ

れている現行の主要なネットワークを中心に、基礎技術から先

端の技術までを体系的に網羅した。

B5判 724頁 定価(15,000円+税)0011 978-4-274-03540-1

実践Arduino！
―電子工作でアイデアを形にしよう―

平原 真 著

プロのデザイナーである著者がArduinoによる電子工作の基礎

から実際の作品をつくるまでを解説し、なにかをつくれる段階

を越えて、実際に作品をつくるところまであなたを導く内容。

電子工作をはじめてみたい方、なにか楽しいモノをつくってみ

たいけど何からはじめてよいかわからない方にオススメの一

冊。B5変判 288頁 定価(2,500円+税)1708 978-4-274-22081-4

かんたん！

スマートフォン＋FlashAir TMで楽しむIoT電子工作

小松博史 著

スマートフォンとUSBによる基本的な電子工作からFlashAirに

よる無線の電子工作、Twitterにペットのようすをアップロー

ドするIoTシステムの構築までを解説。特別な知識やツールは

不要。思い立ったらそく実践できる楽しいこ電子工作の世界で

誘います。

A5判 264頁 定価(2,000円+税)1703 978-4-274-22034-0
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AVRマイコンとPythonではじめよう

IoTデバイス設計・実装

武藤佳恭 著

IoTデバイス設計の実践的な入門書として、IoTデバイスを設

計する企業のエンジニア、電子工作ユーザを主な読者対象に、

実例を交えてIoTデバイスの設計・実装をわかりやすく解説し

ます。ハードウェアにはArduinoに使われている汎用性の高い

AVRマイコンを用い、言語には初心者教育に定評のある

Pythonを用います。B5変判 210頁 定価(2,300円+税)1509 978-4-274-21790-6

CADLUS+Arduino電子工作ガイド

横田一弘 著

本書は、Arduinoと、無料で使えるプリント基板CAD「CAD-

LUS」を組み合わせて、だれでも簡単に電子工作を楽しむこと

できるようまとめた。実際にサンプルを示しながら、プリント

基板の設計、作成から組み立て、プログラムまでを手順を追っ

て解説していく。

B5変判 192頁 定価(2,200円+税)1411 978-4-274-50525-6

かんたん！

USBで動かす電子工作

小松博史 著

手軽にかつ簡単に電子工作を楽しんでいただける書籍。必要な

道具は簡単に購入できるものばかり。制御には無償で利用でき

るVisual Basic 2010 Express を使うので気軽にチャレンジでき

る。本書に登場するたっくんとぶー先生の会話を読み進めて

「やればできるんだ！」という自信がつけて、どんどんチャレ

ンジしてもらいたい。A5判 264頁 定価(2,000円+税)1109 978-4-274-06859-1

モジュール化で理解する

電子工作の基本ワザ

松原拓也 著

電子工作に必要な電子回路の基本を、MCU基板・入力基板・

出力基板といったモジュールの組合せで理解する、新しい電子

工作の本です。新しい回路が組めない挫折を経験した方に特に

参考になるもの。基本編・モジュール編・モジュール合体編の

3部構成で、合体編では、モジュールを組み合わせて、音楽プ

レーヤ、携帯ゲーム機などの作例を紹介している。B5判 168頁 定価(2,500円+税)1107 978-4-274-21061-7

武蔵野電波のブレッドボーダーズ
誰でも作れる！ 遊べる電子工作

スタパ齋藤
船田戦闘機 共著

ブレッドボードを使って、誰もが電子工作を気軽に作って楽し

める作例を厳選して構成している。付録には、ハンダ付けの基

本テクニック、部品の買い方などの基礎知識を紹介。初心者で

もわかりやすく親切に解説している。

B5変判 240頁 定価(2,400円+税)0911 978-4-274-06784-6

+GAINER

GainerBook Labo + くるくる研究室 著

フィジカルコンピューティングとは、既存のディスプレイやキ

ーボードやマウスだけではなく、必要に応じて新しいハードウ

ェアを使って、コンピュータと人間とのコミュニケーションを

実現するという考え方で、近年注目されている。本書は、フィ

ジカルコンピューティング環境Gainerの入門者向け解説書。

B5変判 272頁 定価(3,800円+税)0810 978-4-274-06733-4

超低コストインターネット・ガジェット設計
―μIP・microSDプロトコールスタックの活用―

武藤佳恭 著

USBとイーサネットのインターフェースを例に、OPSを使って

インターネットに接続して用いる各種の機能部品を、超低コス

トで製作できる設計法を記述。必要部品をHPから入手できる

よう配慮されている。

B5変判 160頁 定価(1,800円+税)0805 978-4-274-50186-9

いまからはじめる

電子工作

町田秀和 著

本書は電子工作キットは作った経験があり、次は回路図の意味

を知って、自分で設計制作したいという人のために、回路図の

基礎、工具の使い方から実用的な電子工作の制作までわかりや

すく丁寧に解説した。ロボコン向けのメカトロニクス回路につ

いても触れている。

B5変判 276頁 定価(2,400円+税)0603 978-4-274-06644-3

USBオーディオデバイスクラスの教科書

岡村喜博 著

本書は、USB 3.1で制定されたUSB Type-Cを音声伝送に用い

る（USB Audio over USB Type-C）USBオーディオデバイス

クラス3.0の仕様と、実際にこのクラスを用いてUSBオーディ

オ機器として実装するための手法を解説します。USBオーディ

オクラスを日本語で解説した唯一の技術書として、USB機器の

開発者必携の一冊。A5判 256頁 定価(3,400円+税)1705 978-4-274-22065-4

CanSat
超小型模擬人工衛星

大学宇宙工学コンソーシアム 編

空き缶を使って製作する超小型模擬人工衛星「CanSa（缶サッ

ト）」は、比較的手軽に宇宙開発を体験できる優れた学習教材。

本書は、これからCanSat を作ろうとする方を対象に、CanSat

開発の意義、必要となる考え方や心構えのほか、設計から組み

立て、試験前検証、実際の実験など開発で必要となる技術を詳

細に解説している。A5判 280頁 定価(1,800円+税)1408 978-4-274-50500-3
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人工衛星をつくる
―設計から打ち上げまで―

宮崎康行 著

人工衛星の製作技術はもはや専門機関のものだけではなく、大

学生にも製作できるくらいにノウハウが蓄積されてきた。本書

は、実際に超小型人工衛星を製作し、打ち上げ、宇宙で運用し

ている著者が、超小型人工衛星開発の方法を書き起こした書

籍。ますます盛り上がる人工衛星開発がどのように行われてい

るのか。コラムなどを交えながら解説している。A5判 208頁 定価(1,800円+税)1111 978-4-274-50371-9

図解

CD読本

中島平太郎
小川博司 共著

CDが世に出て四半世紀を経過し、当初の音楽媒体から、デー

タ・映像も含めたメディアの記録媒体として、DVD、ブルー

レイと発展している。本書は、CDからDVD、ブルーレイと続

くディスクの記録技術から光ピックアップデバイスや信号処

理・フォーマットの原理など、技術の本質をわかりやすく詳述

した入門書。A5判 256頁 定価(2,700円+税)0806 978-4-274-20560-6

図解

ブルーレイディスク読本

小川博司
田中伸一 監修

放送のディジタル化・ハイビジョン化に伴い、次世代DVDが

発売され話題を呼んでいる。本書は、次世代DVDとして大容

量で数々の特徴のあるブルーレイディスク（Blu-ray Disc：

BD）に用いられている技術を基礎から解説したもので、ディ

スクの記録技術から光学技術、規格フォーマットなど、開発し

た技術者が技術の本質をわかりやすく詳述している。A5判 272頁 定価(3,000円+税)0612 978-4-274-20341-1

図解

DVD読本
徳丸春樹
横川文彦
入江 満 共著

光ディスクの技術の進歩はめざましく、音楽用CDから動画用

のDVDへ、さらにはハイビジョンなどの高画質の動画・再生

のできる次世代DVDへと、高精度化・大容量化はとどまるこ

とがない。本書は、次世代DVDも含め、DVDに用いられてい

る技術を、応用例も含めて詳しく解説。巻末に、DVD各方式

の仕様と規格を付録としてつけている。A5判 208頁 定価(2,700円+税)0309 978-4-274-03606-4

よくわかる

RFID
（改訂2版） 電子タグのすべて

一般社団法人自動認識システム協会 編

RFID（Radio Frequency Identification）は、電波を用いて非

接触によりデータの読み取り、書き込みなどができ、FAや物

流などで効率化を図ることができる技術。本書は、RFIDの原

理や特徴、標準化の動向、アプリケーション、応用例など、

RFIDを導入するにあたって知っておきたい事項について収録。

A5判 248頁 定価(2,500円+税)1406 978-4-274-50492-1

現代電子情報通信選書「知識の森」

感覚・知覚・認知の基礎

乾 敏郎 監修
電子情報通信学会 編

〔目次〕明るさと色の感覚／聴覚と音声／触覚と体性感覚／味

嗅覚／視覚系の空間周波数特性／運動視／立体視／知覚と記憶

における特徴の統合／3D物体の認知／形とイメージ／絵画の

知覚・認知／空間のイメージ／身体のイメージ／文字と単語の

認知／記憶の分類／記憶の符号化と検索

A5判 282頁 定価(3,800円+税)1201 978-4-274-21149-2

よくわかる

バーコード・二次元シンボル

社団法人日本自動認識システム協会 編

自動認識技術で現在最も使われているのがバーコードであり、

特に最近では二次元シンボルの普及がめざましい。本書は、初

級技術者にも理解できるよう一次元シンボル（バーコード）や

二次元シンボルの種類・特徴、バーコードプリンタやバーコー

ドリーダなどの周辺機器、さらに応用事例などを収録してい

る。A5判 260頁 定価(2,500円+税)1005 978-4-274-50290-3

バイオメトリックセキュリティ・ハンドブック

バイオメトリクスセキュリティコンソーシアム 編

電子パスポート等には本人確認のバイオメトリックス（例、

顔、指紋等）の実装が義務づけられている。本書はバイオメト

リックスセキュリティコンソーシアム（BSC）により、その基

礎から応用、国際標準、個人情報プライバシーまで、わかりや

すく記述。

A5判 400頁 定価(9,400円+税)0611 978-4-274-50089-3

よくわかる

バイオメトリクスの基礎

社団法人日本自動認識システム協会 編

バイオメトリクスは、大きな成長産業として、多方面で注目さ

れており、各企業の取り組むビジネスの必要性・姿勢が見られ

る。本書は、このような状況に鑑み、技術的内容に走らず、多

くの読者（メーカ・ユーザ）の理解を深める実務的な内容構成

である。特に、基礎知識はていねいにわかりやすい内容とし、

具体的活用の方法は基礎知識の理解を深めている。A5判 256頁 定価(2,500円+税)0509 978-4-274-50044-2

自動認識システムの基礎知識

日本自動認識システム協会 編

セキュリティ時代の自動認識システムを豊富な絵図を中心に、

基本的かつ実務的にわかりやすく説明し、さらに必要な基本用

語を付し、初心者を始め実務者にとっても理解しやすい内容構

成である。

A5判 180頁 定価(2,500円+税)0506 978-4-274-50024-4
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絵とき

無線ICタグ
―広がるRFIDの世界―

日本自動認識システム協会 企画協力

無線ICタグは、成長産業として、多方面で注目されている。

本書は、技術的内容に走らず、多くの読者（メーカ・ユーザ）

に理解を深める実務的な内容構成である。特に、無線技術・周

波数とICタグの総合理解と、具体的活用の方法について丁寧

に分かりやすく述べられている。

A5判 188頁 定価(2,500円+税)0410 978-4-274-94693-6

ユビキタス技術

位置情報の活用と流通
―ロボットサービスによる活用の変革―

土井美和子

柴崎亮介

西尾修一 共編

昨今、利活用がの幅・分野が広がりつつある、地図情報、ロボ

ットとその周辺環境、交通システムなどの位置情報の具体的な

活用実例を、今後の研究開発に活用できるよう解説する。

〔目次〕ロボットサービスにおける位置情報活用の変革／ロボ

ットにおける位置情報の活用／ITSにおける位置情報の活用／

地図情報における位置情報の活用／位置情報の活用事例などA5判 228頁 定価(2,800円+税)1011 978-4-274-20945-1

GISの基礎と応用
―空間情報統合化の技術―

電気学会・空間情報統合化技術調査専門委員会 編

地図情報システムから出発したGISは、測量技術の進歩とコン

ピュータによる画像処理技術の発展、さらにはデータベースの

ネットワーク化によって、2次元から立体へと発展し、環境、

開発に応用されている。本書はGISやITSなど空間情報システ

ムにおける情報の取得から蓄積、表示、応用技術まで、基礎を

おさえつつ最新の技術をまとめた。A5判 300頁 定価(4,900円+税)0103 978-4-274-07919-1

DCCで楽しむ鉄道模型
―サウンド・応用編―

松本典久 著

鉄道模型界では、DCCが普及しつつある。DCCによって、同

一線路上で複数の車両を個別に制御できたり、警笛やエンジン

音を発生させるなど、さまざまな楽しみ方が可能となった。本

書は、DCCの利用方法としてもっとも注目されているサウン

ド機能やファンクションの制御などの実装テクニックを詳説し

ている。B5変判 208頁 定価(2,400円+税)1005 978-4-274-06806-5

DCCで楽しむ鉄道模型

松本典久 著

DCC（Digital Command Control）によって、同一線路上で複

数の車両を個別に制御できたり、警笛やエンジン音を発生させ

るなど、さまざまな楽しみ方ができる。本書は、基礎知識をは

じめとして、DCCデコーダーの取り付け、コントロールに必

要な各種設定、DCCの特徴を生かした運転方法、そして発展

的な使い方のヒントを、豊富な写真と図で解説している。B5判 228頁 定価(2,400円+税)0907 978-4-274-06761-7

コンパクト版

応用物理用語大事典

応用物理学会 編

「応用物理用語大事典」(1998年5月発行）の縮刷版で、学生か

ら技術者・研究者の必携書としてハンディなサイズで発行。幅

広く、多岐にわたる応用物理分野の用語約15,000語を技術の進

歩に即応し収録・解説した。巻末には、索引を付している。

A5判 1,198頁 定価(9,500円+税)9911 978-4-274-02416-0

応用物理用語大事典

応用物理学会 編

本用語事典は、半導体や光技術をはじめとして幅広く多岐にわ

たる応用物理学分野の用語約15,000語を収録、技術の進歩に即

応した解説となっている。巻末には英和索引を設けている。関

係研究者・技術者・学生の必携書。

B5判 1,194頁 定価(25,000円+税)9805 978-4-274-02364-4

応用物理学シリーズ

応用物理実験学

応用物理学会 編
金原 粲 編著

〔目次〕序論／振動現象―強制振動―／緩和現象／干渉・回折

現象―光の干渉・回折とポログラフィー―／臨界現象―モデル

実験：液晶のフレデリクス転移―／統計現象―雑音の検出と除

去―／磁性／電子物性／真空技術／低温技術／電子回路のトレ

ーニング／電子機器のトレーニング／マイクロコンピュータの

トレーニング−計測と制御−A5判 224頁 定価(3,200円+税)8905 978-4-274-12850-9

マイクロビームアナリシス・ハンドブック

日本学術振興会マイクロビームアナリシス第141委員会 編

マイクロビームアナリシスは、電子・イオン・電磁波を用いた

物質の局所分析技術の総称である。編者はこの分野を代表する

世界的組織であり、革新的な表面分析技術、評価技術等を中心

にその全体像を網羅している。研究開発者、技術者が長期に使

えるもので、今後本技術に関わる学生・院生にも読みこなせる

よう配慮した。B5判 710頁 定価(20,000円+税)1406 978-4-274-50496-9

走査型プローブ顕微鏡入門

秋永広幸 監修
秦 信宏 編著

走査型プローブ顕微鏡（SPM）は、ナノスケール〜原子・分

子レベルの試料の形状や物性を観察・測定できるとともに簡単

な加工もできる技術で、ナノテクノロジー分野の研究開発に必

要不可欠である。本書は、SPMの基本原理・特長、使い方・

活用法、より有効に使うための注意点、応用事例などを解説す

る実務的な専門書としてまとめたもの。A5判 272頁 定価(3,000円+税)1308 978-4-274-21413-4
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マイクロ・ナノ領域の超精密技術

日本学術振興会 将来加工技術第136委員会 編

超精密技術について、基本となる研削・研磨、ナノ・マイクロ

デバイス形成、半導体加工技術から、様々なデバイスの創成、

洗浄、表面計測、材料評価までを集大成した。斯界の第一線の

研究者・技術者からなる将来加工技術第136委員会により、技

術開発の最新の成果を明らかにするとともに、将来への発展に

資するもの。A5判 388頁 定価(5,500円+税)1103 978-4-274-21005-1

ナノエレクトロニクス（上巻）

Rainer Waser 編
木村達也 訳

本書は、ナノテク分野の技術を、特にデバイス、材料との関係

を重視して、基本から説き起こし、最先端の状況や考え方にも

言及した。また神経細胞関連にかなりの頁を割いている。上巻

では主に基礎技術、下巻では主に応用技術を解説している。

A5判 896頁 定価(9,524円+税)0611 978-4-274-50110-4

ナノエレクトロニクス（下巻）

Rainer Waser 編
木村達也 訳

本書は、ナノテク分野の技術を、特にデバイス、材料との関係

を重視して、基本から説き起こし、最先端の状況や考え方にも

言及した。また神経細胞関連にかなりの頁を割いている。上巻

では主に基礎技術、下巻では主に応用技術を解説している。

A5判 752頁 定価(9,524円+税)0611 978-4-274-50111-1

ナノテクノロジー基礎シリーズ

ナノ材料科学

横山 浩 編著

「ナノテクノロジー基礎シリーズ」の一冊として、本書では、

ナノ材料の研究開発で利用されている計算手法を紹介するとと

もに、自己組織化を含むナノ加工・ナノプロセス技術、さらに

は無機ナノ材料、分子ナノ材料、バイオ・非平衡ナノ材料のそ

れぞれについて、その性質と応用について詳しく解説してい

る。A5判 224頁 定価(3,000円+税)0409 978-4-274-19730-7

ナノテクノロジー基礎シリーズ

ナノエレクトロニクス

榊 裕之
横山直樹 共編

「ナノテクノロジー基礎シリーズ」の一冊として、エレクトロ

ニクス分野におけるナノテクノロジーに焦点を当て、特に若い

研究者や他分野の技術者が、基礎をしっかり身につけられるよ

う、ナノ構造を持つデバイスの原理と機能をわかりやすく解説

している。

A5判 356頁 定価(4,200円+税)0403 978-4-274-19719-2

光ナノテクノロジーの基礎

福井萬壽夫
大津元一 共著

〔目次〕光ナノテクノロジーの概要／平面上に存在する近接場

光を伴う共鳴モードとその励起／平面上の表面プラズモンの応

用／球の光学応答／球の表面プラズモン／ナノサイズ球の光テ

クノロジーへの応用／近接場光の量子論的取扱いと将来に向け

た基礎／付録 本文中の式の導出

A5判 250頁 定価(4,300円+税)0311 978-4-274-19713-0

近接場光の基礎
―ナノテクノロジーのための新光学―

大津元一
小林 潔 共著

近接場光はナノスケール特有の光の現象であり、従来の光科学

技術では原理的に不可能であったナノ領域の加工・機能・操作

を実現できる可能性がある。そのためナノテクノロジーの最も

重要な技術の一つと考えられ注目を集めている。大学研究者や

企業の研究開発担当者に向けに近接場光の理論を、歴史的経緯

も含めて基本から詳しく解説。A5判 264頁 定価(4,800円+税)0301 978-4-274-02493-1

ナノテクノロジー入門

川合知二 著

ナノテクノロジーは、21世紀のキーテクノロジーである。10の

マイナス9乗メートルの物質科学、情報科学、生命科学の世界

で何が起きるか？ これらの異なった分野が融合するナノ領域

は、なぜ新たな現象や新たな物質の創生の宝庫なのか？ 情報

通信、エネルギー、地球環境、医療問題に、なぜ有効なのか？

これらの疑問をわかりやすく解説している。B5変判 168頁 定価(2,200円+税)0204 978-4-274-03572-2

薄膜ハンドブック
（第2版）

日本学術振興会 薄膜第131委員会 編

1983年に発行した「薄膜ハンドブック」の第2版として新たな

編集委員会体制のもとで薄膜技術の活用分野の広がりと個々の

分野における薄膜技術の深化をふまえ、編纂した。研究や開発

に必要となる薄膜に関連する基礎知識と技術を有用なデータと

ともに、体系的かつ問題解決のために使いややすく整理してま

とめた。A5判 1,258頁 定価(24,000円+税)0803 978-4-274-20519-4
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機械・ロボット

実務に役立つ

機械公式活用ブック
安達勝之・坂本欣也

菅野一仁・住野和男

野口和晴 共著

機械工学分野の現場技術者を主対象に、いつでも基礎知識を参

照・実用できる公式集として、実務に役立つ公式を収載。テー

マごとに公式を厳選し、「公式の意味するもの」、「公式の活用

分野」、「例題と解き方」を中心に、見開き2頁の読切りスタイ

ルでまとめており、参照しやすく使い勝手のよい構成。

A5判 264頁 定価(2,400円+税)0807 978-4-274-20577-4

ハンディブック

機械
（改訂2版）

萩原芳彦 監修

機械全般の知識をわかりやすくコンパクトにまとめた平成9年

発行の「ハンディブック機械」の改訂版。工業高校の指導要領

の改訂や大学・専門学校等における学科構成・カリキュラムの

変更をはじめ、本書を取り巻く教育環境・技術環境の変化や

JISの改訂をふまえ、全面的な見直しを図り、改訂2版として発

行したもの。A5判 620頁 定価(3,800円+税)0703 978-4-274-20366-4

図解版

機械学ポケットブック

機械学ポケットブック編集委員会 編

機械工学は、電気・電子・制御をはじめとした諸工学（技術）

と融合し、「複合工学」ともいうべき色彩を強めているが、そ

の基本となる「基礎機械工学」の重要性・必要性は従来にも増

して強まりつつある。本書は、今日における機械工学の「基

礎」に限定し、基本的な理論・技術について、できるだけ図解

化により、わかりやすくまとめた。A5判 920頁 定価(9,000円+税)0412 978-4-274-08756-1

機械公式活用ポケットブック

岡野修一 編

工高・高専・職業訓練所などの機械課程で使われる主要公式を

集め、それに例題をつけて、1ページに1公式を解説している。

いつでも、どこでも予習・復習ができるように、ポケットサイ

ズとし、公式を容易に覚え、かつ活用できるよう編集したも

の。

新書判 210頁 定価(1,900円+税)6706 978-4-274-08405-8

やさしい

機械英語
（改訂2版）

青柳忠克

齋藤哲治

塚原隆裕 共著

〔目次〕機械工学の基礎／機械工学の周辺／機械工作／機械工

学の現在／管理技術／文法

A5判 244頁 定価(2,400円+税)1611 978-4-274-21974-0

日本の機械遺産

前田清志 編著

工業をはじめ日本の産業には誇るべきものがあるが、それを陰

で支えたのは各種の工作機械、動力機械などである。幕末以後

の工業、産業発展の記念碑ともいうべきこれらの機械64点にス

ポットを当て、役割や歴史を紹介する。

〔目次〕工作機械／機関車／動力機械／交通機械／産業機械／

精巧機械その他／年表 わが国の機械技術の歩み四六判 184頁 定価(2,900円+税)0012 978-4-274-02445-0

機械工学入門シリーズ

生産管理入門
（第4版）

坂本碩也
細野泰彦 共著

高品質・高能率の生産を実現するための合理的な管理の方法を

体系的にまとめ、簡潔に説明。第4版では、ISO 9001/14001改

訂に対応するため「マネジメントシステム」の章を全面改訂。

管理業務に従事する方々の実務参考書として、また企業内研

修・学校教育用テキストとして最適。

A5判 232頁 定価(2,200円+税)1702 978-4-274-21995-5

絵とき

機械工学のやさしい知識
（改訂2版）

小町 弘・吉田裕亮

金野祥久・櫻井美千代 共著

機械工学の基礎知識をイラストと図表を多用しわかりやすく解

説した入門書。

〔目次〕これから機械工学を学ぶ人のために／いろいろな機械

とそのはたらき／機械と設計／機械に用いる材料／機械を作る

技術／動力を発生する機械／メカトロニクスと情報通信技術の

利用A5判 214頁 定価(2,700円+税)1410 978-4-274-21648-0

新しい機械の教科書
（第2版）

門田和雄 著

はじめて「機械」を学ぶ人が、機械工学を理解し、実際にもの

作りができるように、機械設計から材料、要素まで網羅した。

機械工学の理論に加えて、JISやメーカーのカタログを見て必

要な機械部品を発注する方法など、実際に使えるもの作りの知

識が満載。レーザ加工機や3Dプリンタといった、近年台頭し

てきた工作機械についてもフォローしている。A5判 256頁 定価(2,500円+税)1310 978-4-274-21460-8
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おもしろメカワールド

日本機械学会 編

子供たちの日常生活の身近なテーマを題材にして、機械工学の

簡単な原理をわかりやすく提示している。内容構成は、子供た

ちの身近なテーマを選出して、テーマごとにストーリーが完結

する形式で、イラストを豊富にわかりやすくまとめている。キ

ャラクターによる会話形式で話がすすめられているので、子供

たちにも読みやすい構成となっている。B5判 128頁 定価(1,500円+税)0607 978-4-274-20266-7

これからの技術者
―世界にはばたくプロを目指して―

大橋秀雄 著

専門化・国際化の進む技術科学分野で、これからの技術者に求

められるものを新しい技術者に提示する。日本工学会や日本機

械学会等をはじめ、技術・教育分野に於ける著者自身のこれま

での広範な活動をもとに、学ぶ目的、科学と技術の関わり、こ

れからの技術者の社会的要請や技術者の生き方等について持論

を展開する。A5判 206頁 定価(2,500円+税)0510 978-4-274-20151-6

要説

機械工学
（第4版）

関口春次郎 序
横井時秀 編

機械工学では、自然科学の理論にもとづき、有用な機械を現実
に製作し、使用されるようになって、はじめて価値が生じる。
そこで本書は、機械工学を支える各種の理論を単に羅列するこ
とを避け、機械工学の主要な分野をそれぞれ重点的かつ実際的
に学習できるように構成した。大学・高専の機械工学を学ぶた
めのテキストとして、また広く機械技術に関わる方々の参考書
として絶好である。A5判 232頁 定価(2,020円+税)0403 978-4-274-06982-6

絵とき

機械の力学早わかり

稲見辰夫 著

機械に興味をもつ方を対象に、なるべく数式を使わず、図やイ

ラスト、写真を多用して、さまざまな機械にかかってくる力の

問題をわかりやすく解説。

〔目次〕力とつりあい／機械に力が働くと機械はどのように動

くか／機械と摩擦／機械の仕事と動力／エネルギー／機械の振

動／流体と機械A5判 168頁 定価(2,300円+税)9611 978-4-274-08663-2

絵とき

電子機械早わかり

鈴木美朗志
小栁栄次 共著

電子機械を学んでいく学生を対象に必要とされる理論や知識を

実際の回路や機構、構造をやさしくモデル化して解説。

〔目次〕電子機械の概要／オペアンプ回路／センサ回路／アク

チュエータ／コンピュータによる機械制御の基礎／コンピュー

タによるアクチュエータの制御／ロボットメカニズム／競技用

のロボットA5判 160頁 定価(2,500円+税)9606 978-4-274-08659-5

やさしい

物づくりの基礎

株式会社富士電機能力開発センター 編

これから産業界に従事する初歩者を対象に、工場における業

務・技術を通して物づくりの基礎を確実にして、応用力が身に

つくように解説。企業内教育のテキストに最適。

〔目次〕いま製造業は／設計のやり方／材料の買い方／部品を

加工する／部品を組み立てる／高品質の製品を作るために／生

産活動を円滑に行う／物の流れをよくするにはA5判 208頁 定価(2,800円+税)9603 978-4-274-08658-8

機械工学概論
（第3版）

草間秀俊

佐藤和郎

一色尚次

阿武芳朗 共著

機械工学という広範な分野の基礎を、それぞれの専門教官が緊密
な討議のもとに一丸となって編さんした好評の概論書。図や写真を
多用したやさしい表現により基本事項を集中的に解説するとともに、
なぜ学ぶかについても触れてあるので、無理なく将来へのステップ
を踏むことができる。大学理工系、高専の学生諸君のテキストとし
て、また新知識の吸収を望む一般技術者の皆さんの参考書としても
絶好。第3版では、単位系のSI移行による改訂を行った。A5判 240頁 定価(2,000円+税)9202 978-4-274-06977-2

大学課程

計測工学
（第3版）

土屋喜一 編

ロングセラーとなっているテキストの改訂3版。

〔目次〕総論／次元と単位・次元解析／測定値整理法／計測実

験の実験計画／計測法・計測器概要／計測系の構成／各論要抄

／寸度の計測／力学的量の計測／状態量の計測／成分・組成の

計測

A5判 228頁 定価(2,700円+税)0002 978-4-274-13196-7

入門

機械制御と製作実習
―4軸クレーンを作って学ぶ機械装置設計―

岡田昌樹 著

シーケンス制御はほとんどがPLCという制御回路を作成できる

電子装置を使っている。本書ではPLCの使い方を身につけるた

めに、シーケンス制御の原理や基礎を解説。さらに4軸クレー

ンの装置を開発することで実践的なものづくりを体験でき、シ

ーケンス制御をはじめ、エアトロニクス、メカトロニクス、機

械設計の基本要素まで学ぶことができる。B5判 216頁 定価(3,200円+税)1308 978-4-274-06923-9

絵ときでわかる

機械制御

宇津木諭 著

イラストや図を用いて機械工学をわかりやすく解説する「絵と

きでわかる」シリーズの一冊として、初めて機械制御を学ぶ方

を主対象に、制御の基本知識をわかりやすくまとめた入門書。

難しい概念や数式も丁寧に解説することにより、初学者にもわ

かりやすい内容にまとめている。

A5判 220頁 定価(2,400円+税)0609 978-4-274-20287-2
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機械工学入門シリーズ

電子機械制御入門
（第2版）

鷹野英司

安藤久夫

加藤光文 共著

本書は、電子機械制御の基本的概念を理解するための入門書。

今回の改訂で、PIC（16F84A、16F873）に関する記述を加え

て、内容のさらなる充実を図った。電気・電子の技術者を目指

す人だけでなく、機械系の技術者としてメカトロニクス、制御

技術を身に付けようとしているかたがたにも最適。

A5判 256頁 定価(2,340円+税)0409 978-4-274-06985-7

図解メカトロニクス入門シリーズ

ディジタル制御入門
（改訂2版）

雨宮好文 監修
高木章二 著

1986年の刊行以降、若手の技術者、現場の技術者に読まれ、版

を重ねてきたロングセラーの改訂版。

〔目次〕ディジタル制御とは何か／制御システムの表し方／1次

システムの出力／2次システム／2次システムの厳密な離散化／

制御システムの安定問題／制御の良さ／直流サーボモータを用

いた位置制御系の設計A5判 224頁 定価(2,700円+税)9901 978-4-274-08670-0

図解メカトロニクス入門シリーズ

機械制御入門

末松良一 著

〔目次〕機械と制御／機械制御系の基本的構成／機械制御のキ

ーワード8選／レーダアンテナの速度・位置制御／倒立振子・

台車系の制御（数学モデルの線形化／状態方程式と出力方程式

／他）／倒立振子制御系の制作（倒立振子・台車系の実験モデ

ル／制御装置の構成／他）／フレキシブルロボットアームの制

御A5判 176頁 定価(2,800円+税)8803 978-4-274-08592-5

作る！動かす！楽しむ！

おもしろ工作実験

森 政弘 著

『ロボコンマガジン（No.1〜13）』で連載された内容に加筆・修

正を加えた、電気モノ・機械モノの工作全10点を紹介する。工

作は難易度別に紹介しているので、初級レベルは親子で工作が

楽しめ、高級レベル以上は工作に旋盤が必要になるため、技術

経験レベルの高い読者が参考になる。豊富なイラストや写真

で、組立て方法や動く原理を解説。B5判 120頁 定価(2,500円+税)0907 978-4-274-20731-0

新編

機械実習テキスト(3)

機械実習研究会 編

工業高校機械科機械実習のうちの、機械実験・電気実験用テキ

ストである。すでに、鋳造・溶接・塑性加工・熱処理・切削加

工・研削加工・仕上・組立・検査・生産管理・NC加工の各実

習を内容とする「新編機械実習テキスト(2)巻、(3)巻」と併

せ、全3巻で完結するものである。

A5判 248頁 定価(1,500円+税)7604 978-4-274-12661-1

詳解

工業力学
（第2版）

入江敏博 著

〔目次〕一点に働く力／剛体に働く力／重心と分布力／速度と

加速度／力と運動法則／剛体の運動／摩擦／仕事とエネルギー

／運動量と力積、衝突／振動／立体的な力のつりあい／演習問

題の解法と解答

A5判 224頁 定価(2,200円+税)1611 978-4-274-21955-9

ロボット・メカトロニクス教科書

力学入門

有本 卓
関本昌紘 共著

ロボット・メカトロニクス関連学科や機械系学科の専門課目で

ある「機械力学」「解析力学」の教科書。ロボットの設計・解

析へとつながる内容として、解析力学を学ぶうえで必要な機械

力学の基礎を解説。「学習のポイント」「理解度チェック」「演

習問題」などを通して効果的に学習が進められる。

A5判 194頁 定価(2,600円+税)1111 978-4-274-21115-7

基礎から学ぶ

工業力学
武居昌宏
飯田明由
金野祥久 共著

機械系における工業力学の教科書。力学編と数学編の2編構成

とし、力学の内容を軸としつつも、それらを理解するための数

学の必須事項についてもわかりやすく、理解が深まるよう両者

をリンク付けした構成となっている。また、機械系の専門課程

の内容に関連した実践的な演習問題を豊富に掲載したので、無

理なく実力を高められる内容である。A5判 278頁 定価(2,800円+税)1004 978-4-274-20857-7

よくわかる

工業力学

萩原芳彦 著

機械を学ぶうえで必要な工業力学の基礎事項を8章で構成し、

力のモーメントから物体の運動を決める運動方程式までを平易

な解説と豊富な図面でまとめてある。

〔目次〕力および力のモーメント／集中力と支点の反力／分布

力と重心／摩擦および仕事と動力／質点および剛体の運動学／

質点の動力学／剛体の動力学／エネルギーと運動量A5判 180頁 定価(2,600円+税)9509 978-4-274-13036-6

機械工学基礎講座

工業力学

入江敏博
山田 元 共著

力学はニュートンの三つの法則を基礎として見事に完成された美し
い学問体系であり、細分化された現在のさまざまな工学分野におい
ても、なおその根幹の一つをなしている。本書は、力学の諸原理
を、工学上の実際問題に応用できるよう、日常よく経験する具体的
な例に沿って、詳しく解説したものである。初歩的な微積分の知識
で十分理解できるよう配慮し、200題に及ぶ例題・演習問題によっ
て、理解の充実と応用力の養成とをはかった。大学工学部・工業
短大・高専の機械系のテキスト・参考書に最適。A5判 272頁 定価(2,800円+税)8009 978-4-274-06956-7
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絵ときでわかる

機械力学

門田和雄
長谷川大和 共著

イラストや図を用いて機械工学をわかりやすく解説する「絵と

きでわかる」シリーズの一冊。機械工学に関連した『力学』を

初めて学ぶ方を主対象に、機械を設計するために必要な『力

学』の基本をわかりやすくまとめた入門書。イラストや図を効

果的に用いており、また、章末には多くの演習問題を掲載。

A5判 160頁 定価(2,300円+税)0508 978-4-274-20115-8

機械工学基礎講座

機械力学 I
線形実践振動論

井上順吉
松下修己 共著

機械力学の中心をなす1自由度系および多自由度系の線形振動論
の基礎的な知見およびメカトロニクスに関わる若干の応用的展開に
ついて解説。／運動方程式をたて、振動特性を正確にあるいは近
似的に評価するというアプローチをとり、複雑な機械系を簡単な振
動系にモデル化し、振動現象を解析する実践的な能力を養成。／
多くの例題を設け、計算の考え方や結果をできるだけ図表で提示
し、物理的、視覚的かつ直感的に理解できるよう配慮。／学部学
生の機械力学・メカトロニクスの教科書・参考書に最適。A5判 264頁 定価(2,800円+税)0201 978-4-274-06967-3

機械力学の基礎と演習

萩原芳彦 編著

実際機械におこる力学的問題を解説。演習することで、一層機

械工学に興味がもてるよう工夫した演習書。

〔目次〕力および力のモーメント／集中力と支点の反力／分布

力と重心／摩擦および仕事と動力／質点および剛体の運動学／

質点の動力学／剛体の動力学／エネルギと運動量／力学問題と

ベクトル解析／振動工学の基礎A5判 216頁 定価(2,500円+税)9403 978-4-274-12963-6

振動の考え方・とらえ方

井上喜雄 他著

機械力学の基礎を理解することを前提に、振動そのものと振動

によって引き起こされるさまざまな事象、問題のとらえ方を平

易に解説するテキストブック。

〔目次〕振動という現象と振動問題／共振を捉える／非定常振

動をどう捉えるか／ランダム振動をどう捉えるか／自励振動と

はどういうことか／他A5判 216頁 定価(2,800円+税)9807 978-4-274-13148-6

振動の捉え方

佐藤勇一 著

そもそも「振動」にはどのような種類があるのかという基本的

な知識から説き起こし、振動の基本的な特性を述べ、続いて、

「系の安定性」から「連続した系の振動」の解説へと、記述を

展開。実例に即して具体的イメージを十分捉えられるように、

図を豊富に収録しているほか、補足説明をコラムとして充実さ

せた。数式は途中の計算過程を省略せずに詳述している。A5判 210頁 定価(2,800円+税)1008 978-4-274-20907-9

Excelによる

振動系のダイナミクス

林 卓郎 著

Excel を用いた数値計算プログラミングの基礎知識から、主に

振動分野におけるダイナミクスの諸問題への応用例までを、わ

かりやすく解説する実用書である。Excel にある機能と関数だ

けを使って数値計算を行ったり、読者が色々な条件を変えて、

自ら数値計算を行うことができる。また、要点を明確化した解

りやすい図表を多数掲載いている。B5変判 178頁 定価(3,000円+税)0910 978-4-274-20799-0

振動の学び方

佐藤勇一 著

振動工学に関する体系的な説明を展開するとともに、豊富な図

説により理解しやすい基礎的な参考書。なお、各現象の理解に

数学は欠かせないが、式の変形などよりも物理的な現象の記述

を重視し、数学的な知識がなくても理解できるように工夫され

ている。また、本文の内容理解に役立つ問題演習を各章末に盛

り込んでいる。A5判 214頁 定価(2,800円+税)0711 978-4-274-20483-8

大学課程

塑性学と塑性加工
（第2版）

葉山益次郎 著

〔目次〕序論／応力とひずみ／金属の降伏条件／応力とひずみ

の関係／圧縮変形／曲げ変形／ねじり変形／有限要素法の概念

／平面塑性ひずみの変形／上界および下界の定理／塑性加工概

説／鍛造加工／押出し加工／圧延加工／引抜き加工／転造加工

／せん断加工／曲げ加工／深絞り加工／高エネルギ速度加工

A5判 264頁 定価(2,900円+税)8209 978-4-274-12784-7

機械工学入門シリーズ

材料力学入門
（第2版）

堀野正俊 著

〔目次〕機械技術と材料／単純な引張り応力とせん断応力／そ

の他の応力／曲げ応力／ねじり応力／組合せ応力／コイルば

ね、柱、圧力を受ける円筒／付録／練習問題解答

A5判 176頁 定価(2,000円+税)1710 978-4-274-22119-4

絵ときでわかる

材料力学
（第2版）

宇津木諭 著

初めて機械工学を学ぶ方に好評の入門書「絵ときでわかる」シ

リーズ。イラストや図を効果的に用いることにより、難解な材

料力学の基礎知識を無理なく確実に学習できるようにまとめる

という主旨で、昨今の教育カリキュラムの内容を踏まえ、新し

い題材や実例に即した記述内容としたほか、例題・コラム・章

末問題などを充実させた。A5判 224頁 定価(2,500円+税)1407 978-4-274-21582-7

機械・ロボット 67



基礎から学ぶ

材料力学
立野昌義

後藤芳樹 編著

武沢英樹・田中克昌

小久保邦雄 他共著

本書は、材料力学の基礎をわかりやすくまとめた新しい教科書

シリーズ。わかりにくい概念や難解な数式には、丁寧な解説を

付して理解を促している。また、図を効果的に用い、学生がつ

まづきやすい箇所・重要なポイントを無理なく学べるようにし

た。本文中に例題、章末には「基本問題」と「応用問題」を2

段階で豊富に配している。A5判 292頁 定価(2,800円+税)1310 978-4-274-21446-2

マンガでわかる

材料力学
末益博志

長嶋利夫 共著

円茂竹縄 作画

オフィスsawa 制作

本書は、材料力学の基礎の中から、これだけは理解しておきた

いポイントに絞り、マンガでわかりやすく解説するもの。材質

の特質である変形、また負担を予測する計算方法についても紹

介する。身近な題材をもとに、どこに着目点をおくべきなのか

をマンガで解説し、数式などの複雑な部分は文章解説で学ぶこ

とができるようにした。B5変判 240頁 定価(2,200円+税)1201 978-4-274-06875-1

わかりやすい

材料強さ学

町田輝史 著

身近な材料を取り上げ、実際の機械や構造物に力学的性質がど

のように関わりあっているかを、文章と絵・写真で解説してい

る。SI単位系で統一している。

〔目次〕応力とひずみ／応力-ひずみ関係／環境による応力発生

／材料試験および破壊／組織構造と強さ／はりに働く力／曲げ

応力とはりの強さ／他A5判 248頁 定価(2,800円+税)9901 978-4-274-08672-4

よくわかる

材料力学
萩原芳彦 編著

三澤章博

鈴木秀人 共著

機械系の必須科目の一つ材料力学を図やイラストを使って、は

じめて学ぶ方にもわかりやすく解説してある。

〔目次〕応力とひずみ／引張りと圧縮／はりのせん断力と曲げ

モーメント／はりの応力／はりのたわみ／はりの複雑な問題／

軸のねじり／組合せ応力／ひずみエネルギー／柱の座屈

A5判 196頁 定価(2,500円+税)9604 978-4-274-13063-2

絵とき

材料力学早わかり

伊庭敏昭 著

実際の機械構造をイラスト化し、力学問題を絵とき解説。

〔目次〕材料力学の最初の2文字 材料／これが基本、単純にし

て重要な 引張と圧縮／ヒンジが生み出す面白い構造体 トラ

ス／断面形状が重要な 曲げ／動力伝達シャフトもこの考え方

あればこそ ねじり／曲げモーメントにより破壊 座屈

A5判 160頁 定価(1,800円+税)9602 978-4-274-08656-4

現代

材料力学

平 修二 監修

機械工学科の学生がマスターすべき項目を、例題を多く入れ、

図によってわかりやすく解説した教科書。

〔目次〕序説／引張および圧縮／ねじり／曲げ／組合せ応力と

ひずみ／ひずみのエネルギ／材料の強さと使用応力／曲りばり

／柱／円筒、球および回転円板、回転円筒／平板の曲げ／実験

応力解析A5判 284頁 定価(2,900円+税)7004 978-4-274-12760-1

総説

機械材料
（第4版）

落合 泰 著

専門学校・高専・大学などで長年使用されてきた教科書の改訂

版。本書は「設計に必要な材料の基礎知識」をコンセプトとし

て、材料の組織、性質、加工性、用途などに重点を置いて具体

的に詳述した。今回の第4版では、複合材料や機能材料などを

増補し、最新のJIS材料規格にもとづいて全面的に改訂した。

A5判 192頁 定価(1,800円+税)1404 978-4-274-06994-9

機械材料学
武井英雄

中佐啓治郎
篠崎賢二 編著

材料の物理的構造を平易に記述。／転位論の基礎は式の導出や

拡散、凝固・析出などについても解説。／各種材料の機械的性

質や機能性の本質、評価法などを図表を多用して詳述。／鉄鋼

材料を中心に各種合金材料、セラミックス・複合材料・機能材

料など必須の材料を網羅。

A5判 336頁 定価(3,500円+税)1304 978-4-8445-2160-0

機械工学入門シリーズ

機械材料入門
（第2版）

佐々木雅人 著

金属材料をはじめ非金属材料、新材料まで全てを取りあげ、特

質や加工性などを明解に説明。第2版では、最新のJISにもとづ

き改訂を行い、金属材料記号の表し方、主要金属材料の用途例

を増補し、内容はさらに充実。大学・高専・専門学校などの教

科書に、新人技術者の方々の研修用テキストに最適。〔各章ご

とに練習問題・解答付き〕A5判 216頁 定価(1,980円+税)1005 978-4-274-05004-6

絵ときでわかる

機械材料

門田和雄 著

イラストや図を用いて機械工学をわかりやすく解説する「絵と

きでわかる」シリーズの一冊として、初めて機械材料を学ぶ方

を主対象に機械材料の基本をわかりやすくまとめた入門書。イ

ラストや図を効果的に用いることにより、基礎的な知識を無理

なく確実に学習できるような構成とした。

A5判 180頁 定価(2,300円+税)0605 978-4-274-20207-0
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よくわかる

機械力学

近藤泰郎 編著
小林邦夫 著

機械を設計する際に必要な力学現象や理論、問題をセメスター

制（半期2単位制）の授業でも使えるよう、わかりやすくまと

めた教科書。

〔目次〕力学のまとめ／振動の基礎／1自由度系の振動／2自由

度系の振動／ラプラス変換による運動方程式の解法／機械振動

の計測と制御A5判 174頁 定価(2,400円+税)9511 978-4-274-13044-1

大学課程

機械材料
（第2版）

和田次郎 編著

機械材料の基礎から説き起こし、最新の材料までを網羅し、平

易に解説している。また、経済性までを加味しての材料選択基

準を述べてあるので、適材を適所に使用する能力を養える。

〔目次〕金属材料の選び方／金属材料科学／金属材料／電磁気

材料／高温・低温・環境材料／金属表画処理／他

A5判 276頁 定価(3,300円+税)8212 978-4-274-12787-8

ダイヤモンドの物性
H. B.ノビコフ 編

藤田英一 監訳

細見 暁

久下修平 共訳

〔目次〕ダイヤモンドに関する状態図／ダイヤモンド結晶のモ

ルフォロジー／ダイヤモンド中における化学結合の本質／ダイ

ヤモンドの機械的性質／ダイヤモンドのバンド構造／ダイヤモ

ンドの電気物性／ダイヤモンドの磁気的性質／ダイヤモンドの

熱的性質／ダイヤモンドの光学的性質／他

A5判 240頁 定価(4,757円+税)9311 978-4-274-02254-8

ダイヤモンドの合成
H. B.ノビコフ 他著

藤田英一 監訳

細見 暁

久下修平 共訳

ソ連における工業ダイヤモンドの合成技術研究の動向を知る手

掛りとなると同時に、ダイヤモンドの成因を原点に戻って考え

る足場となる翻訳書。

〔目次〕ダイヤモンド合成の基礎理論／ダイヤモンドの成長／

ダイヤモンド多結晶体の焼結／所定品質のダイヤモンドの取り

出し／ダイヤモンド砥粒A5判 192頁 定価(3,495円+税)9301 978-4-274-02237-1

ダイヤモンドの接着技術
Ю. B. ナイジチ

B. П. ウマンスキー 他著

藤田英一 監訳

細見 暁 他訳

接着概論から始まり、接着機構、接着強度の評価方法といった

接着の基礎知識について解説する一方で、具体的にダイヤモン

ド−金属間における反応機構と接着強度値について多くの実験

データを引用して示されている。また、ダイヤモンドを固定す

るために用いられる金属の選択基準が示されているので、デー

タブックとしても利用できるよう配慮。A5判 160頁 定価(3,204円+税)9210 978-4-274-02234-0

大学課程

機構学
（改訂2版）

稲田重男・森田 鈞

長瀬 亮・原田 孝 共著

〔目次〕総論／リンク装置／カム装置／摩擦電動装置／歯車装

置／巻掛け伝動装置

A5判 224頁 定価(2,300円+税)1611 978-4-274-21971-9

基礎から学ぶ

機構学

鈴木健司
森田寿郎 共著

機構学の基礎をわかりやすくまとめた教科書。機構の一連の動

きをイメージできるようイラストや図を効果的に用いて、丁寧

に解説をしている。また、ある機構が実際に何に使われている

のかを説明することで、知識と実例を結びつけて学習すること

ができる。

A5判 250頁 定価(2,800円+税)1012 978-4-274-20957-4

絵ときでわかる

機構学

住野和男
林 俊一 共著

イラストや図を用いて機械工学をわかりやすく解説する「絵と
きでわかる」シリーズの一冊として、初めて機構学を学ぶ方を
主対象に、機構の基本知識をわかりやすくまとめた入門書。イ
ラストや図を効果的に用いることにより、基礎的な知識を無理
なく確実に学習できるような構成としている。また、章末問題
を盛り込むことにより、独学者にとっても理解度を確認できる
内容としている。A5判 160頁 定価(2,300円+税)0611 978-4-274-20322-0

よくわかる

機構学

萩原芳彦 編著
鈴木秀人 他著

機械系の必須科目の一つ機構学を図やイラストを中心に、はじ

めて学ぶ方にもわかりやすくまとめている。

〔目次〕機械と機構／リンク機構の種類と運動／リンク機構の

運動解析／摩擦伝動装置／巻掛伝動装置／歯車機構／カム機構

／平面機構の出力変位誤差

A5判 208頁 定価(2,800円+税)9603 978-4-274-13058-8

実用機械工学文庫 5 初学者のための

機構学

草ヶ谷圭司 著

機械工学の重要な一分野である機構学が応用と実用の両方に役立
つよう、設計製図や工作技術と関係づけて、理解しやすく秩序だ
てて解説。厳選された図版・写真、簡潔な説明により、“目で見る
機構学”の要素をも盛り込んで、現場で活用できる機構学をめざし
た。機械を理解し、さらに工夫や考案を実現し、改良へと発展す
るための好指導書である本書は、技能士受験者をはじめ、高専・
工業高校の学生諸君や、広く機械に関わる人々の参考書として最
適である。B6判 224頁 定価(1,600円+税)6008 978-4-8445-2504-2
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実用機械工学文庫 16 初学者のための

機械の要素
（第3版）

真保吾一 著

本書は、ねじ、歯車、カム、軸受など、機械を構成する要素、な
らびにこれらが実際に応用されている各種の機械やその機構につい
ての基礎知識を広く取り上げたものである。ひとつひとつについて、
難解な理論はできるだけ避けるとともに、解説図は実体感が得られ
るよう写真や立体図を多用し、平易な解説を付して充分に初学者
の学習の便を考慮した。機械の設計、製作に従事する人、学生諸
君をはじめ、広く機械についての基本的知識の習得を望む方々の
ためのわかりやすい好参考書である。B6判 176頁 定価(1,440円+税)0304 978-4-274-06934-5

機械部品の幕の内弁当
―ロボット博士の創造への扉―

森 政弘 著

創造ということを中心に、新規なことを推進する勇気と心構

え、創造的にものごとを考える方法、ものの見方、固定観念の

打破、継承と創造との関係、新しいアイデアの評価にあたって

の注意、創造性と脳、さらに健康との関係、著者自身が体験し

たいろんな創造や発想法についてわかりやすく解説。発想の仕

方をマスターできる一冊。A5判 244頁 定価(1,600円+税)0301 978-4-274-02492-4

図解メカトロニクス入門シリーズ

アクチュエータ入門
（改訂2版）

雨宮好文 監修
松井信行 著

1986年の刊行以来、若手の技術者、現場の技術者に愛読され、

版を重ねてきたロングセラーの改訂版。

〔目次〕ソレノイド／DCモータの原理と応用／DCモータの種

類と特性／DCモータの電子制御／電子制御による交流運転／

インダクションモータの原理と特性／インダクションモータの

電子制御／ステッピングモータ／他A5判 208頁 定価(2,800円+税)0003 978-4-274-08690-8

電子機械入門シリーズ

アクチュエータの技術

鷹野英司
加藤光文 共著

自動化・省エネルギー化の担い手であるアクチュエータは、家
電製品・工場などで油圧・空気圧駆動におけるモータ、シリン
ダなどとして活用されている。本書は、従来の教科書にみられ
る理論の解説だけでなく、できるかぎり多くの具体例を記述
し、構造・動作や制御回路、マイコンとの融合を通しての制御
法など読者が実践できるような構成とした。高専・職訓短大・
専門学校・工業高校の絶好の教科書。A5判 176頁 定価(2,300円+税)9902 978-4-274-06983-3

大学課程

機械要素設計
（第2版）

倉西正嗣 監修
景山克三 他著

本書の改訂にあたっては、単位をSI単位に改め、理論の説明を

ていねいに展開し、今日的なニーズを念頭に要素を精選し、例

題を豊富にし、二分冊を一冊にまとめ直した。

〔目次〕総論／締結用機械要素／軸、軸継手／軸受および潤滑

法／歯車／巻掛け伝動装置／ばねおよび緩衝装置／ブレーキ、

はずみ車、つめ車／カムおよびリンク装置／他A5判 292頁 定価(3,700円+税)8403 978-4-274-12800-4

メカニズムの事典

伊藤 茂 著

本書は偉大な碩学、浅川権八博士の、明治以来いまなお機械工
学の世界に燦然と輝いている名著『機械の素』を、改題縮刷し
た新版である。本書に収録した応用機構を含むメカニズム800
余例の中には、現在脚光を浴びている産業用ロボットの駆動機
構を始め、あらゆる機構の基本が示されている。機械系学生、
研究者、技術者の座右にあって名実ともに生涯役立つ一書であ
る。A5判 240頁 定価(2,400円+税)8305 978-4-274-06964-2

機械設計
機械の要素とシステムの設計（第2版）

吉本成香

下田博一

野口昭治

岩附信行 他共著

〔目次〕機械設計の基礎／機械材料と強度および安全率／締

結・接合要素／軸系要素／軸受・案内要素／動力伝達要素／ア

クチュエータ／機械システムの設計

A5判 368頁 定価(3,400円+税)1711 978-4-274-22145-3

機械工学入門シリーズ

機械工学一般
（第3版）

大西 清 編著

機械工学を学ぶうえで、ぜひ知っておかなければならない基本

的な事項を簡潔に解説。工業高校、専門学校、高専、大学の機

械系の学生の方々の「知識の整理」と「学習の手引き」のため

に、また広く工業系技術者の参考書として最適。2016年2月時

点での最新JIS規格に対応。

A5判 176頁 定価(1,700円+税)1607 978-4-274-21921-4

実務に役立つ

機械設計の考え方×進め方

鈴木剛志 著

本書は、機械設計者に必要な基礎的知識と方法論を、丁寧かつ

わかりやすく解説した実務指南書。「実際の設計業務や機械の

構成要素との結びつき」に関する基礎を学びつつ、「設計・製

造工程の実務で必須の考え方・仕事の進め方」をイラスト・図

を豊富に使いわかりやすく解説。若手技術者やこれから機械設

計の現場へ赴く学生に最適の一冊。A5判 208頁 定価(2,400円+税)1601 978-4-274-21845-3

3Dプリンタによるプロトタイピング

東京都立産業技術研究センター 編

中小企業等を対象に、3Dプリンタをプロトタイピングとして

活用するときに必要な知識を解説。造形方式から3Dデータの

作り方、仕上がり精度、強度、塗装や今後の課題についても補

足。巻末には事例集として、東京都立産業技術研究センターが

技術支援した実製品の実例を掲載し、各社実製品のニーズに適

した3Dプリンタの活用法を紹介。A5判 200頁 定価(2,400円+税)1409 978-4-274-05059-6
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絵ときでわかる

機械設計
（第2版）

池田 茂
中西佑二 共著

入門書「絵ときでわかる」シリーズの改訂版。“イラストや図

を効果的に用いることにより、難解な流体工学の基礎知識を無

理なく確実に学習できるようにまとめる”という主旨のもと、

昨今の教育カリキュラムの内容を踏まえ、新しい題材や実例に

即した記述内容としたほか、例題・コラム・章末問題などを充

実させた。A5判 232頁 定価(2,500円+税)1406 978-4-274-21575-9

入門

立体形状のラピッドプロトタイピング

一見大輔 著

職業用訓練ソフト「Simple-RP」を使ったラピッドプロトタイ

ピングの入門書。「Simple-RP」は立体形状の各高さの断面輪

郭形状をNCプログラムとして出力する機能やBMP形式の画像

ファイルとして出力する機能を付加しており、ラピッドプロタ

イピングを簡単に体験できる。標準フォーマットSTLファイル

にも対応。B5判 224頁 定価(2,800円+税)1301 978-4-274-06907-9

仕組みがわかる

機械加工と設計

馬緤 宏 著

新人機械設計者が一人前になるために必要な知識を学ぶ入門

書。機械加工の設計は、機械工学をはじめとする工学系の知識

だけでは足りず、これをまとめ上げるためのノウハウが必要に

なる。加工しやすい設計をするために、教科書には書いてな

い、熟練設計者の頭の中だけにあるようなノウハウを、実際の

設計の流れに沿ってわかりやすく解説する。A5判 180頁 定価(2,500円+税)1208 978-4-274-21251-2

基礎から学ぶ

実用機械の設計

渡辺康博 著

実用機械設計の基本を理解する入門書。実際の製作・生産・設

計現場で活かせる実例をもとに解説し、実務設計の流れをわか

りやすく解説している。

〔目次〕設計者の心構え／設計構想の進め方／計画図の書き方

／機械要素の使い方／機械の駆動と制御／設計不良を防止する

には／機械の設計事例A5判 222頁 定価(2,600円+税)1202 978-4-274-21163-8

Excelで解く

機械設計計算

岡田昌樹 著

Excelを使って設計計算を進めていく手順を示している。具体

的には、Excelに入力した公式によって、各数値を出し、その

計算結果を人間が規格に合わせて変更し、またその値を利用し

てExcelが計算をするという、人間とExcelの連携によって設計

を進めていく。機械計算の基本をExcelで行う方法から、具体

的な計算方法までを平易に解説。B5判 192頁 定価(3,400円+税)1101 978-4-274-06839-3

基礎

機械設計工学
（第3版）

兼田もと宏
山本雄二 共著

機械は共通の機能を果たす基本的部品、すなわち“機械要素”か
ら構成されており、機械設計においては、この機械要素に関す
る知識が不可欠である。本書では、機械設計工学の基本的な考
え方をわかりやすく解説し、さらに、ねじ・歯車・軸・軸受な
ど各種機械要素の機能や実際問題への適用のしかたを具体的に
解説した。第3版では、当初から積極的に配してきた例題をさ
らに充実。機械系で学ぶ学生の教科書・参考書として好適。A5判 240頁 定価(2,900円+税)0909 978-4-274-06953-6

自己組織機械システムの設計論

村田 智
黒河治久 共著

本書は、自律分散思想に基づく自己組織機械システムの設計に

ついて、実例に基づいて解説するもの。今まで行われてきた研

究を紹介しながら、自己組織化や自己組み立て、自己修復、運

動の自己組織化を解説し、最後には今後の応用としてマイクロ

マシンやDNAナノテクノロジーまでを紹介する。

A5判 266頁 定価(3,800円+税)0909 978-4-274-20756-3

やさしい

機械設計の考え方・進め方

住野和男 著

はじめて機械設計を学ぼうとする方々を主対象に、機械設計の

基本をやさしくわかりやすくまとめている。図表を効果的に用

いながら基本事項について、ていねいに解説を行い、初学者に

も機械設計の基本が一目でわかるようビジュアルにまとめた。

B5判 176頁 定価(2,600円+税)0810 978-4-274-20607-8

考え方・進め方

強度設計の基礎

飯野牧夫 著

設計基準の考え方を再考させられる航空機事故や輸送機事故が

近年多発している。そういった社会情勢も踏まえ、理数科再教

育が必要な機械系学生に対しても、わかりやすく強度設計の知

識を伝授する事を基本コンセプトにする。内容は高度だが体系

立って整理と工夫を凝らした基礎的参考書となっている。

A5判 184頁 定価(2,500円+税)0511 978-4-274-20155-4

機械工学基礎講座

機械設計工学
―機能設計―（第2版）

井澤 實 著

機械設計には、工学上の広い知識と総合力が要求されている。
「機械設計」は従来から一般的には各機械要素ごとの分類がなされ
てきたが、本書ではそれらが具備している機能面からの分類整理を
試み、設計上の計算方法と各要素と特徴およびその注意事項を述
べた。とくに、油空圧装置の設計を送り運動要素の章でとり上げ
た。設計実務に密接した適切な例題と豊富な演習問題を挿入した
機械系学生や技術者の絶好のテキスト。今回、SI単位に改訂する
とともに軸受、はずみ車、ばねの項を充実させた。A5判 360頁 定価(3,500円+税)9908 978-4-274-06966-6
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機械設計入門
（第3版）

大西 清 著

機械設計は、すぐれた性能をもった機械を生み出すための造的
な働きであり、機械生産のプロセスにおいては作業を指揮する
頭脳に相当する。本書は、機械設計の基礎である機械要素につ
いて、図・表を豊富に用いてわかりやすく解説したものであ
る。今回、JIS規格のSI移行の現状をふまえた全面的見直しと、
新しい事項との差し替えを行った。短大・高専・専門学校の教
科書として、また実務に直結した参考書として好適である。A5判 176頁 定価(2,220円+税)9803 978-4-274-06936-9

大学課程

機械設計学
（第2版）

網島貞男
下間頼一 共編

JISの見直しやその後の機械要素との入れ替えを行うとともに、

全面的にSI単位を導入した改訂版で、大学の機械系の教科書。

〔目次〕機械設計の基礎／構成要素／軸系要素／管系要素／ば

ね、緩衝、調速装置／歯車伝動装置／他

A5判 264頁 定価(2,900円+税)8512 978-4-274-12811-0

機械工学入門シリーズ

機械設計入門
（第4版）

大西 清 著

本書は、機械設計の基盤である「機械要素」（ねじ、キー、軸、

歯車等）の取扱い、選び方、設計手順等について、図・表を豊

富に用いてわかりやすく解説。2015年7月時点での最新JIS規格

にもとづいて本書の全体を見直し、紙面レイアウトも一新した

17年ぶりの改訂「第4版」。

A5判 248頁 定価(2,300円+税)1510 978-4-274-21808-8

手巻きウインチの設計
（第3版）

機械設計研究会 編

手巻きウインチを課題に、設計の考え方、計算の方法から、実

例計算、材料・寸法の決定まで、一貫した手順を全章に展開。

／実践力・応用力の養成に絶好のテキスト。

A5判 192頁 定価(2,000円+税)1303 978-4-274-05003-9

機械設計入門シリーズ

冷凍機の設計・製図

蓮見善久 著

本書は、機械設計製図を学習する大学高年次の設計演習や、一
般の機械設計業務上頻繁に出会う題材としての小形往復圧縮式冷
凍機を取り上げ、主要部の性能設計から強度設計までのプロセス
をきめ細かく説明し、CADによる製作図として出力できるように解
説したものである。特に重要なピストンクランク機構運動を検証・
解析するためのプログラムや冷凍サイクルの面白さに加え、環境へ
の配慮として代替フロンHFC・134aの採用など機械設計製図の奥
行きと多面性を知るには絶好の参考書である。B5判 136頁 定価(2,000円+税)9409 978-4-274-06988-8

わかりやすい

図学と製図

住野和男 著

製図を学ぶ学生のなかには、CADのコマンドにない図形が描

けない方も増えてきているのが実情である。近年、図形作成の

根幹であり、空間認識の素養を育てる図学へのニーズは着実に

増えてきている。そこで本書は、図学における作図の基本を学

ぶことにより、実際に製図を行うための基礎力を養える内容構

成になっている。B5判 176頁 定価(2,600円+税)1112 978-4-274-21116-4

図説

図学

稲葉武彦
藤原順介 共著

図で構成されるものを解析する学問である図学では、図表現と

読図を繰り返して行っていくことが、構造や構成の理解力を増

すために重要。本書は、図学の基本をわかりやすく解説すると

ともに、充実した実習課題を掲げた。CADについても描画の

仕組みをまとめた。

B5判 184頁 定価(2,500円+税)0906 978-4-274-20723-5

プロダクトデザインのためのスケッチワーク

増成和敏 著

デザイン開発において必要とされる手描きのスケッチワークに

ついて習得することを目的としている。たとえデッサン教育を

受けていなくても、アイデアを表現できるスケッチ力を身につ

けることができる。フリーハンドでスケッチを描くことによ

り、アイデアをまとめたり、相手に伝えたりするための手法が

満載。B5判 176頁 定価(2,400円+税)1309 978-4-274-06928-4

わかりやすい

テクニカルイラストレーション

豊沢豊雄 監修
桑島平治 著

基礎から応用までのエッセンスをわかりやすく解説。

〔目次〕テクニカルイラストレーションの概要／立体図投影の

基礎／軸測投影法／基本部品の作図法と材質表現／テクニカル

イラストレーションの各種作図表現法／透視投影法／斜め投影

法／テクニカルイラストレーション検定試験の学科問題／テク

ニカルイラストレーション用語表A5判 150頁 定価(2,000円+税)9703 978-4-274-08665-6

JISにもとづく

標準製図法
（第14全訂版）

大西 清 著

〔目次〕製図について／図面の構成について／図法幾何学と投
影法／図形の表し方／寸法記入法／サイズ公差の表示法／幾何
公差の表示法／表面性状の図示方法／溶接記号とその表示法／
材料表示法／主要な機械部品・部分の図示法／CAD機械製図
／図面管理／スケッチ／その他の工業部門製図／製図器材とそ
の使い方／JISにもとづく標準図集および製図者に必要なJIS規
格表A5判 224頁 定価(1,900円+税)1711 978-4-274-22118-7
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JISにもとづく

機械設計製図便覧
（第12版）ワイド版

大西 清 著

『JISにもとづく機械設計製図便覧（第12版）』を底本として判

型をB6からB5に拡大した「ワイド版」。機械系の設計者、製図

者、工作技術者、機械系の学生のみなさんの日常業務・勉学に

おいて、便利に活用できるようにまとめた必携書です。最新

JIS製図総則（JIS Z 8310）、機械製図（JIS B 0001）に準拠。

B5判 720頁 定価(7,200円+税)1605 978-4-274-21906-1

JISにもとづく

機械設計製図便覧
（第12版）

大西 清 著

1955年の初版発行以来、実用的な機械設計便覧として、広く活
用されているロングセラー。2015年7月時点での最新規格にも
とづいて見直しを行った。
〔目次〕諸単位／数学／力学／材料力学／機械材料／機械設計
製図者に必要な工作知識／幾何画法／締結用機械要素の設計／
軸、軸継手およびクラッチの設計／軸受の設計／伝動用機械要
素の設計などB6判 720頁 定価(4,000円+税)1511 978-4-274-21830-9

機械工学入門シリーズ

要説 機械製図
（第3版）

大西 清 著

「機械製図法の全般」を要領よく明快に解説した手引書。図示

に関するJIS規格についてはもちろん、主要な項においては

「加工法」にもできるだけふれ、機械製作情報を正確に表現し、

読みとるための要点を実際に即してわかりやすく解説。大学・

短大・高専・専門学校の講義用テキストとして、また、広く機

械技術を学ぶ方々の参考書として絶好の書籍。A5判 184頁 定価(1,700円+税)1503 978-4-274-21724-1

やさしい

機械図面の見方・描き方
（改訂2版）

住野和男

鈴木剛志

大塚ゆみ子 共著

本書は、はじめて機械図面を学ぼうとする人を対象に、機械図

面の基本をやさしく丁寧に解説した製図書。改訂2版では、製

図のコツや注意点を吹き出し形式にして、ポイント解説する箇

所をさらに増やし、よりわかりやすい内容構成にした。最新の

JIS改正に完全対応。

B5判 196頁 定価(2,500円+税)1407 978-4-274-21579-7

JISにもとづく

機械製作図集
（第7版）

大西 清 著

本書は図面がもつ本来の役割を踏まえ、機械製図の演習に最適

な製作図例を厳選し、すぐれた図面の描き方を解説している。

第7版では最新JIS規格、JIS Z 8310：2010、JIS B 0001：2010、

JIS Z 3021：2010等にもとづき全体を点検・刷新、製造現場の

デジタル化・グローバル化に対応した。

B5判 144頁 定価(1,800円+税)1403 978-4-274-06991-8

基礎製図
（第5版）

大西 清 著

図面の正しい読み方、正しい描き方を、豊富な図表を用いて、わ
かりやすく解説した。第5版では、製図総則、機械製図のJIS規格
改正にもとづき改訂を行い、併せて、溶接記号（JIS Z 3021：
2010）、歯車製図（JIS B 0003：2012）、その他の機械要素関連
規格についても見直しを加え、内容の一層の充実を図った。製図
教科書のスタンダードともいえる本書は、大学・高専・工業高校の
教科書、企業内研修等のテキストとして最適。B5判 136頁 定価(2,080円+税)1303 978-4-274-06941-3

100の事例で理解する

機械製図

岡村貴句男 著

新人機械設計者が一人前になるために必要な知識を学ぶ入門

書。機械製図は、機械工学をはじめとする工学系の知識だけで

は足りず、これをまとめ上げるためのノウハウが必要になる。

本書では、設計、材料、トライボロジー、熱処理、機械加工な

どを対象として、これらを機械製図という範疇で解説してい

る。A5判 248頁 定価(2,800円+税)1302 978-4-274-21332-8

基礎から学ぶ

機械製図

基礎から学ぶ機械製図編集委員会 編

〔目次〕機械製図の理解と準備／立体図を平面図に置き換える

投影法／図面に必要な他の表示事項／主な機械要素の製図法／

規格および参考資料／製図課題の参考例／参考図面／付録（ド

ラフターの使い方／機械製図の手順／スケッチ製図）

B5判 208頁 定価(2,800円+税)1211 978-4-274-21290-1

JISにもとづく

標準機械製図集
（第7版）

大柳 康
蓮見善久 共著

JIS機械製図の基礎知識を解説するとともに、厳選した製図課

題27例を掲げ、機械製図の基本が身につくよう編集。今回、機

械製図、溶接記号などのJIS規格改正にもとづき改訂を行い、

併せて、その他の機械要素関連規格についても見直しを加え、

内容の一層の充実を図った。大学・高専・工業高校の学生諸

君、現場技術者の皆さんの製図手本として最適。B5判 144頁 定価(1,900円+税)0703 978-4-274-05005-3

見方・かき方

機械図面
高橋眞太郎
三宅圀博
田村吉平 他著

1台の機械が完成するまでには、さまざまな機械図面を理解す

る力が必要になるが、一般には図面を直接読みかきする機会は

ほとんどない。本書は、機械図面の実例を豊富に取り上げて、

伝導、管、構造物など機械要素の設計に必要な知識と図面の見

方・かき方の基礎をわかりやすく解説している。

B5判 248頁 定価(2,900円+税)0501 978-4-274-08757-8
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大学課程

基礎製図学
（改訂2版）

下間頼一
坂口一彦 他著

〔目次〕製図学抄史（図法／文字の文化史抄／図面の文化史抄

／レタリング）／図学（基礎図法／点・直線・平面／多面体・

曲面／展開・断面・相貫／接触・陰影）／工業製図（機械製図

法の基礎／機械要素の製図法／精度・加工・材質／CAD製図）

A5判 248頁 定価(3,200円+税)9203 978-4-274-12895-0

絵とき

機械図面のよみ方・かき方

小町 弘 著

〔目次〕機械図面とは／図面のよみ方・かき方の基礎知識（製

図用具・用品とその使い方／図面のかき方の基礎）／機械図面

のよみ方・かき方（理解しやすい図示法のいろいろ／いろいろ

な図示のくふう／図形の省略のしかた／特殊な図示のしかた／

寸法のよみ方・かき方／面の肌とはめあいの決め方／図面のつ

くり方／スケッチ）B5判 152頁 定価(2,900円+税)9111 978-4-274-08629-8

新機械設計製図演習5

歯車増‐減速機・油圧ジャッキ・動力ウインチ

岩井 実
石川義雄 共著

〔目次〕はすば歯車増・減速機（設計の基礎知識／設計システ

ムの概要／基本設計／他）／ウォームギヤ減速機（設計の基礎

知識／設計システムの概要／基本設計／他）／油圧ジャッキ

（種類と構造／設計システムの概要／他）／動力ウインチ（種

類・構造／設計システム／基本設計／巻胴／ロープ車／歯車減

速装置／他）B5判 232頁 定価(3,700円+税)8911 978-4-274-08606-9

新機械設計製図演習3

エンジン-ガソリン／ディーゼル

齋藤 孟 監修

〔目次〕ガソリンエンジン（設計の予備知識／エンジンの主要

諸元および性能設計／主要部品の設計／設計図例）／ディーゼ

ルエンジン（設計の予備知識／エンジンの主要諸元および性能

設計／主要部品の設計／クランク軸系の検討／設計図例）

B5判 208頁 定価(3,500円+税)8908 978-4-274-08603-8

新機械設計製図演習4

渦巻ポンプ・歯車ポンプ・遠心ファン

押田良輝 他著

〔目次〕渦巻ポンプ：概要／設計課題と手順／設計（揚水量と

口径／全揚程／回転数／比速度／諸損失／効率／所要動力／

他）／歯車ポンプ：概要／設計課題と手順／設計（口径／全圧

力／回転数と駆動方式／原動機出力／他）／遠心ファン：概要

／設計課題と手順／設計（風量と吸込みおよび吐出力／圧力ヘ

ッド／他B5判 160頁 定価(3,300円+税)8902 978-4-274-08599-4

新機械設計製図演習1

手巻ウインチ・クレーン

大西 清 著

〔目次〕手巻ウインチ（機械設計とSI単位／設計システムの概

要／ワイヤロープの設計システム／巻胴の設計システム／機械

要素部品の設計システム／クランクハンドルの設計システム／

つめ車装置の設計システム／他）／天井クレーン（天井クレー

ンの設計システムの概要／鋼構造部分の設計システム／他）

B5判 176頁 定価(3,700円+税)8802 978-4-274-08589-5

機械設計製図演習4

ブロワ・プレス・クレーン編
（第2版）

押田良輝 他著

力学上、工作上に設計計算をどのようにすすめるかを、各課題

に基づいて設計の初めから最後までわかりやすく記述してい

る。

〔目次〕送風機の設計（ターボブロワ）／プレスの設計（可傾

式パワープレス）／クレーンの設計（7.5t普通形天井クレー

ン）B5判 176頁 定価(3,600円+税)7701 978-4-274-08425-6

AutoCAD LT2016 機械製図

間瀬喜夫
土肥美波子 共著

機械製図の基礎が学べるAutoCADの入門書。機械製図の専門

家が作成した演習図面を、操作手順に則り実際に作図していく

ことで、AutoCADの基本操作から実践的な操作まで、無理な

く習得。AutoCAD 2016/LT2016 対応版。

B5判 288頁 定価(2,800円+税)1602 978-4-274-21846-0

DXFハンドブック
（第2版）

落合重紀 著

DXF（ディーエックスエフ、Drawing InterchangeFormat）

はアメリカのオートデスク社が規定しているCADの図面フォ

ーマットで、事実上、業界標準となっている。CADソフト間

のデータの互換性を維持するため、CADユーザーはDXFに関

する知識が不可欠である。改訂にあたってDXFの最新の内容

を盛り込んだ。B5判 512頁 定価(7,600円+税)1311 978-4-274-06945-1

AutoCAD LT2013 機械製図

間瀬喜夫
土肥美波子 共著

機械要素や機械部品を題材にした豊富な演習問題によって、

AutoCADによる機械製図が実用レベルまで習得できる。

B5判 288頁 定価(2,840円+税)1211 978-4-274-06999-4
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思いのままのモノづくり 美しい3D CAD

飯田吉秋 著

SolidWorksをはじめ、3D CADソフトは、機能実現のための設

計のみならず外観デザイン作成についても多機能となってい

る。本書は、繊細な表面設計に重点をおいたデザイン手法を解

説。CADオペレータがより本格的なデザイナーへと進むため

のノウハウをまとめた。

B5変判 266頁 定価(3,800円+税)0805 978-4-274-50178-4

AutoCAD LT2005 機械製図

間瀬喜夫
土肥美波子 共著

機械要素や機械部品を題材にした豊富な演習問題によって、

AutoCADによる機械製図が実用レベルまで習得できる。

B5判 256頁 定価(2,800円+税)0411 978-4-274-06940-6

思いのままのモノづくり
―3D CAD徹底解説―

飯田吉秋 著

造形デザイナー（意匠デザイナー）のための3D CADの正しい

使いこなし方法を、考え方および実例を示し解説するもの。本

書によりデザイナーは、造形デザインをスムーズに行うノウハ

ウを得るとともに、NC等で使用できるデータまでを作成する

ことができる。デジタルスカルプチャ時代の幕開けにふさわし

い内容である。B5変判 304頁 定価(2,800円+税)0410 978-4-274-94708-7

図解メカトロニクス入門シリーズ

CAD／CAM／CAE入門
（改訂2版）

雨宮好文 監修
安田仁彦 著

1986年の刊行以来、若手の技術者、現場の技術者に愛読され、

版を重ねてきたロングセラーの改訂版。

〔目次〕CAD/CAM/CAEとは何か／CAD/CAM/CAEシステ

ムのハードウェア／CAD/CAM/CAEシステムのソフトウェア

／コンピュータグラフィックス／形状モデリング／形状モデル

に基づくCAE／他A5判 200頁 定価(2,600円+税)9903 978-4-274-08676-2

MATLAB/Simulinkによるモデルベースデザイン入門

三田宇洋 著

数値解析ソフトウェア「MATLAB/Simulink」を使い「モデ

ルベースデザイン」について解説。DCモータの制御系設計を

題材にし、モデルベースデザインの工程を、製品解説のプロセ

スであるV字プロセスと対応させながら学ぶ。本書内で解説し

ているサンプルプログラムについては、オーム社ホームページ

より提供。B5判 280頁 定価(3,800円+税)1306 978-4-274-21402-8

機械設計のためのモデルベース開発入門
―MATLAB SimMechanicsによるモデリング・運動解析―

大川善邦 著

MATLAB/Simulink上で動作するSimMechanicsによる、機械

のモデリングと運動解析の入門書。MATLABの基本的な使い

方から、モデリングの基礎、さまざまな事例を対象にしたモデ

リングや解析の方法を解説。企業での新人教育や、機械系・物

理系の学生の学習などに最適。

B5判 210頁 定価(3,000円+税)0710 978-4-274-20461-6

いまからはじめるNC工作
―Jw_cadとNCVCでかんたん切削―（第2版）

眞柄賢一 著

本書は、フリーソフトで定評のあるJw_cadとNCVCを用いて、

CAD/CAMの入門から実際の製作に至るまでを解説。

B5変判 272頁 定価(2,800円+税)1711 978-4-274-22164-4

入門NCプログラミング

一見大輔 著

NCプログラムは自動作成されたプログラムだけではすべてに

対応できない。プログラムの基本はマニュアルプログラミング

であり、これを理解しておくことが機械加工技術者にとっては

必須である。本書は職業訓練用フリーソフト「CAM13」を利

用して、マシニングセンタのNCプログラムに的を絞り、独学

でマニュアルプログラミングを習得できるようにしたもの。B5判 180頁 定価(2,800円+税)1101 978-4-274-06837-9

機械工作要論
（第4版）

大西久治 著
伊藤 猛 改訂

鋳造・溶接・塑性加工・切削加工からNC加工・特殊加工・手

仕上げと組立て・精密測定まで、広範な機械工作の全分野を網

羅。各種加工の原理としくみ、工作法の実際を豊富な図版によ

ってやさしく解説。大学・高専の教科書・参考書に最適。

A5判 288頁 定価(2,300円+税)1304 978-4-274-05008-4

機械工作概論
（第2版）

萱場孝雄
加藤康司 共著

本書は、大学工科系の機械工作法の教科書として鋳造、切削、
研削、塑性をはじめ、各種精密加工、溶接、切断、粉末冶金に
いたる幅広い加工技術をコンパクトにまとめたものである。加
工技術の概要が、素早く修得できるよう、順序よく平易、簡明
に解説されているので、大学、高専の機械工作講座用としては
もちろん、機械系以外の教材としても好個の著である。今回、
単位系SI移行による改訂を行った。A5判 256頁 定価(2,500円+税)9501 978-4-274-06963-5
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機械工学入門シリーズ

機械工作入門

小林輝夫 著

本書は、鋳造、溶接、塑性加工など各種工作法の基本理論を実
際に即してわかりやすく解説したものである。切削加工、研削
加工の工作機械は汎用機械をとりあげ、数値制御工作機械では
NC旋盤、NCフライス盤などの仕組みと制御プログラムを解説
するなど、豊富な図・表で基礎から最新の知識までを解説し
た。短大・高専・専門学校・企業内研修のテキストとして好
適。A5判 240頁 定価(2,400円+税)9111 978-4-8445-2275-1

実用本位

板金展開詳細図集
（改訂版）

池田 勇 著

円すい、円筒、角すい、角筒あるいはこれらの組合わせなど、あら
ゆる形状を網羅収録。種々の板金製品を形状別に分類し、簡単な
ものから複雑なものへと体系づけて配列するとともに、個々に明快
な立体図を掲げ、作図順序を箇条書きで示して、展開図の描き方
の詳細を理解しやすく説明。なお、巻頭に平面用器画法を図解で
示し、目次の各項目には立体のイラストを添えて図でわかる目次に
するなど、読者の便を充分に考慮した。学生・技術者の皆さんに
とって最も使いやすく、わかりやすい参考書。A5判 148頁 定価(2,100円+税)0003 978-4-274-05028-2

機械技術入門シリーズ

板金工作の実技
小林一清
萩原國雄
水沢昭三 共著

本書は、手工板金の工作実技の概要を簡明に説明したものである。
板取り法、けがき、切断などの基本を説明したのち、折り曲げ・打
ち出し加工、接合法の実際を解説した。板金職種技能検定実技
課題の章では、問題の解説と完成にいたるまでのプロセスを詳細に
説明し、また曲げ板金1、2級課題の展開図の作り方についての章
を設けるなど、初心者から技能検定受験者、さらに建築板金「基
幹技能者」資格を取得しようとする人（指定教材）までの絶好の
実技解説書。A5判 152頁 定価(2,100円+税)9209 978-4-8445-2519-6

板金製缶 展開板取りの実際
厚板 ・求角 ・曲げ計算まで

繁山俊雄 著

従来の経験的な工場板金法を理論的に解明し、作図または計算
による合理的な展開板取り法を紹介。平面用器画法、一般の展
開板取り法はもとより、大きな現寸図を計算によってかく方
法、板厚を考慮した展開板取り法、作図による折曲げ角度の求
め方など、これまで公開されなかった方法を、実物写真や二色
刷りにより、見やすく使いやすく図解詳述。板金板取りは、万
能の威力を発揮する本書で完ぺき。A5判 192頁 定価(2,700円+税)7309 978-4-274-06972-7

実物写真入り

板金板取り展開図集
（全訂版）

大西久治 著

板取りは、経験や秘法のみならず、理論的な展開図法によって

正確にできる。展開図を描くには、投影図法を知り、それには

平面図法を学ぶ必要がある。本書では、平面図法と投影図法の

基礎から展開図の描き方の実際を、形状ごとに実物写真と展開

図を掲げて、初歩の方にもわかりやすく図解詳述した。実務に

携わる方々、学生諸君のテキストに好適。A5判 152頁 定価(1,600円+税)7111 978-4-274-05022-0

よくわかる

板金・製カン作業法

大西久治 編

本書は、手工板金、機械板金、製カン、溶接など、相互に関連
したそれぞれの作業について、基本技術およびこれをささえる
理論を説明したものである。各作業ごとに具体的な多くの図・
写真を使ってわかりやすく詳述した。なお、新しい技術につい
てもふれて内容の充実を図った。初学者のための手引き書とし
て、また実務者の参考書、指導書としても絶好の実用書であ
る。B6判 280頁 定価(1,900円+税)6206 978-4-8445-2514-1

実用機械工学文庫 9 よくわかる

木型と鋳造作業法

横井時秀
鵜飼嘉彦 共著

一品生産・多品種少量生産の強い味方“鋳造”について解説し
た、待望の復刊書です。その中心課題である木型などの原型の
つくりかた、鋳型のつくりかた、鋳物をつくり上げるまでの作
業の要点を、多数の図や写真を用いて丁寧に解説しました。さ
らに、鋳造作業の機械化にともなって要求される様々な新しい
技術についてもふれられています。新入社員用技術テキストと
して、また初級技術者の方々の参考書として最適です。B6判 264頁 定価(2,000円+税)6108 978-4-274-05034-3

実用機械工学文庫 23 よくわかる

仕上ゲ作業法

大西久治 編

仕上ゲ作業に必要な基礎知識と基本技術の全般を、読図、ケガ

キ、手仕上ゲ、機械加工、ハメアイをはじめ組ミ立テ作業まで

に至る各作業相互の関連性に充分注意を払って解説したもので

ある。また、図や写真を有効に使い、基本の習熟から応用への

しかたをわかりやすく解説した。初学者の入門書として、現場

技術者の参考書として最適である。B6判 312頁 定価(1,700円+税)6307 978-4-274-05024-4

作刀の伝統技法

山中貞則 序
鈴木卓夫 著

本書は、永年にわたり日本刀を自分の目で確かめ、調査研究に
打ち込んできた著者が、日本刀製作に用いられる鋼の折り返し
鍛錬法、心鉄と皮鉄による複合構造形成などの高度な技術の
数々を、写真・図版を豊富に駆使して説明したものである。さ
らに、刀身の製作技術とともに育まれてきた高度な研磨技術、
外装の装飾技術についても詳細に解説した。日本刀に関心を持
たれる方々にとって絶好の参考書。A5判 208頁 定価(2,800円+税)9411 978-4-8445-8563-3

漆芸の伝統技法

佐々木英 著

古来よりわれわれの生活に溶け込み愛用されてきた漆器は、長

い歳月を経てもその美しさを失うことがない。本書は、永く受

け継がれ、磨きあげられてきた技法を、懇切な工程写真と具体

的な作品例によって平易に図解詳述したものである。はじめて

漆芸に携わる方々はもちろん、ひろく漆芸に関心を持ち、これ

を愛好・鑑賞される方々のための絶好の参考書である。A5判 240頁 定価(3,000円+税)8612 978-4-274-05031-2
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陶芸の土と窯焼き

大西政太郎 著

陶芸界の碩学である著者が『陶芸の釉薬』、『陶芸の伝統技法』
についで、よいやきものの骨子“根っ子”たる土と焼きの秘密を
解き明かす。作陶者としての確かな実感と広範な研究成果を駆
使して、その実態を歴史的・地域的に追求し、現在の作陶のア
プローチの実際を写真・図表資料を豊富に用いて詳述。より優
れた独的なやきものづくりを目指す方や深い鑑賞、鑑定眼を養
おうとする方の待望の座右書。A5判 200頁 定価(2,300円+税)8301 978-4-274-05013-8

金工の伝統技法
香取正彦
井尾敏雄
井伏圭介 共著

古来より伝承されてきた鋳金・彫金・鍛金の伝統技法を集め、
これを具体的作例を示しながら豊富な挿図を使ってわかりやす
く解説。特に実際の制作に必要な用具や工具のつくり方と使い
方など、これまで比較的表に出なかった技術的なポイントを公
開し、作品の鑑賞にはもちろん、デザインや実際の制作にも参
考となるよう考慮した。金工作家、研究者および広く工芸愛好
家に好個の一書である。A5判 240頁 定価(3,000円+税)8605 978-4-274-05023-7

基礎から学ぶ

熱力学
吉田幸司 編著

岸本 健・木村元昭

田中勝之・飯島晃良 共著

大学・高専を対象にした熱力学の教科書。わかりにくい概念や

難解な数式に丁寧な解説を展開するとともに、図によって理解

が進むよう工夫。熱力学を学ぶときつまづきやすい箇所、重要

なポイントをイメージしやすく、無理なく学べる内容構成。ま

た、解きながら理解できるよう、本文中に例題、章末には「基

本問題」と「発展問題」を掲載。A5判 264頁 定価(2,500円+税)1602 978-4-274-21854-5

マンガでわかる

熱力学
原田知広 著

川本梨恵 作画

ユニバーサル・パブリシング 制作

大学の学部レベルで学習する熱力学の基礎をマンガで解説。エ

ントロピーなどの抽象的になりがちな概念を身近な例を用いて

ていねいに解説することで視覚的に理解できる。はじめて熱力

学を学習する方に最適の一冊。

〔目次〕温度と状態方程式／熱力学第1法則／熱力学第2法則／

エントロピー／ブラックホールと熱力学B5変判 208頁 定価(2,200円+税)0912 978-4-274-06688-7

熱力学を学ぶ人のために

芦田正巳 著

熱力学は扱う現象が日常的なものなので、物理的な重要性に気

づきにくく、意味が曖昧になりやすい。本書は熱力学の考え方

をつかんで、特に理学部の学生向けに必要なポイントを絞っ

て、読みやすいテキストにしたもの。本書の内容がきちんと理

解できたならば、熱力学の基礎的なことはすでに身に付いてお

り、本書で扱わないテーマも自力で、理解することができる。A5判 224頁 定価(2,400円+税)0811 978-4-274-06742-6

基礎からの

熱力学

石田 愈 著

これから熱力学を本格的に学ぶ人を対象に、熱力学の基礎理

論、熱力学におけるものの見方や考え方を基礎から理解できる

ように、体系を重視しつつ、わかりやすく解説している。各章

末尾には、『本章のまとめ』、『章末問題』を収録し、理解度を

読者自らチェックできる構成となっている。

A5判 176頁 定価(2,800円+税)0602 978-4-274-20195-0

はじめて学ぶ

熱力学
齋藤孝基
濱口和洋
平田宏一 共著

実際の機械や装置がいかに熱力学の知識を必要とし、かつ設計

されているかを重視して、なるべく抽象的な概念を避け解説。

難解な部分はPLUS 1として囲み記事を設け、数式の展開は例

題と演習問題を豊富に設けて自信が深められるよう配慮してい

る。近年重視されている環境問題についても熱力学の立場から

解説。A5判 246頁 定価(2,800円+税)0203 978-4-274-08725-7

図説

基礎熱力学
YunusA. Cengel
MichaelA. Boles 共著

浅見敏彦 他訳

米国で広く読まれている「Thermodinamics-AnEngineering

Approach」の前半部分の翻訳版で、熱力学の基礎を工学的な

アプローチから、豊富な図と演習問題で平易に説明。

〔目次〕熱力学の基礎概念／純物質の性質／熱力学第一法則：

閉じた系／熱力学第一法則：開いた系／熱力学第二法則／エン

トロピー／第二法則の工学的応用／換算表B5判 450頁 定価(4,900円+税)9702 978-4-274-13081-6

マグロウヒル大学演習

応用熱力学
MichaelM.Abbott
Hendrick C.VanNess 共著

大島広行 訳

定常流のエネルギー方程式と応用や実際の流れ過程における仕

事と損失など、演習を通して知識が得られる。

〔目次〕基本概念と第一原理／熱力学第二法則／熱力学の数学

的定式化／純物質の状態量／PVT系の状態方程式と対応状態

の相関／流れ過程の熱力学／実在の流れ 仕事とエントロピー

の分析A5判 248頁 定価(2,300円+税)9602 978-4-274-13059-5

わかりやすい

非平衡熱力学

K. S. Forland 他著
伊藤靖彦 監訳

〔目次〕理論（不可逆過程におけるエントロピー生成／流速方

程式／濃淡電池における輸送プロセス／温度勾配のある系／動

場、遠心力場におかれた系）／応用（液絡あるいは膜を有する

電池の起電力／カチオン交換膜の輸送特性／生物系におけるエ

ネルギー変換／非等温系の輸送現象）／熱力学諸式／オンサー

ガーの相反定理／他A5判 280頁 定価(4,369円+税)9211 978-4-274-12916-2
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絵とき

熱力学のやさしい知識

北山直方 著

〔目次〕物理量としての熱エネルギー／熱力学の第1法則（歴史

に残るジュールの実験／熱力学の第1法則／他）／熱力学の第2

法則（熱力学の第1法則だけでは十分でない／熱力学の第2法則

／他）／熱エネルギー変換（歴史が誇るカルノーの提案／熱機

関の基本要素／他）／熱流を加速する／熱力学の周辺

A5判 178頁 定価(2,900円+税)8805 978-4-274-08593-2

図解

熱力学の学び方
（第2版）

谷下市松 監修
北山直方 著

昭和52年に初版発行以来、熱力学を苦手とする人の力づよい参

考書として好評を得ているもの。熱力学の進歩に合わせて全体

を見直し、改良を図るとともに、SI単位へ全面的に移行させ、

例題の充実と演習問題を設けるなど、新しくてさらにわかりや

すい内容に改めた。

A5判 264頁 定価(2,900円+税)8411 978-4-274-08546-8

模型づくりで学ぶ

スターリングエンジン
岩本昭一 監修

濱口和洋

戸田富士夫

平田宏一 共著

模型づくりを通じて、スターリングエンジンの設計・製作を学

ぶとともに、開発経緯や基礎理論を押さえ、スターリングエン

ジンをていねいに解説する。さらに、現在の研究動向や実用化

例（燃料電池と複合したシステムや寒冷地用コ・ジェネシステ

ムへの採用、潜水艦への搭載など）を取り上げ、スターリング

エンジンの魅力を紹介する。B5判 180頁 定価(2,800円+税)0904 978-4-274-20701-3

マイクロガスタービンシステム

石井國義 編著

マイクロガスタービンは、環境にやさしい中小発電システムと

して、燃料電池とともに、今後の普及が期待されている。本書

は、マイクロガスタービンの開発で先端をいく米国キャプスト

ン社の製品と技術を中心に、開発の経緯、原理と仕組み、要素

技術と特性、発電と熱利用のコージェネシステム、経済性と導

入実例などをまとめた。A5判 208頁 定価(2,800円+税)0209 978-4-274-02484-9

燃焼現象の基礎
新岡 嵩
河野通方
佐藤順一 編著

財団法人宇宙環境利用推進センターのプロジェクト成果を元

に、燃焼現象の基礎理論と、実用燃焼器の開発や性能向上に役

立つ知識をまとめている。燃焼学会第一線の執筆陣により、包

括的な解説が施されている。

〔目次〕燃焼現象／予混合火炎／拡散火炎／着火と消炎／火炎

の化学と物理／液体・固体燃焼／燃焼排出物／燃焼計測A5判 392頁 定価(3,800円+税)0108 978-4-274-08713-4

やさしい

ボイラーの教科書

南雲健治 著

はじめてボイラーについて学習する方のために、ボイラーの基

礎知識を図を用いてわかりやすく解説する「ボイラーの教科

書」。一つのテーマを見開き2ページの読み切りスタイルでまと

めており、学習しやすく、わかりやすい構成となっている。ボ

イラー技士試験の受験者、初級技術者におすすめの一冊。

A5判 192頁 定価(2,400円+税)0704 978-4-274-20393-0

図解

ボイラー用語早わかり

南雲健治 著

ボイラーにかかわる基本的な用語約1,000語を、わかりやすい

図を豊富に用いてやさしく解説した50音順の用語事典。各種ボ

イラー設備に携わる実務技術者、管理者、またボイラー技士試

験にアタックしようとする方々に最適の一冊。

A5判 224頁 定価(2,300円+税)0104 978-4-274-08706-6

絵とき

ボイラーのやさしい知識

南雲健治 著

ボイラー技士資格の修得を目指す方などを対象に、ボイラーの

原理からその種類・運転、取扱いを平易に解説。

〔目次〕ボイラーについての基礎知識／熱および蒸気／ボイラ

ーの種類と形式／ボイラーの部分的構造／ボイラーの付属品・

付属設備・自動制御装置／ボイラー燃料および燃焼／ボイラー

の取扱い／ボイラーの水管理A5判 224頁 定価(2,800円+税)9610 978-4-274-08662-5

わかりやすい

冷凍の理論

大隅和男 著

1990年発行の「絵とき冷凍理論のやさしい知識」を、単位表記

をSI単位表記に全面的に改め、それと併せて、最新情報に照ら

して内容を刷新。

〔目次〕SI単位／冷凍機で冷やす方法／モリエル線図の見方／

熱の伝わり方／圧縮機の構造と性能／冷凍機を構成する機器の

構造と性能／冷媒／他A5判 172頁 定価(2,000円+税)9904 978-4-274-08677-9

絵ときでわかる

熱工学
（第2版）

安達勝之
佐野洋一郎 共著

はじめて機械工学を学ぶ人を対象にした入門書『絵ときでわか

る』シリーズの改訂版。“イラストや図を効果的に用いること

により、難解な機械工学の基礎知識を無理なく確実に学習でき

るようにまとめる”という主旨のもと、昨今の教育カリキュラ

ムを踏まえ、新しい題材や実例に即した記述内容としたほか、

例題・コラム・章末問題などを充実。A5判 184頁 定価(2,500円+税)1408 978-4-274-21595-7
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伝熱学の基礎

吉田 駿 著

本書は、初学者が理解できるように、伝熱学の基礎的な考え方
を丁寧にわかりやすく解説したものである。通常よく遭遇する
代表的な場合の伝熱計算に必要な式を示すとともに、例題を数
多くあげて、考え方と問題を解く能力が十分に身につくように
図った。また、各章末には演習問題を設け、解答欄には途中の
要点も示した。大学・高専の教科書として、技術者の参考書と
して好適である。A5判 224頁 定価(2,000円+税)9910 978-4-274-06937-6

図解

伝熱工学の学び方

西川兼康 監修
北山直方 著

伝熱現象は、抽象的で難解である。そこで本書は、諸現象と理

論を具体的なイメージでとらえられるよう、豊富なイラストに

置き換えて平易に解説した教科書である。重要箇所には例題を

設け、実力養成にも役立つよう配慮されている。

A5判 230頁 定価(3,200円+税)8201 978-4-274-08516-1

絵ときでわかる

流体工学
（第2版）

安達勝之
菅野一仁 共著

機械工学の入門書『絵ときでわかる』シリーズの中の一巻『絵

ときでわかる流体工学』の改訂版。イラストや図を効果的に用

いることにより、難解な流体工学の基礎知識を無理なく確実に

学習できるようにまとめるという主旨のもと、今日の教育カリ

キュラムの内容を踏まえ、新しい題材や実例に即した記述内

容・例題・コラム・章末問題などを充実させた。A5判 266頁 定価(2,500円+税)1405 978-4-274-21552-0

マンガでわかる

流体力学
武居昌宏 著

松下マイ 作画

オフィスsawa 制作

流体の流れや力学のメカニズムをマンガとイラストを用いてビ

ジュアルに説明し、流体力学を学ぶ上で、数学や物理の基礎的

な部分から様々な事象のメカニズムまでをやさしく解説。ま

た、多くの人が苦手とする重要公式についても、その成り立ち

や展開を平易な説明とともに掲載している。

B5変判 204頁 定価(2,200円+税)0911 978-4-274-06773-0

流体の力学
水力学と粘性・完全流体力学の基礎

松尾一泰 著

重要な定義や概念、法則、原理、定理などを、具体的にかつ懇

切丁寧に説明している。固体の運動との対比により、流体の流

れが理解できるように配慮した。理解を深めてほしい点は［ノ

ート］として補足し、本書の範囲を越える高度な内容や理論式

なども紹介。

A5判 296頁 定価(3,500円+税)0710 978-4-274-06970-3

基礎から学ぶ

流体力学
飯田明由
小川隆申
武居昌宏 共著

大学で流体力学を学ぶ方を主対象に「流体力学の基本」を大学

のシラバスに沿った構成でまとめたテキスト。難解な数式には

丁寧な解説を付して、イラストや図を効果的に用いることによ

り、学生が無理なく確実に学べる内容となっている。例題や、

演習問題を盛り込んでおり、大学などの教育機関で幅広く利用

できる構成となっている。A5判 256頁 定価(2,800円+税)0709 978-4-274-20435-7

はじめて学ぶ

流体力学
（第2版）

前田昌信 著

機械工学系の力学のなかで、熱力学とならび難解なのが流体力

学である。本書は、流体の持つふしぎな世界を、実際例を豊富

に紹介し、興味が出るよう十分に配慮した。

〔目次〕流体に親しむ／流体の動的性質と現象の理解／流体の

システムへの利用／粘性とは／運動量の法則／流体力学の基礎

方程式A5判 144頁 定価(2,000円+税)0210 978-4-274-08731-8

圧縮性流体力学
内部流れの理論と解析

松尾一泰 著

近年の工業のめざましい進展に伴い、ますます重要性を増す超
音速流れ、とくに内部流れの問題を扱った新しい圧縮性流体力
学の教科書・参考書として編集したものである。記述の随所に
非圧縮流れの知識を入れて圧縮流れの特徴をより把握しやすい
ように配慮し、また“ノート”欄では、初歩あるいは高度の理論
や事例を紹介するなど工夫した。学生のみならず技術者・研究
者にとっても好適の書。A5判 352頁 定価(3,600円+税)9411 978-4-274-06969-7

図解

流体力学の学び方
笠原英司 監修

清水正之

前田昌信 共著

流体力学の基本的事項について、豊富な写真・イラスト・例題

などによって、わかりやすく解説。

〔目次〕流れと流体／流れの調べ方・流線／変形速度と回転運

動／理想流体の基礎式／二次ポテンシャル（その1）／二次ポ

テンシャル（その2）／物体に働く力／三次元の流れ／粘性流

体の流れ／流れの数値解法A5判 160頁 定価(2,800円+税)8604 978-4-274-08569-7

機械工学入門シリーズ

流体のエネルギーと流体機械

高橋 徹 著

〔目次〕流体のエネルギー （SIの基本 流体の物理的性質 静

止している流体の力学 他）／ポンプ （ポンプの概要 遠心

ポンプ 軸流ポンプ 他）／送風機・圧縮機 （送風機・圧縮

機の概要 遠心送風機・圧縮機 他）／4章 水車 （水力発電

の方式 水力発電のしくみ 水車の種類および性能 他）

A5判 184頁 定価(2,100円+税)9806 978-4-274-06980-2
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Excelで学ぶ

配管技術者のための流れ解析

板東 修 著

本書は、機械・化学工業・建築・土木工学など広い分野で必要

となる『管路とポンプの流れ計算』についてExcelを使って導

き出す方法を解説します。現場技術者のために、数値計算・プ

ログラミング知識不要の新しい管路流れ計算法を紹介します。

A5判 276頁 定価(3,400円+税)1709 978-4-274-22049-4

Excelで解く

配管とポンプの流れ

板東 修 著

「管路とポンプの流れ計算」についてExcelを使って導き出す方

法を解説。現場技術者のために、数値計算・プログラミング知

識不要の新しい管路流れ計算法を紹介。「総管路損失動力最小

化の原理」とExcelの「ソルバー」とを2本柱として、液体だけ

でなく気体の流れも解くことが可能。ポンプ省エネを成功させ

たい方必携の書。B5判 162頁 定価(3,200円+税)1102 978-4-274-06838-6

Excelで解く

配管設計法

齋藤義己 著

本書は配管設計経験者に、配管設計に必要とされる諸計算、流

体特性、圧力損失計算、配管サイジング、管路網、動力計算、

容量計算などを簡易に行う方法を説明したもの。例題形式で実

際の計算の流れがわかるよう工夫している。

B5判 274頁 定価(3,800円+税)1102 978-4-274-06840-9

わかる！

ポンプの選び方・使い方

高田秋一
堀川武廣 共著

ポンプの選定・運転・制御等の実務に直結する種々の実用技術

や基礎理論、ポンプシステム計画や省エネルギーなどを、わか

りやすくまとめた実務書。具体的な設計例・計算例を多く取り

込み、例題形式で解説し、現場実務に役立つ内容となってい

る。

A5判 178頁 定価(2,000円+税)0011 978-4-274-08701-1

油圧・空気圧回路
―書き方＆設計の基礎教本―
一般社団法人日本フルードパワー工業会 編

渋谷文昭

増尾秀三 共著

油圧・空気圧システムに関する基礎知識をふまえ、回路図の読

み方・書き方はもちろん、設計の進め方をわかりやすく学ぶこ

とのできる基礎実務書。

A5判 260頁 定価(2,700円+税)1609 978-4-274-21935-1

見方・かき方

油圧／空気圧回路図

坂本俊雄
三木一伯 共著

油圧／空気圧の機械システムは小さな動力で大きなパワーが発

揮できるため、自動化や省力化にはなくてはならない主役のシ

ステムである。本書は、油圧と空気圧の基礎知識から、いろい

ろな機器の機能や役割、機器と配管を組み合わせた回路図の機

能、そして具体的な油圧と空気圧の回路作成手順を例題によっ

て、わかりやすく解説。A5判 248頁 定価(2,800円+税)0306 978-4-274-08738-7

これならわかる

油圧のトラブルシューティング

油圧技術研究フォーラム 編

機械工学分野の様々な局面で大きな役割を果たす油圧技術につ

いて、全般にわたる基礎技術、実務に直結する種々の実用技

術、更に、トラブルシューティングまでをそれぞれ一冊にまと

め図解によるビジュアルな紙面レイアウトでわかりやすくまと

めた。

B5判 152頁 定価(2,600円+税)0110 978-4-274-08715-8

これならわかる

油圧の実用技術

油圧技術研究フォーラム 編

油圧技術について、基礎技術、実務に直結する種々の実用技

術、トラブルシューティングまでをそれぞれ一冊にまとめたビ

ジュアルな紙面レイアウトでわかりやすくまとめた。

〔目次〕油圧の基本回路／油圧を動かす電気制御／工作機械の

油圧回路／成形機の油圧回路／プレス機械の油圧回路／建設機

械の油圧回路／自動車の油圧回路／他B5判 232頁 定価(2,900円+税)0108 978-4-274-08712-7

基礎から学ぶ

空気圧技術

中西康二 著

生産システムの自動化のための重要な技術として空気圧技術が

昔から利用されている。危険性も少なく取り扱いも容易なこと

から各方面で利用される。本書は、空気圧に関する初歩的な内

容で、空気圧技術を利用した自動化設備や機器を設計するため

の絶好の書である。

A4変判 280頁 定価(4,700円+税)0104 978-4-274-94706-3

新版

真空ハンドブック

アルバック 編

平成4年11月30日に発行されたものの改訂版。技術的進展も大

きく、また、経済・産業上の環境も大幅に変化して来たことを

受け、この度、今日的観点で初版の内容・収録データの見直し

を行った。化学・薬品・食品工業から半導体製造などまで、広

範な技術分野に基礎を与える真空技術と関連データを集大成。

B5判 360頁 定価(9,500円+税)0207 978-4-274-08727-1
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新版

真空技術実務読本

中山勝矢 著

ポイントをおさえてわかりやすく解説。

〔目次〕基礎の考え方／真空ポンプの原理と実際／装置の排気

／真空用の部品と材料／真空装置のもれともれ探し／真空計の

原理と取扱い方／真空下の圧力測定法／残留ガスの分析／超高

真空の技術／真空用語と換算表

A5判 210頁 定価(2,900円+税)9405 978-4-274-08651-9

続・トライボロジー
機械システムの機能・性能・信頼性の向上

山本雄二
兼田もと宏 共著

「トライボロジー」は、現在の科学技術の重要な基盤であると
ともに、21世紀においては、省エネルギー、省資源、環境保全
などの分野でも、さらなる発展が期待される学問である。前著
「トライボロジー」では、基本的事項を扱ったが、本書は、そ
の続編として、「潤滑剤を介した相対運動接触面」を主な対象
とし、その研究成果をまとめたものである。明日の「トライボ
ロジスト」にとって、絶好の参考書。A5判 296頁 定価(3,500円+税)1307 978-4-8445-2161-7

トライボロジー
（第2版）

山本雄二
兼田もと宏 共著

「トライボロジー」とは、摩擦・摩耗・潤滑など、機械の表面
現象に関連した諸問題を取り扱う学問分野である。本書は、機
械システムの設計に必要不可欠な、この「トライボロジー」を
中心に、関連する知識を体系的にまとめたものである。今回、
初版刊行から10年という節目を好機として全編を見直し、必要
な訂正を施し「第2版」とした。機械工学を専攻する学生向け
の教科書・参考書として最適。A5判 272頁 定価(3,300円+税)1012 978-4-274-06954-3

機械工学入門シリーズ

自動車工学入門
（第2版）

斎 輝夫 著

自動車のメカニズムから、社会・環境とのかかわりまで、自動

車工学全般の基礎知識、最新技術を豊富な挿図を用いてわかり

やすく解説。第2版では燃料電池・ハイブリッドシステム・環

境問題・排ガス対策などを増補した。専門学校・高専・大学の

テキストとして、また自動車整備士を目指す方々の参考書とし

て最適。A5判 232頁 定価(2,200円+税)0510 978-4-274-06989-5

自動車電源の42V化技術

電気学会・42V電源化調査専門委員会 編

自動車の電気システムの増加と大容量化に伴い、現在の14V系

電源では容量が不十分になり、次世代の電源電圧として42Vが

国際的に合意され、注目されている。本書は、この42V電源の

背景やシステムと構成部品などの最新技術を具体的に解説した

もの。また、クラウンマイルドハイブリッド、マーチe・4WD

の実例を紹介。A5判 214頁 定価(3,500円+税)0310 978-4-274-03612-5

自動車工学概論

竹花有也 著

本書は、既刊の「初学者のための自動車工学」を、工業技術の
進展を考慮して、全面的に改稿したものである。基本的な原
理・構造・機能を図・写真を多用して、わかりやすく解説する
とともに、電子制御を利用した装置や技術、新素材について多
くのページをさいた。単位系はSIを採用し、次世代に対応でき
る本書は、工業短大・工業高校の教科書として、また企業内研
修にも好適の書である。A5判 216頁 定価(2,300円+税)9508 978-4-274-05002-2

自動車の電子システム

荒井 宏 著

自動車における電気・電子の技術分野は、自動車システムを充
実させ、人間社会のアメニティ向上に役立たせるための手段と
して急成長している。メカニクスとエレクトロニクス双方のエ
ンジニアが相互の技術をよりよく理解し合える橋渡しとなるこ
とを目的とした本書は、電気・電子技術者、機械技術者の入門
書としてだけでなく、開発研究や現場実務に携わる方々の必備
の一書である。B5判 272頁 定価(4,200円+税)9208 978-4-8445-2282-9

見方・考え方

合金状態図
三浦憲司
福富洋志

小野寺秀博 共著

合金の診断書ともいうべき合金状態図の知識、合金の構造や活

用上の知識、最近の材料開発に威力を発揮する計算機による計

算状態図の現状までを平易に解説した。

〔目次〕金属材料の組織と力学特性／二元系平衡状態図の基礎

／結晶構造／平衡と状態図／基本的な二元系平衡状態図／三元

系状態図／状態図の活用／計算状態図の必要性A5判 206頁 定価(2,800円+税)0311 978-4-274-08744-8

図解

合金状態図読本

横山 亨 著

〔目次〕水の状態図をまず見よう／純金属の共通性質と状態図

を見よう／水に何か溶解してみよう／2成分状態図の描き方／

合金とは何だろう／2成分系合金平衡状態図を分類してみよう

／固体合金が変態をもっている場合を見よう／次の平衡状態図

の違いをみつけよう／合金状態図を見て合金の諸性質変化を予

想できるだろうか／他A5判 220頁 定価(2,900円+税)7406 978-4-274-08421-8

図でわかる

溶接作業の実技
（第2版）

小林一清 著

被覆アーク溶接をはじめ、炭酸ガスアーク溶接、ティグ溶接、

ガス溶接、ガス切断、火炎ろう付けまでをオリジナルのイラス

トと写真を豊富に用いて解説した実技書。JIS検定に合わせた

練習法を数多くとりあげるなど実践的であると同時に、作業に

必要な知識も適切に解説した指導書。

A5判 272頁 定価(2,600円+税)1605 978-4-274-21897-2
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溶接・接合工学概論
（第2版）

佐藤邦彦 著

機械製品や構造物など、各種の工業製品を製作する過程におけ

る接合技術の位置づけとその重要性。材料の接合は、どんなし

くみで行なわれるか。信頼性の高い接合部品質を得るために

は、どんなことに留意する必要があるのか。機械系／材料系の

学生用テキストに好適。

A5判 136頁 定価(2,000円+税)1107 978-4-274-06961-1

機械工学入門シリーズ

溶接技術入門
（第2版）

小林一清 著

溶接技術は現在、工業技術のあらゆる分野に浸透し、部材接合技
術の主流の座を占めるに至っている。本書は、この溶接技術のう
ち、めざましい発展を見せている「被覆アーク溶接法」を取り上
げ、基礎知識と基本実技を図・写真・表を多用して解説したもの
である。溶接材料や施工法にもふれているので、溶接技術を初め
て学ぶ方、実務者、溶接技術検定合格を目指す方々のテキスト、
参考書として好適。今回、JIS規格改正に伴う見直しを行った。A5判 208頁 定価(2,240円+税)9901 978-4-274-05036-7

腐食防食の実務知識

松島 巌 著

腐食の問題はあらゆる建築物、機械装置、化学装置、土木構造

物、船舶、橋梁、電子機器、家電製品etcの経年変化のうえで

重大な問題である。本書は腐食解析の研究書ではなく、腐食の

一般的な知識とともに防食対策を実用上の観点からデータを含

めやさしくまとめたもの。

A5判 196頁 定価(2,300円+税)0202 978-4-274-08721-9

ハンディブック

メカトロニクス
（改訂3版）

三浦宏文 監修

初学者でもメカトロニクスの基礎から実際まで体系的に理解で

きるよう、項目ごとの読み切りスタイルで好評を得ていた『ハ

ンディブック メカトロニクス』待望の改訂版。昨今のロボッ

ト技術の進展や、工業高校の指導要領の改訂等、教育環境、技

術環境の変化を踏まえ、刷新。

A5判 562頁 定価(4,000円+税)1412 978-4-274-21688-6

ロボット・メカトロニクス教科書

メカトロニクス概論
（改訂2版）

古田勝久 編著

メカトロニクスに必要な要素技術、設計に関する基礎知識、メ

カトロニクスの応用事例などを図や写真を多用して解説してい

ます。各章冒頭には「学習のポイント」、章末には「理解度チ

ェック」「演習問題」を設け、読者が理解度を確認しながら読

み進めることができる構成。充実の改訂2版。

A5判 248頁 定価(2,500円+税)1508 978-4-274-21784-5

ロボット・メカトロニクス教科書

情報基礎数学

房岡 璋
白井良明 共著

ロボット・メカトロニクス関連学科を対象とした教科書シリー

ズの一巻。特に知能情報学科、機械情報学科などの学科の専門

課目「情報数学」の教科書。本書では、情報科学を学ぶうえで

必要となる、集合論や離散数学の初歩、特に有限集合の数え上

げやグラフ理論をわかりやく解説している。

A5判 216頁 定価(2,600円+税)0807 978-4-274-20578-1

実践

メカトロニクス入門

武藤一夫 著

図や表を多数用い、これらを見るだけで学習をスムーズに進め

られるよう工夫したメカトロニクスの実践的な入門書。専門用

語などは脚注で解説し、本文ではメカトロニクスの基礎知識を

わかりやすく説明している。また、実際にメカトロニクスを実

践できるように、電子部品等を図表で具体的に解説。学校のテ

キストとしても使えるように配慮した一冊。B5判 224頁 定価(2,900円+税)0606 978-4-274-20254-4

RoboBooks

C言語による実践メカトロインタフェース

西原主計
山藤和男 共著

ロボットをはじめ、マイクロコンピュータを使用したメカトロ

ニクス機器の作動において、機械構造、アクチュエータ、セン

サ、コンピュータなどをハード面、ソフト面から結び付ける技

術を、回路構成やC言語によるプログラミングなど豊富な事例

とともに解説する。メカトロ、機械、情報、電気電子分野の技

術者にすぐに役立つ内容。B5判 224頁 定価(2,400円+税)0005 978-4-274-08691-5

新世代工学シリーズ

メカトロニクス

高森 年 編著

メカトロニクスの基本的な要素技術であるアクチュエータ、セ

ンシング、制御システムなどを解説している。メカトロニクス

全般について理解できる一冊。

〔目次〕メカトロニクスの学び方／メカトロニクスの仕組みと

実際を知ろう／アクチュエータの仕組みと使い方を知ろう／セ

ンシングの役割と実際を知ろう／他B5判 152頁 定価(2,500円+税)9903 978-4-274-13176-9

図解メカトロニクス入門シリーズ

信号処理入門
（改訂2版）

雨宮好文 監修
佐藤幸男 著

1986年刊行のロングセラーの改訂版。内容をより充実させると

ともに、各章末にその章の内容のまとめと演習問題を掲載し、

読者がより理解を深められる一冊。

〔目次〕信号処理とは／信号処理の例／数学の準備体操／相関

関数／フーリエ級数展開／DFTとFFFT／フーリエ変換／線

形システムの解析A5判 172頁 定価(2,800円+税)9902 978-4-274-08674-8
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図解メカトロニクス入門シリーズ

制御用マイコン入門
（改訂2版）

雨宮好文 監修
末松良一 著

1986年刊行のロングセラーの改訂版。内容をより充実させると

ともに、各章末にその章の内容のまとめと演習問題を掲載し、

読者がより理解を深められる一冊。

〔目次〕道具としてのマイコン／マイコンのしくみ／マイコン

の数学ABC／ディジタル回路ABC／マイコンのプログラム／

機械語入門／プログラムの作成／他A5判 208頁 定価(2,800円+税)9902 978-4-274-08675-5

電子機械入門シリーズ

メカトロニクス

鷹野英司 著

1978年以降急速に発展してきた技術であり、従来の機械・電子
技術に情報技術を融合させたメカトロニクスは、日本の主導的
産業に不可欠なものに成長している。本書は、機械の要素・伝
動機構・電子要素部品などの基礎知識から制御技術までを、豊
富な図・表を使って平易に解説した。高専・職訓短大・工業高
校の教科書、電子機械関連企業に従事する方々の参考書として
好適。A5判 216頁 定価(2,300円+税)9706 978-4-274-06979-6

ロボット考学と人間
未来のためのロボット工学

森 政弘 著

ロボコンの生みの親である著者が、「ロボットとは何か」、「人

間存在とは何か」という普遍的なテーマに様々な切り口から論

考を加え、第一線で活躍する技術者・工学者たちへのメッセー

ジをまとめた技術論集。本書は、『ロボコンマガジン』誌連載

（「ロボット博士の創造への扉」「ロボット考学と人間」を再構

築して書籍化したもの。四六判 416頁 定価(2,500円+税)1408 978-4-274-21588-9

災害とロボット
―大震災から見えてきたロボットのあり方―

井上猛雄 著

本書は、東日本大震災直後からの国内外の災害対応ロボットの

活躍の変遷を追っていくとともに、現場で何が必要とされ、何

が足りなかったのかについて論じ、将来に向けたロボットの在

り方を探るもの。ロボット研究者・技術者へのインタビューも

多数収録。災害対応ロボット図鑑や東日本大震災後のロボット

投入の流れを年表形式でわかりやすく紹介する。A5判 224頁 定価(2,300円+税)1204 978-4-274-21192-8

ロボットテクノロジー

一般社団法人日本ロボット学会 編

ロボットを取り巻く技術全般を、「最新」という観点から、8つ

のテーマにカテゴリ分けし、厳選した64項目を紹介する。第一

線のロボット研究開発のこれまでと現状と展望について、写真

や図を用いてわかりやすく解説し、ロボットテクノロジーを一

望できるものとなっている。各章4〜6頁のページユニットで構

成し、内容をコンパクトにまとめた。B5判 304頁 定価(3,800円+税)1108 978-4-274-21072-3

アンドロイドを造る

石黒 浩 著
株式会社ココロ 協力

人間にそっくりのロボット、アンドロイドを構成している技術

を、製作過程や内部機構などの多くの写真を交えつつ、わかり

やすく紹介する。著者が開発したアンドロイドを題材に各部分

の構成や、製作の課程、使用している素材などを写真を中心と

した構成で解説。公開されたことのないアンドロイドの内部機

構の写真を数多く掲載。設計図なども紹介している。B5判 128頁 定価(2,100円+税)1108 978-4-274-21068-6

電動王国
―モーターで動かす懐かしの玩具コレクション―

はぬまあん 著

ロボコンマガジン連載の「電動王国」を再構築し、書き下ろし

を加えてまとめ直したもの。「モーターに動力を用いて動く」

玩具を紹介し、実際に組立てや修理などの経緯を含めたレビュ

ーと、特定のジャンルの商品が流行した時代背景を紹介する玩

具史の解説をまとめた読物。イラストや写真を多用し、動くし

くみなどを解説した「もの作り」の部分までカバーした。A5判 232頁 定価(1,900円+税)1104 978-4-274-21004-4

MANOI PF01パーフェクトガイド

京商株式会社 監修
梓みきお 著

京商株式会社より2007年6月に発売された二足歩行ロボットキ

ット「MANOI PF01」のガイドブック。組み立て方のコツ、

プログラムの方法といった基本的な製作から、センサーの追加

などのカスタマイズから遊び方まで、MANOI PF01の楽しみ

方を徹底的に紹介する。製作部分については、付属マニュアル

ではわかりづらいところを補完している。B5判 136頁 定価(2,200円+税)0807 978-4-274-20579-8

ロボット研究者からのメッセージ

社団法人 日本ロボット学会 監修
オーム社 編

ロボットの研究分野で活躍をされている先生方の研究内容を紹

介し、ロボット研究に携わるきっかけや、これから研究者を目

指す方に対するメッセージなどをまとめたもの。さまざまなロ

ボットの研究開発を平易に解説しているだけではなく、それに

携わる研究者たちが何をきっかけとしているのか、どのような

知識などが必要なのかも語っている。A5判 240頁 定価(2,200円+税)0707 978-4-274-20424-1

ブルックスの知能ロボット論

RodneyA.Brooks 著
五味隆志 訳

ロボットの新しい理論（SA）を考案、多くのロボットを開発

している。新AI（行動に基づくロボット学。行動型AI）の名

の下で、ロボットの世界に哲学を導入した。従来型ロボット企

業に厳しい見方で警鐘。人間と機械、ロボットの関係から、将

来ビジョンを示す。自律型ロボット実現の考え方、取組み方、

あるべき姿を詳述。A5判 384頁 定価(3,200円+税)0601 978-4-274-50033-6
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ヒューマノイドロボット

梶田秀司 編著

産業技術総合研究所で研究開発されているヒューマノイドロボ

ット「HRP-2」をもとにして、運動学やZMP、二足歩行の原

理など、ヒューマノイドロボットの基礎理論をわかりやすく解

説している。

A5判 248頁 定価(2,800円+税)0504 978-4-274-20058-8

絵ときでわかる

ロボット工学
（第2版）

川嶋健嗣
只野耕太郎 共著

初めて機械工学を学ぶ方に好評の入門書「絵ときでわかる」シ

リーズ。イラストや図を効果的に用いることにより、難解なロ

ボット工学の基礎知識を無理なく確実に学習できるようにまと

めるという主旨で、昨今の教育カリキュラムの内容を踏まえ、

新しい題材や実例に即した記述内容としたほか、例題・コラ

ム・章末問題などを充実させた。A5判 210頁 定価(2,500円+税)1407 978-4-274-21581-0

わかりやすい

ロボットシステム入門
―メカニズムから制御,システムまで-(改訂2版)

松日楽信人
大明準治 共著

ロボット技術は産業用からサービスロボットなどへと広がり、

自動車や福祉機器などにおけるアクチュエータや制御技術への

応用もますます広がっていくことが考えられる。本書は、2000

年以降の技術進歩を踏まえて、ロボット制御の基礎から応用技

術までを、これからロボットについて学ぼうとする初級技術者

や学生等を対象に平易にまとめ直すもの。A5判 198頁 定価(2,500円+税)1007 978-4-274-20894-2

図解ロボット技術入門シリーズ

ロボットメカニクス
構造と機械要素・機構

松元明弘
横田和隆 共著

実際のロボットづくりを念頭に図解でわかりやすく解説する

「図解ロボット技術入門シリーズ」の一巻。本書は、ロボット

における機械要素や機構、力学の基礎から、機構の設計までを

種々の具体的な実例を通して解説するもの。すべてのロボット

システム構築に通じる機械要素、機構学の基礎が図解で一から

学べる。A5判 196頁 定価(2,700円+税)0906 978-4-274-20722-8

図解ロボット技術入門シリーズ

ロボットコントロール
―C言語による制御プログラミング―

水川 真・春日智惠・安藤吉伸

小川靖夫

青木政武 共著

実際のロボット作りを念頭に図解でわかりやすく解説するシリ

ーズの一巻。本書は、コンピュータ制御の基礎やC言語プログ

ラミングによるその制御アルゴリズムの基本から実際まで、

種々のロボット制御プログラム例により具体的にわかりやすく

解説する。

A5判 240頁 定価(2,600円+税)0709 978-4-274-20446-3

図解ロボット技術入門シリーズ

ロボットモデリング
―MATLABによるシミュレーションと開発―

小林一行 著

実際のロボット作りを念頭に置いて、図解でわかりやすく解説

するシリーズの一巻である本書は、MATLAB、Simulinkの基

本的な使い方を解説し、ロボットアーム、移動ロボットのシミ

ュレーション例をあげながら、ロボット動作のシミュレーショ

ンとその開発についてわかりやすく解説する。

A5判 248頁 定価(2,500円+税)0707 978-4-274-20431-9

図解ロボット技術入門シリーズ

ロボットセンシング
―センサと画像・信号処理―

大山恭弘
橋本洋志 共著

ロボット技術の各テーマを、モノ作りを念頭においてわかりや

すく図解するシリーズの一巻。本書では、ロボットにおけるセ

ンシングに関する知識、つまりセンサ信号を扱ううえでの基礎

知識から、PCとのインタフェース、各種センサの原理や具体

的な使い方など画像センサや信号処理技術も含めてわかりやす

く解説するもの。A5判 208頁 定価(2,500円+税)0706 978-4-274-20416-6

図解ロボット技術入門シリーズ

ロボットインテリジェンス
―進化計算と強化学習―

伊藤一之 著

ロボットを知能化するために必要な手法である、進化計算と強

化学習について、代表的な強化学習アルゴリズムであるQ学

習、GAアルゴリズムをロボットの環境適応性の最適化迷路探

索などのプログラム例を交えながら具体的にわかりやすく解

説。これにより進化計算と強化学習をロボットへ適用し、さま

ざまな制御を実現できる。A5判 176頁 定価(2,400円+税)0704 978-4-274-20398-5

はじめてのロボット工学
―製作を通じて学ぶ基礎と応用―

ロボット実技学習企画委員会 監修

石黒 浩

浅田 稔

大和信夫 共著

ヒューマノイドロボットをベースに、できるだけ数式を用いず

に図で説明したロボット工学の入門書。ロボットの歴史や構造

から、モータやセンサ、機構制御まで体系的に理解できる。後

半でアルミ加工からモーション作成までのロボットの作り方を

解説。実習製作にも利用できる内容。

B5判 180頁 定価(2,400円+税)0701 978-4-274-20359-6

図解ロボット技術入門シリーズ

ロボット入門

渡辺嘉二郎
小俣善史 共著

ロボット技術の各テーマを、モノ作りを念頭においてわかりや

すく図解するシリーズの一巻。本書では、ロボットとは何か、

どのようなロボットがあるか、ロボットはどのような要素技術

の組合せで構成されているか、ロボットを開発するにはどのよ

うにすればよいか、などについて解説するもので、シリーズ全

体を概括するもの。A5判 216頁 定価(2,500円+税)0612 978-4-274-20345-9
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製作実習で学ぶロボティクス入門

高橋良彦 著

二足歩行ロボットの製作を通して、ロボティクスの基礎（機

械・電子回路・制御）を習得することを目的としている。市販

のロボットキットのように、板金済みのフレームや完成した電

子回路が用意されているところから始めるのではなく、パーツ

の製作・組み立てを一から行うことで、各分野の基礎的な内容

について理解を深めることができる。A5判 176頁 定価(2,200円+税)0609 978-4-274-20288-9

入門

ロボット制御のエレクトロニクス
船倉一郎
土屋 堯
堀 桂太郎 共著

ロボットの製作には、エレクトロニクスのノウハウが必要とな

る。本書では、ロボット制御などに応用できるエレクトロニク

スの知識を、電気が苦手の方にもわかりやすく理解できるよう

に解説した入門書である。

B5判 192頁 定価(2,200円+税)0310 978-4-274-94707-0

新世代工学シリーズ

ロボット工学

白井良明 編著

ロボット工学とは何かにはじまり、ロボットの基本技術である

マニピュレータの運動と制御、環境情報の獲得と処理、移動の

機構と制御、知能化について、今日的な応用を例に取り基本式

を示して平易に解説している。

〔目次〕ロボット工学への招待／マニピュレータの運動／マニ

ピュレータの制御／ロボットのセンシング／他B5判 168頁 定価(2,500円+税)9908 978-4-274-13186-8

誰でも作れるセンサロボット

熊谷文宏 著

簡単に入手できる市販部品を使い、センサ制御によるロボット

が製作できます。製作を通じてロボットの機構や電子制御のし

くみが理解できるようになり、回路図を読む力も養うことがで

きます。また、ディジタル技術の原理と動作も実験により理解

できます。

B5変判 224頁 定価(2,200円+税)1511 978-4-274-50543-0

アクリルロボット工作ガイド

三井康亘 著

世代を超えて愛されるアクリル板を使ったロボット工作本。タ

ミヤのロボクラフトシリーズの開発者で知られる著名な著者に

よる、珠玉の作品集にして、ワークショップでも活用できる工

作のノウハウが満載の一冊。製作編では、「ロボコンマガジン」

で連載中の「アクリルロボット研究所」に掲載したものに加

筆・修正を加えている。B5判 160頁 定価(2,000円+税)1411 978-4-274-21667-1

タミヤ工作パーツで作る

しくみがわかるロボット工作教室

メカヅキ 著

中学生でも30分から1時間弱で組み立てられるシンプルなロボ

ットの工作を解説したもの。さまざまなしくみ、素材や電気と

いった基礎的な知識もわかりやすく説明しており、作りながら

学べるような内容になっている。ロボットコンテストの方法も

紹介しており、完成した後でも楽しめるようにしている。

B5判 128頁 定価(1,900円+税)1210 978-4-274-21291-8

PICではじめる!

RCサーボロボット製作入門

鈴木美朗志 著

16ビットマイコンPIC24FJ64GA002を使用し、総合開発環境

MPLAB IDEとMPLAB Cコンパイラ（無償）を使用すること

で、ロボット製作を通じて、安価にRCサーボの制御方法やC

言語のプログラミングが学べるもの。電子工作・マイコン初心

者でも、理解しやすいように、プログラムや回路図は詳細に解

説している。B5判 216頁 定価(2,600円+税)1205 978-4-274-21208-6

ROBO-ONEで進化する

二足歩行ロボットの造り方

ROBO-ONE委員会 編

本書は、ROBO-ONE（二足歩行ロボット格闘技大会）に参加

するロボットを題材に、ハードウェアとしてのロボットを製作

から、ロボットの動作の作成（プログラム）、操縦するための

各種無線通信や、コントローラーについてまでを解説する。参

加ロボットの製作者による製作事例については、読者が自分で

製作する際に応用ができるような内容。B5判 208頁 定価(2,700円+税)1011 978-4-274-20956-7

ロボットのための

C言語によるマイコン制御の考え方

城井田勝仁 著

本書は、制御の基礎と、実現するためのC言語によるプログラ

ミング方法を解説した入門書。制御の基礎知識を丁寧に解説

し、C言語についても基礎的なことから解説している。最近の

ロボットキット添付のGUIを利用したプログラム作成ソフトを

卒業して、C言語でのプログラムに移行したいユーザーや、高

校のロボット制御自習などの参考になるような内容である。A5判 162頁 定価(2,100円+税)1006 978-4-274-20881-2

UMLとRTミドルウェアによる

モデルベースロボットシステム開発
水川 真
坂本武志
大原賢一 共著

本書は、ロボットシステムソフトウェアの開発をUMLで行う

ための入門書。UMLやモデリング手法の基礎を解説し、RTミ

ドルウェア（ロボットシステム開発用のソフトウェア基盤技

術）に基づいたロボットソフトウェアを設計、実装するところ

までを解説。なお、本書内で紹介したプログラムなどは、オー

ム社のホームページよりダウンロードが可能。B5判 178頁 定価(2,700円+税)0912 978-4-274-20813-3
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これで歩く！

二足歩行ロボット入門

坂本範行 著

章ごとに部品を追加してロボットを成長させていくことで、目

的の歩行原理を学び、ロボットの歩行を実現させていく点が特

長である。また、歩行に必要な「重心移動」など、あらゆる歩

行原理に共通する考え方を踏まえているため、市販の二足歩行

ロボットを製作したが、自力で歩行のモーションを作ることに

つまずいている方にも参考になる。B5判 176頁 定価(2,500円+税)0905 978-4-274-20706-8

メカにこだわる！

オリジナルロボットD・I・Y

メカヅキ 著

主にタミヤの工作パーツやギヤドモータなどによるロボットの

製作を解説。合計で10種類のロボットについて、立体的な図面

を多用し、パーツの組み合わせなどもわかりやすく解説。ま

た、工具、用具の使い方や使用しているパーツの仕組みなど、

工作の基礎知識についても多数解説。

B5判 148頁 定価(2,000円+税)0805 978-4-274-20555-2

RoboBooks

PICマイコンによるロボット製作入門
水川 真
春日智惠
安藤吉伸 他著

はじめてマイコンを触るような電子工作初心者を対象として、

電子部品の取り付け方から、PICに書き込むプログラムライタ

のインストールや使い方、ハードウェアの設計図からプログラ

ムまで図版を多用して解説。プリント基板「PIC CPU Board

(C)2003」を付属し、プログラムファイルはオーム社ホームペ

ージより提供している。B5判 232頁 定価(3,500円+税)0608 978-4-274-20277-3

二足歩行ロボットのモデルベース開発

ROBO-ONE委員会 編

3次元設計・構造解析、機構解析・数値解析のソフトウェアを

連携して使用し、二足歩行ロボットを中心にロボットの設計、

開発を行うための解説書。ロボット開発に使用する機能や、テ

クニックを中心にしている。また実際にロボット開発に使用し

ている方の製作例も掲載し、ノウハウも紹介。

B5判 240頁 定価(3,500円+税)0501 978-4-274-20020-5

RoboBooks

タミヤ工作パーツで作るロボット工作ガイドブック

城井田勝仁 著

身近に知識のある指導者がいない場合、子供や保護者だけでは

ロボット製作は難しいものである。本書は、そのような小中学

生、高校生、保護者や先生のために、安価で手に入りやすいタ

ミヤ工作パーツを使用した、ロボットの製作方法とそのポイン

トを解説。ロボット工作の知識がなくても理解できるように、

写真などを多用し、わかりやすく解説。B5判 192頁 定価(1,900円+税)0306 978-4-274-08737-0

RoboBooks

はじめて作るロジックIC搭載ロボット

城井田勝仁 著

3組の可視光センサを搭載した自立型ロボットの製作マニュア

ル。3種類のロジックICを組み合わせたロボットを作りあげる

ことにより、ICの基礎知識とロボット製作への応用の仕方を

学ぶことができる。

〔目次〕ロジックIC搭載ロボット製作の準備／高輝度LEDの取

り付け／可視光センサの組立／他B5判 136頁 定価(2,000円+税)0105 978-4-274-08710-3

RoboBooks

自立型ロボット製作バイブル

西山一郎
メガテン 共著

ロボットのハード製作の基礎からマイコンを搭載するための開

発環境の整備までをわかりやすく解説するもの。初心者が自立

型ロボットコンテストに参加し、入賞することを目標とする。

(CD-ROM付)

〔目次〕自立型ロボットコンテストについて／基本的電子部品

／マイコンについて／マイコンボードについて／他B5判 192頁 定価(2,700円+税)0011 978-4-274-08702-8

RoboBooks

はじめて作るセンサ搭載ロボット

城井田勝仁 著

ロボット製作に必要な部品のそろえ方から使い方、さらには考

え方をも交えながら、完成までの工程を初心者でもわかるよう

ていねいに解説。PICなどのマイコンチップはプログラミング

知識が必要となるため扱わずに、ロジックICを用いてライン

トレーサと障害物を避けるロボットカーを製作する。写真や図

を豊富に使い平易に解説。B5判 160頁 定価(1,900円+税)0008 978-4-274-08696-0

RoboBooks

ロボット製作のキーワード

清弘智昭
鈴木 昇 共著

ロボットを製作し、ロボットコンテストに参加しようとしてい

る方を読者対象として、ロボット製作に関連する基礎的知識を

わかりやすく解説する。ロボット製作の手順を追ってキーワー

ドが並んでいるので、初めてでもわかりやすい。また、キーワ

ードごとに説明が完結しているので、知りたい言葉のどれから

でも読んで理解できる。B5判 168頁 定価(1,800円+税)0001 978-4-274-08686-1

RoboBooks

ロボットキット完全マニュアル

城井田勝仁 著

キットで販売されているロボットについて、入手方法やそれぞ

れの作り方・特徴についてわかりやすく紹介。組み立て方のポ

イントや部品の説明、プログラムの簡単な解説を付け加え、さ

らに改造方法までを提案するもの。ロボット作製に興味はある

が、一から作製するノウハウも指導者もいないという方のため

に最適の書。B5判 172頁 定価(1,800円+税)0001 978-4-274-08687-8
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EE Text

モーションコントロール

島田 明 編著

「電気学会-オーム社教科書新シリーズ共同出版企画」の1巻で、

電気・機械系の専門課目であるメカトロニクス、ロボティクス

の教科書。本書では、メカトロニクスの基本的な概念であるモ

ーションコントロールの基礎理論、要素技術に加えて、統合

化・実用化技術を、簡単な例題とわかりやすい図面を用いて解

説している。B5判 248頁 定価(3,400円+税)0412 978-4-274-20005-2

インターユニバーシティ

ロボット制御

大熊 繁 編著

アクチュエータおよびセンサの基礎と、モータ制御、機械シス

テム制御、ロボット制御の基礎について解説。

〔目次〕ロボット制御の学び方／ロボット用アクチュエータの

いろいろ／ロボット用センサのいろいろ／電磁モータの制御／

これからのモータ制御／ロボットの運動／ロボットの制御

A5判 138頁 定価(2,300円+税)9802 978-4-274-13128-8

図解

ロボット制御入門

川村貞夫 著

ロボット制御の実例を通して制御工学の基礎知識を学ぶ。

〔目次〕フィードバック制御／メカニカルシステムのフィード

バック制御／制御機器とフィードバック制御の実例／ロボット

マニピュレータの力学的解析の基礎／ロボットマニピュレータ

の運動学と動力学／ロボットマニピュレータの運動制御／教育

用ロボットの運動制御実例／応用例A5判 144頁 定価(2,400円+税)9509 978-4-274-13035-9

ロボコン部品ガイドブック

オーム社 編

各種ロボコンに参加している生徒・学生、指導している先生、

趣味でロボットを製作している一般の方を対象に、ロボット製

作に使用する様々な部品について、基本的な概要、選び方、使

い方、用途などを紹介する。アクチュエータから素材まで、そ

の部品の性質や、どのような場合に適しているのかなど、選ぶ

際の基準について解説する。A5判 212頁 定価(2,200円+税)1111 978-4-274-21141-6

RoboBooks

ROBO-ONEのための二足歩行ロボット製作ガイド

ROBO-ONE委員会 編

ROBO-ONEに出場したいと考えている方や出場者をはじめ、

二足歩行ロボットを作りたいと考えている方を対象に、二足歩

行ロボット製作の基本を解説したうえで、歴代ROBO-ONEの

優勝、上位入賞ロボット、技術的に素晴らしいロボットについ

て、製作者自身による解説で、部品の選定や製作のテクニック

などノウハウを紹介。B5判 244頁 定価(2,500円+税)0405 978-4-274-08749-3

RoboBooks

必勝！ラジコン型相撲ロボット製作テクニック

吉岡 謙 著

ロボット相撲コンテストは参加台数3,000台を超え、重量3kg級

に加えて10kg級も開催され、さらに参加者数が増大すること

が期待される。本書では、カテゴリーのうちラジコン型につい

て、大会に参加できるロボット製作の基礎から10kg級ロボッ

トの製作事例、3kg級ロボットの製作事例、新ラジコンシステ

ムの紹介等を豊富な写真を用いて解説。B5判 216頁 定価(2,600円+税)0405 978-4-274-08750-9

RoboBooks

ライントレースロボット入門
水川 真
春日智惠
安藤吉伸 共著

ハードウェア設計、PICマイコンの解説、C言語によるプログ

ラム開発方法からプログラム開発環境の構築など、ロボットの

基礎知識から実際の製作テクニックまでわかりやすく解説する

もの。さまざまなタイプのライントレースロボットを製作する

ことができる。また、ロボットの部品・材料情報やそれらの販

売店情報を掲載している。CD-ROM付B5判 194頁 定価(2,700円+税)0308 978-4-274-08741-7

RoboBooks

ロボコン・ベーシック・スタディ

清水優史 著

「ロボコンマガジン」連載のRobocon Basic Studyを一冊にまと

めたものである。著者の関わっているNHKロボコンに出場し

たロボットなどを参考に、コンテスト用ロボット製作の心得や

設計から、リンク機構や電源についてまでロボット製作の基礎

を図やイラストを多用してわかりやすく解説している。技術の

基本をわかりやすく学ぶのにも最適な。B5判 168頁 定価(1,800円+税)0211 978-4-274-08733-2

Joe NagataのLEGO MINDSTORMS NXT歩行ロボット製作入門

JoeNagata 著

LEGO MINDSTORMS NXTを使った歩行ロボットの製作を中

心に、プログラムや組み立てのテクニックまでを紹介。たくさ

んの写真と、その写真と対応させた解説や、製作レベルの表示

など、わかりやすい構成となっている。歩行ロボットも、六足

歩行、四足歩行、二足歩行ロボットをそれぞれ紹介。

B5判 192頁 定価(2,600円+税)0806 978-4-274-20566-8

RoboBooks

Joe NagataのLEGO MINDSTORMSロボット入門

JoeNagata 著

LEGO MINDSTORMS ROBOTICS INVENTION SYSTEM

（RIS）2.0日本語版によるロボットの製作を解説。RISのパーツ

の解説、プログラムの基本など基礎的なことから、最後には5

体のロボットの製作について写真をふんだんに使用し、平易に

解説。LEGO MINDSTORMSを初めてさわる方も、既に利用

したことのある方でも楽しめる。B5判 124頁 定価(1,500円+税)0202 978-4-274-08720-2
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RoboBooks

LEGO MindStormsマスターへの道

Jin Sato
JoeNagata 共著

「ロボコンマガジン」で好評の Jin Sato氏、JoeNagata氏の

LEGO MindStormsの連載記事を1冊にまとめたものである。

LEGOMindStormsによるロボットの製作記事だけではなく、

カナダでのMindStormsによる大会レポート、オーフス大学イ

ンターメディア・レゴラボ所長のヘンリック・ハウトップ・ル

ンド氏とJin Sato氏の対談なども掲載。A4変判 128頁 定価(2,300円+税)0010 978-4-274-08699-1

RoboBooks

Jin SatoのLEGO MindStorms鉄人テクニック

Jin Sato 著

LEGO社が発売しているロボットセットのMindStorms Robotic

Invention System(RIS)を使ったロボット製作のノウハウを満

載。関連ソフト・周辺機器情報も充実した決定版マニュアル。

著者は、Web上でMindStorms情報局を開設し、MindStorms

によるインターネット上のコンテストも主催する斯界の鉄人。

B5判 240頁 定価(1,900円+税)0006 978-4-274-08682-3

RoboBooks

Joe NagataのLEGO MindStormsドロイド & ロボティクス

JoeNagata 著

LEGO MindStorms RISに比べ、一段とやさしくなったロボテ

ィクスセットとドロイドキットについて、誰もがマネをして製

作したくなるような完全マニュアル。好評発売中の「Robo-

Books Joe NagataのLEGO MindStormsスーパークリーチャー」

の姉妹本。前著と同様歩行型ロボットを中心としたオリジナル

な発想を、豊富な写真を用いて解説。B5判 128頁 定価(1,800円+税)0005 978-4-274-08692-2

RoboBooks

Joe NagataのLEGO MindStormsスーパークリーチャー

JoeNagata 著

LEGO MindStormsによるロボットの作例解説書。著者はWeb

上でMindStorms ギャラリーを開設。レゴ本社からも注目さ

れ、リンクされる有名人である。MindStormsを手にした人は

必ず欲しくなる内容。具体的な作品とその作り方を通じて、

MindStormsを一歩踏み込んで使いたいと考える人たちにノウ

ハウを提供する。B5判 146頁 定価(1,800円+税)9912 978-4-274-08683-0

センシング入門
西原主計 編

河原崎徳之

下条 誠

西原主計

吉留忠史 共著

ものを計測する技術が科学技術の基盤であることを実感でき、

学ぶモチベーションが上がる、初学者にも親しみやすい入門

書。各章、多種多様なセンシングを豊富にとりあげ、センサか

らコンピュータへの取り込み、信号処理との関連を意識した内

容とし、一貫してセンシング技術を修得できる内容。

A5判 240頁 定価(3,200円+税)0703 978-4-274-20378-7

ロボットセンサ入門

小栁栄次 著

ロボットの重要な基本技術のひとつであるセンサをロボット工

学初学者にわかりやすく解説。たくさんのさまざまなセンサか

らロボットへ利用されるもののみを取り上げ、センサの原理か

らロボットへの適応を解説する。ロボット工学授業の参考書・

教科書としてはもちろん、ロボット関連技術者、センサ関連技

術者にとっての基本書ともなる。A5判 152頁 定価(2,190円+税)0404 978-4-274-08747-9

電子機械入門シリーズ

センサの技術

鷹野英司
川嶌俊夫 共著

これからの産業は、ニーズに応じた多品種少量生産になると考

えられ、しかもその製品には、高い付加価値と個性が求められ

ている。本書は、発展してきたメカトロニクス技術の中から、

人間の感覚器官に相当するセンサを取り上げ、その構造、動作

原理と技術についての基本をわかりやすく解説したものであ

る。高専・職訓短大・専門学校・工業高校の絶好の教科書。A5判 192頁 定価(2,300円+税)0102 978-4-274-06939-0

新世代工学シリーズ

センシング工学

井口征士 編

メカトロニクスを構成する基本技術の一つであるセンシングに

ついてまとめている。今日的な応用を例に取りながらわかりや

すく解説している。

〔目次〕センサとは／力はどのようにして計られるのか／形や

位置や色を計るセンサ／温度、成分のセンサ／流量・流速のセ

ンサ／センサとコンピュータB5判 138頁 定価(2,500円+税)9909 978-4-274-13187-5

図解メカトロニクス入門シリーズ

センサ入門
（改訂2版）

雨宮好文 著

1986年の刊行以来、若手の技術者、現場の技術者に愛読され、

版を重ねてきたロングセラーの改訂版。

〔目次〕力センサ／温度センサ／自動平衡計器／差動変圧器／

距離センサ／重量センサ／流量センサ／レベルセンサ／光セン

サ／ガスセンサと湿度センサ

A5判 200頁 定価(2,500円+税)9903 978-4-274-08673-1

シリーズ 移動知 第1巻

移動知
―適応行動生成のメカニズム―

淺間 一・矢野雅文

石黒章夫・大須賀公一 共編

本シリーズは、「移動知」という新たな視点から適応的運動機

能の発現メカニズムと、その背後にある共通原理を記述した専

門書。第1巻では、移動知の基本的概念とともに、適応的行動

生成における脳の役割、移動によって生み出される身体・脳・

環境との相互作用、それから導き出された制御モデルの工学的

な応用について解説する。A5判 296頁 定価(4,800円+税)1003 978-4-274-50276-7
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シリーズ 移動知 第2巻

身体適応
―歩行運動の神経機構とシステムモデル―

土屋和雄

高草木薫

荻原直道 共編

本シリーズは、「移動知」という新たな視点から適応的運動機

能の発現メカニズムと、その背後にある共通原理を記述した専

門書。第2巻では、歩行運動に焦点を当て、歩行運動がいかに

実行・調節されているか、その障害の様態について解説し、そ

れらをシミュレーション解析。さらに、人工筋2足ロボットや4

足歩行ロボットの開発について解説する。A5判 332頁 定価(4,800円+税)1003 978-4-274-50277-4

シリーズ 移動知 第3巻

環境適応
―内部表現と予測のメカニズム―

伊藤宏司
近藤敏之 共編

適応的運動機能の発現メカニズムと、その背後にある共通原理

を記述した専門書。第3巻では、生物の環境適応に重要となる

脳-身体-環境の動的関係について指摘し、それらを調節するた

めに脳内部で起こっている「見なし情報」の生成、予測機能の

発現について考察。また、生物が感覚情報をいかに統合し運動

と連関させているかについて検討する。A5判 276頁 定価(4,800円+税)1003 978-4-274-50278-1

シリーズ 移動知 第4巻

社会適応
―発現機構と機能障害―

太田 順
青沼仁志 共編

適応的運動機能の発現メカニズムと、その背後にある共通原理

を記述した専門書。第4巻では、生物の社会的適応行動の機能

解明を目指して、数理モデルに基づく新しい方法論に言及。そ

の例として、コオロギ集団の順位形成、シロアリのカースト機

能形成などをとりあげる。さらに、ヒトの自閉症の理解ならび

に治療について述べる。A5判 276頁 定価(4,800円+税)1003 978-4-274-50279-8
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建築・土木

図解

建築用語辞典
（第2版）

建築用語辞典編集委員会 編

建築全般にわたり基本的な用語約6300語を収録し、わかりやすい表現で解
説するとともに、図・写真・表など1100余個を駆使して基本的な概念を視
覚的に把握できるように配慮した。このほか、各見出し語に分野記号を付し
て関連する分野を概略的に示し、また、従来の用語辞典と異なった中項目
を要所に入れて、総合的な理解が得られるような形式を取り入れた。単位は
SI単位を使用しているが、慣例的に用いられているものについては従来から
の単位も併用した。いつでも見やすく、手軽に使えるハンディな本辞典は大
学・高専・専門学校・工業高校で建築を学ぶ学生や初級技術者に最適で
ある。B6判 440頁 定価(3,200円+税)0402 978-4-274-06965-9

ハンディブック建築
（改訂2版）

渡辺仁史 監修

関連諸法令の改正に伴う見直しや環境重視、情報化（IT）と

いう社会の流れに対応し、完全SI化している。

〔目次〕建築史／計画原論／環境／建築計画／都市計画／建築

法規／建築設備／都市環境／建築構造／建築材料／建築工事／

施工法／建築生産／管理／デジタルデザイン／設計図書／図面

A5判 484頁 定価(3,800円+税)0209 978-4-274-10308-7

ひと目でわかる

建築現場の英単語
及川政志 編

髙橋奈々

二宮友佳子 共著

海外で仕事をする機会が多くなりつつある建築実務者にとっ

て、普段現場で使っている専門用語を英語で表現することは思

った以上に難しいことである。本書は、現場における建築用語

を、項目ごとに対訳方式でまとめてあるので、該当する用語が

工事種別ごとにすぐに引けるようになっている。「生きた英語」

が満載の使える用語集。B6判 240頁 定価(2,200円+税)0502 978-4-274-20015-1

浅田孝
―つくらない建築家、日本初の都市プランナー―

笹原 克 著

本書は、分野の垣根を超えた多岐にわたる浅田孝の仕事を、そ

れぞれ評価軸を設定した章で構成し、多視点的に描き出してい

る。また、本書制作にあたり、これまで公になっていない資料

を多数発掘し、収録している。巻末には歴代の環境開発センタ

ーOBによる特別寄稿を掲載した。

A5判 266頁 定価(2,800円+税)1404 978-4-274-21538-4

20世紀を築いた構造家たち

小澤雄樹 著

世界中から「20世紀を代表する構造家16人」を取り上げ、その

生い立ちや主要作品を紹介することで構造家の果たした役割や

その設計思想を垣間みる建築構造史。難しいと思われがちな構

造分野だが、さまざまな制約と格闘しながら、革新的な作品を

生み出した彼らの創造力のヒミツを解き明かす。構造の創造性

をいっぱいに詰め込んだ一冊。B5判 280頁 定価(3,200円+税)1402 978-4-274-21501-8

丹下健三とKENZO TANGE

豊川斎赫 編

最初期から最晩年までの巨匠・丹下健三をめぐる、弟子や協働

者、家族など、丹下と深く関わりを持った総勢49人へのインタ

ビューを収録。丹下の携わったプロジェクトについて可能な限

り資料を押さえ、証言を引き出し、従来の「丹下健三」像や

「KENZO TANGE」像に引きずられることなく、あるがまま

の丹下を描き出している。B5判 912頁 定価(14,000円+税)1307 978-4-274-21411-0

群像としての丹下研究室
―戦後日本建築・都市史のメインストリーム―

豊川斎赫 著

戦後日本建築界における国家的プロジャクトを一手に手がけ、

磯崎新や槇文彦、黒川紀章など世界的建築家を数多く輩出した

ことで伝説となっている東大・丹下健三研究室。本書は、丹下

と丹下研OB、その周辺人物との関係を追い、膨大なリサーチ

や理論研究を精緻に分析、それらと実作・計画案といかなる緊

張関係にあったかを鮮やかに描き出す。A5判 402頁 定価(4,000円+税)1205 978-4-274-21200-0

構造家 梅沢良三
―建築に挑み続けること―

梅沢良三 著

自邸『IRONHOUSE』、平成23年度建築学会賞受賞！知られざ

る修行時代からこれまで数多く開発されてきた構造システムの

話、実作として独立初期の作品である『湘南台文化センター』

からアトリエ『Irony Space』や自邸『IRONHOUSE』まで、

構造家としての軌跡を豊富な写真と図面で収録。

A5判 284頁 定価(3,300円+税)1110 978-4-274-21100-3

建築家ブルーノ・タウト
―人とその時代、建築、工芸―

田中辰明
柚本 玲 共著

ドイツに生まれ、一時期を日本で過ごし、桂離宮の再発見など

により、今なお私たち日本人に馴染みの深い建築家／工芸家ブ

ルーノ・タウトについて、波乱に満ちた生涯とその時代背景、

建築（世界文化遺産の4作品、ほか）と工芸における多彩な活

動などを、建築家の視点に立ちつつ、一般的な言葉で興味深く

まとめる本。A5判 232頁 定価(2,500円+税)1008 978-4-274-20904-8
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メタボリズム・ネクサス

八束はじめ 著

70年代、日本から世界に輸出した初の都市計画論と評されるメ

タボリズム。本書は、メタボリズムを社会との関係性から捉え

直し、都市や経済、政治的な文脈の中に位置づけている。価値

観の転換に迫られている今こそ再発見すべき都市計画論。

〔目次〕日本のアルターエゴの系譜／世界史の建築／焦土の中

から／広島：グラウンドゼロ上の伊勢／継続と刷新／他A5判 466頁 定価(4,800円+税)1104 978-4-274-21011-2

絵とき

建築学

廣瀬幸男
早川 潤 他著

初めて建築を学ぶ方や建築を知りたい方を主な対象に、建築学

全般についてわかりやすくまとめている。本書では建築を理解

するために必要な知識を最も基本的・典型的な80テーマに絞っ

て、絵とき・見開き構成で解説。また、学問体系にとらわれる

ことなく、身近な話題を通して楽しく学べる。

A5判 198頁 定価(2,400円+税)0105 978-4-274-10271-4

建築物の性能設計と検証法

日建設計東京オフィス構造設計室 編

建築物の性能確認の一手法、限界耐力計算法について、その設

計手法と検証法の特徴や設計例を具体的に解説。

B5判 168頁 定価(3,500円+税)0309 978-4-274-10335-3

実務者に役立つ

建築基準法令解説

小林崇男 監修
建基法令実務研究会 編

建築確認申請等をはじめ建築関係法規を運用する各種実務に携

わる方にとって、複雑な建築基準法令を充分に理解することは

必ずしも容易ではない。そこで本書では、建築基準法・同施行

令の全条文と重要な条文に対しての、実務を進めるうえで役に

立つ実戦的な解説とを逐条配置し、図表を用いながらわかりや

すくまとめた。A5判 546頁 定価(5,000円+税)1109 978-4-274-21088-4

わかりやすい

建築法規の知識
（改訂3版）

井上国博

木内美知子

上岡加奈 共著

建築法規を最大限活用するためには、やみくもにページを繰る

だけでは使いこなせるようにならない。それぞれの条文の関連

を理解し、その構造を把握する必要がある。本書は、建築を学

びはじめた方が建築法規の基本事項を理解できるよう、実務に

即した視点から必要事項のみをコンパクトにまとめたもの。

A5判 210頁 定価(2,300円+税)0808 978-4-274-20582-8

給油取扱所・地下タンク貯蔵所解説付き法令・通達集

危険物法令研究会 編

危険物施設は多岐にわたり、関係する法規はそれぞれ明確に区

分されている。本書では、給油取扱所と地下タンク貯蔵所に対

象施設を絞って、前段でそれらの概要をわかりやすく解説する

とともに、関係する法令のみを、関連づけを明示したうえで体

系的に収録。

A5判 888頁 定価(8,000円+税)0802 978-4-274-20495-1

図解

建築基準法令早わかり
（第2版）

勝田三良 編

建設系技術者・学生や建築士試験の受験者、建築確認申請等の

実務に携わる方にとって、複雑な建築基準法や建築基準法施行

令、建築基準法施行規則等を十分に理解することは容易ではな

い。そこで、本書では見開き対面形式で条文とその解説を対照

できるように、条文を偶数頁に、解説を奇数頁に記載し図表を

用いながら解説。A5判 816頁 定価(4,000円+税)0610 978-4-274-20267-4

イラスト図解

建築法規

井上国博
三村大介 共著

建築法規のなかから、住宅設計、不動産、インテリア等の建築

に関連する業務に必須の重要事項だけを厳選して解説。法律が

意味する内容を図表やイラストを豊富に用いて解説しているの

で「建築が専門ではないけれど、基本的なことを知りたい方」

「基本的なことは顧客に説明できるようになりたい方」に最適

の一冊。A5判 240頁 定価(2,200円+税)1603 978-4-274-21865-1

危険物関係法規の読み方

オーム社 編

複雑な危険物関係法令を理解しやすいよう、各製造所・設備ご

とに、関連する危険物関係法令を表で整理している。対応箇所

をすぐに把握できるほか、ポイントを理解しやすいよう図表等

を用いて平易に解説。また、実務に役立つ通達を多数収録。危

険物関係の実務者必携書。

A5判 272頁 定価(2,900円+税)0205 978-4-274-12005-3

絵ときでわかる

建築法規

中村忠實 著

「絵とき建築関係法規」の改訂改題版。建築基準法については、

平成10年法律第100号（第9次改正）の2年以内施行分およびこ

れらに関連する政令（平成12年5月公布までの全て）を網羅し

ている。また、新たに今後ますます重要となる品質確保促進

法、ハートビル法、耐震改修促進法等の解説を取り入れてい

る。A5判 178頁 定価(2,000円+税)0201 978-4-274-10285-1
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建設業のISO9001
―規格解釈と審査―

萩原良一 著

ISO 9001の取得を目指す方々や品質管理に取り組む方々を主

対象として、主に規格解釈と審査のポイントに焦点を当て、一

連のプロセスついてイラストにより平易に解説する実戦的実務

参考書。現実の業務に応用可能な具体的事例等を盛り込んでお

り、また、重要なキーワードや概念などについてもイラストで

わかりやすく解説している。B5判 228頁 定価(2,800円+税)0211 978-4-274-10310-0

わかりやすい

建築の品質管理

篠木武彦 著

経済的要因あるいは環境への配慮、長期耐用性の要求といった

社会情勢により、建設分野においても、今後ますます品質管理

の重要性が増大していくことが考えられる。よって、建設現場

での実務者には今まで以上に徹底した管理が求められる。工事

管理実務者に向け、品質管理システム全般にわたり、総合的か

つ体系的に、具体例を盛り込み解説。B5判 210頁 定価(2,800円+税)0201 978-4-274-10288-2

予防行政のあゆみ

消防設備規制と防災安全

次郎丸誠男 著

消防設備規制を中心とした予防行政の変遷・あゆみを、制度の

変遷、技術基準の変遷といった様々な観点からわかりやすく解

説する実務書である。

A5判 404頁 定価(3,300円+税)0905 978-4-274-20709-9

予防行政のあゆみ

危険物規制と防災安全

次郎丸誠男 著

危険物規制を中心とした予防行政の変遷・あゆみを、危険物に

関わる各種の制度に関する変遷、危険物製造所等に係る技術上

の基準の変遷、危険物施設に係る貯蔵・取扱いに係る技術基準

の変遷といったさまざまな観点からわかりやすく解説する実務

書である。

A5判 252頁 定価(3,000円+税)0905 978-4-274-20710-5

大学課程

建築計画

斎藤平蔵
宮川英二 共編

大学、高専のテキストとして、体系的な構成で編集されたもの

である。

〔目次〕原論（建築と気候／建築照明／建築音響）／設計（総

論／住宅／アパート、寄宿舎／スーパーマーケット、商店／百

貨店／事務所／銀行／ホテル／劇場／公民館／図書館／美術館

／学校／病院／駐車場設備／体育施設）A5判 274頁 定価(2,700円+税)7304 978-4-274-12710-6

建築人間工学 空間デザインの原点
（第2版）

岡田光正 著

「日本建築学会大賞」を受賞した著者の永年にわたる講義ノー
トのエッセンスを集成。人間の知覚、空間の構成要素、さらに
は人間・群集の行動法則、人口と密度の関係に至るまで、空間
デザインの手法をビジュアルに解説した「建築人間工学」の先
駆の書。第2版では、とくに少子高齢化にともなう人口問題に
関し、大幅な加筆修正を行なった。建築系をはじめ芸術系、生
活系など、空間デザインにかかわる多くの方々におすすめ。B5判 208頁 定価(3,300円+税)1209 978-4-8445-3129-6

カラーデザインのための色彩学

槙 究 著

色自体の基礎知識からカラーデザイニングの具体的手法まで、

色彩学の知識をデザインのプロセスに沿って体系的にわかりや

すく解説している。カラー図版を豊富に取り入れて、視覚的に

も理解しやすくすると共に、実務経験がなくても色彩学とデザ

インとのつながりが明確に理解できるようにまとめている。

B5判 188頁 定価(2,500円+税)0609 978-4-274-20289-6

MUSEUM DESIGN
（ミュージアム・デザイン）

ジェイムスグレイソン 著

現代アートを専門にしている美術館を世界中から集めたフォト

ブック。従来の美術館の概念を覆すような美術館が満載。本書

を通じて、展示品以上の迫力をもつ美術館の数々を堪能でき

る。また、これからの住宅建築や、店舗デザインにおけるイン

スピレーションを刺激する建築資料集としても価値あるものと

なっている。A4変判 192頁 定価(4,300円+税)0109 978-4-274-10278-3

光と色の環境デザイン

社団法人日本建築学会 編

本書では、視環境デザインについて考えるべき事柄を厳選した

うえで、視覚的に理解しやすいように取りまとめている。さら

に、照明や色彩を学ぶ学生だけでなく、建築設計を学ぶ学生や

設計に携わる実務者にも利用されるガイドブックである。

〔目次〕屋外空間の視環境／屋内空間の視環境／採光／装置と

素材／デザインプロセス／光と色の体系／光と色の活用B5判 176頁 定価(3,400円+税)0106 978-4-274-10275-2

建築とユニバーサルデザイン

古瀬 敏 著

街づくりや建築づくりにおいて、これから重要となるユニバー

サルデザインの考え方、福祉住環境の設計のポイントなどを、

実例・具体例を用いてわかりやすく紹介。長寿社会の住宅づく

りの基本的な考え方や、誰もが快適に暮らせる住宅設計のポイ

ントを説明しやさしく解説している。

A5判 196頁 定価(1,800円+税)0106 978-4-274-10277-6

建築・土木92



Lighting by Yourself
手づくりライティング

小林茂雄＋東京都市大学小林研究室 著

近年、「あかり（照明）」を工夫しながら楽しむ人たちが増えて

きた。本書では、ライティングを始めてみたい！と思う人やプ

ロのように高レベルにチャレンジしてみたい！と考える人たち

のために、簡単に手作りできる初歩的な手法から高レベルの演

出法までを実例で、制作プロセスや照明の効果・考え方までを

解説した本。A5判 144頁 定価(2,200円+税)1006 978-4-274-20885-0

光の景観2
―照明デザインプロジェクト―

東宮洋美 著

照明デザインでは、光や色と人間の心理との関係について知っ

ているとともに、クライアントが考えている表現し難いことを

実現するためのプロセスについての技術や経験が必要となる。

本書は、屋外・室内の照明デザインの実例をもとに、その視点

と表現方法を構想から実施までの流れで解説。

B5変判 168頁 定価(3,000円+税)0811 978-4-274-20615-3

空間デザインのための照明手法

照明学会 編

建築デザインの中で照明デザインの役割が高まっている。本書

は、照明デザインがどのように組み立てられているか、を具体

的な事例をもとに説明するとともに、空間を目的を持って見せ

る照明のバリエーションを、空間の目的、コンセプトごとに集

め、光の状態などの照明デザイン用語も説明。

B5判 160頁 定価(2,800円+税)0808 978-4-274-20584-2

光の景観
―照明の計画とデザイン―

東宮洋美 著

照明デザインには、光の性質についての知識とともに人間の視

覚や感性、光をどのようにコントロールして使うかという技術

や経験が必要である。本書は、照明デザイナーを志す若い人を

主対象に、照明デザインの基礎から設計までを、写真や図を中

心とした豊富な資料をもとにまとめたもの。

B5変判 176頁 定価(2,500円+税)0601 978-4-274-20189-9

絵とき

照明デザイン実務学入門早わかり

小泉 実 著

照明の良し悪しは人の生活環境や心に微妙な影響を与える、し

かし「照明の在り方」についての考え方は人まちまちであり、

電気工学の中でも「照明の環境工学」的視点は、皆無とさえ言

える。本書は「視覚から見た快適環境」の在り方をイラストを

中心に絵とき解説したインテリアライティングの技法をとりま

とめた実務入門書。B5判 192頁 定価(2,400円+税)0007 978-4-274-94242-6

詳細ディテールを読み解く

RC住宅のつくり方
「pallets」ができるまで

駒田剛司

駒田由香

深澤浩司 共著

RC住宅のつくり方から工種ごとの基礎知識、各展開・ディテ

ール図までを網羅。著者が実際に手がけたRC住宅「pallets」

を実例としてあげることで、「設計図を描く」という意味をよ

りよく理解できるようまとめた。

B5判 188頁 定価(2,600円+税)1708 978-4-274-22083-8

詳細ディテールを読み解く

木造住宅のつくり方
「朝霞の家」ができるまで

熊澤安子 著

「設計図を描く」という意味をよりよく理解するための本です。

図面を描くためには、住宅の施工手順を知ることが重要。それ

らを、著者が実際に手掛けた住宅「朝霞の家」を通してまとめ

ることで実感をもって体験することができる。

B5判 224頁 定価(2,800円+税)1705 978-4-274-22051-7

苦手克服！これで完璧！

矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計
［S編］

杉浦伝宗・細谷 功

長沖 充・蕪木孝典

伊藤茉莉子 他共著

矩計図の「作図手順」と「施工手順（つくり方）」をリンクさ

せて図解し、基本ルールから基礎・天井・床・屋根などの各種

部位のしくみとディテールをやさしく解説。バリエーションを

組み合せて、「本格的な矩計図」が描けるまでをまとめた。

B5判 224頁 定価(2,800円+税)1704 978-4-274-22052-4

読んで楽しい家づくりの

なるほどディテール。

島田貴史
徳田英和 共著

家の中には無数の「ディテール」が隠されており、それらのデ

ィテールについて学ぶとき、図面を見て写すだけでは足りず、

そのディテールが生まれた「背景」を知ることが大切。本書で

は、それらの物語（背景）とともにドローイングや図面を多数

盛り込んで、読みながら思わず「なるほど！」と言ってしまう

エピソード満載。A5判 192頁 定価(2,400円+税)1611 978-4-274-21979-5

住み継ぐ家づくり

住宅リノベーション図集

魚谷繁礼建築研究所 著

木造住宅の「リノベーション」について、プランニングからデ

ィテールまでのすべてを実施図面で徹底解説。「何を残し何を

変えるべきか」リノベーションならではのプランニング術が設

計者の視点から詳細に理解できる。しかも、ディテール・詳細

図もS=1/3や1/5で豊富に収録。

B5判 256頁 定価(3,500円+税)1608 978-4-274-21923-8
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珠玉のディテール満載

住宅設計詳細図集

手嶋 保 著

一軒の住宅「伊部の家」に照準を合わせ、設計するうえでこだ

わったポイントを、設計者の目線から解説。収録されているの

は、基礎図面から水廻り詳細、枠廻り詳細、家具詳細、建具

表、構造図、設備図など、「伊部の家」の全図面。さらに展開

図や断面を重ね合わせた断面パースなど、実際の空間体験に近

い図面表現に工夫を施した。B5判 256頁 定価(3,500円+税)1605 978-4-274-21881-1

名作住宅から学ぶ

窓廻りディテール図集

堀啓二＋共立女子大学堀研究室 編著

名作住宅の「窓」にスポットをあて、知られざるディテールの

秘密に迫るのが本書。学生には［ディテール入門］、若い設計

者にはアイデアやヒントが詰まった本として活用可能。豊富な

手描きイラストで徹底的図解し、断面パースなどを多用するこ

とで、専門知識のない読者でも“立体的”に楽しく窓の仕組みを

理解できる。B5判 128頁 定価(2,500円+税)1604 978-4-274-21847-7

苦手克服！これで完璧！

矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計
［RC編］

中山繁信・細谷 功

長沖 充・蕪木孝典

伊藤茉莉 他共著

矩計図の「作図手順」と「施工手順」をリンクさせて図解し、

基本ルールから基礎・天井・床・屋根などの各種部位のしくみ

とディテールをやさしく解説。バリエーションを組み合せて、

「本格的な矩計図」が描けるまでをまとめた。図面が得意でな

い方、特に「平面図は描けるけど、矩計図は苦手…」という方

にオススメの、ありそうでなかった入門書。B5判 224頁 定価(2,900円+税)1604 978-4-274-21882-8

苦手克服！これで完璧！

矩計図で徹底的に学ぶ住宅設計
中山繁信・細谷 功

長沖 充・蕪木孝典

伊藤茉莉子 他共著

矩計図の「作図手順」と「施工手順」を連携させ、作図上の基

本ルールと基礎・天井・床・屋根などの各部分の仕組みについ

て基礎から解説。施工する際に手戻りの少ない、本格的な矩計

図が描けることを第一とした。図面が苦手な方、特に「平面図

は描けるけど、矩計図は苦手…」という方に最適の入門書。

B5判 224頁 定価(2,800円+税)1504 978-4-274-21740-1

知りたいディテール満載！

木造住宅パーフェクト詳細図集

丸山 弾 著

「木製建具の納まり」や「開口部の作り方」、「水廻りのディテ

ール」など、設計者の多くが悩んでいる納まりを部位別にまと

め、解説を加えた詳細図集。掲載している図面は実際に使用さ

れた図面なので、具体的に参考になる。精巧でかつ随所にこだ

わった図面は設計上の参考になること間違いなし。

B5判 288頁 定価(3,500円+税)1504 978-4-274-21741-8

住宅設計と環境デザイン

小泉雅生 著

本書では環境を意識した住宅設計を行う上で、具体的に何をし

なければならないのか、設計者の視点から解説している。設計

の各フェーズで重要なキーワードで構成しているため、知りた

いことがすぐわかる内容。これから住宅を設計する人、経験を

積んだ人にも実務的に活用できる一冊。

A5判 224頁 定価(2,300円+税)1501 978-4-274-05063-3

エコ住宅・エコ建築の考え方・進め方
坂本雄三
柳原隆司
前 真之 共編

本書は、住宅とオフィスビルに焦点を当て、建築における省エ

ネルギー・省CO2化に向けた多様な取組みを基本から説き起こ

し、最新手法の実践的なノウハウまでをわかりやすく解説し

た。東京大学建築環境エネルギー計画学講座の7年間に及ぶ研

究成果を元に、新しい実例を中心に据えて、多数の図表や写真

を活用した内容・構成としている。B5判 264頁 定価(3,500円+税)1204 978-4-274-21177-5

ソーラー建築設計データブック

日本建築学会 編

建築全般を対象に、ソーラー建築の基本設計段階の知識を実践

的にまとめているところが特長。デザインコンセプトからシス

テムの解説、配管・配線の標準例、地域別の各種データ類まで

を収録している。

B5判 146頁 定価(3,800円+税)0410 978-4-274-10358-2

エコハウスの設計

エコハウス研究会 編
井上 牧 他著

これからの真の「エコハウス」について、具体的な計画／設計

／施工管理手法や各種建材／設備機器の選定等をやさしくまと

めている。また、巻末に具体的な建築事例を、付録として掲載

している。

B5判 204頁 定価(3,300円+税)0406 978-4-274-10354-4

わかりやすい

グリーンオフィスの設計

岡 建雄 著

環境配慮型オフィスビル(グリーンオフィスビル)の設計におけ

る、グリーン化手法の基本的原理や具体的なライフサイクル計

算手法等を解説する実務参考書。基礎原理、基礎理論、考え

方、電卓で計算できる具体的な計算事例等を中心に工夫した図

面やイラストで平易に解説している。

B5判 168頁 定価(2,800円+税)0008 978-4-274-10259-2
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建築学構造シリーズ

建築構造物の設計［S×RC×木］

建築構造技術研究会 編

大学の教科書および実務への架け橋となるシリーズとしてこれ

まで科目別にまとめられてきた「建築学構造シリーズ」。本書

は総合的に［S×RC×木］構造を学べる「設計編」。豊富な側

注も配し、紙面もとても充実。学部生から構造設計者を志す

方、一級建築士を目指す方まで、構造設計がよくわかる一冊。

B5判 304頁 定価(3,200円+税)1510 978-4-274-21810-1

まるごとわかる！これで完璧！

住宅プランニング［間取り］図集

八島正年
八島夕子 共著

住宅プランニング［間取り］の基本がわかる実践的入門書。第

Ⅰ、Ⅱ編では、「一軒の間取りができるまで」をテーマに、全

体計画からリビングやキッチン、和室や水廻り、外構など、各

種プランニングの考え方を手描きイラストでやさしく学ぶこと

ができます。第Ⅲ編では、「実際の設計図」をテーマに開口部

や枠廻りなど、部位別詳細図を収録。B5判 224頁 定価(3,000円+税)1511 978-4-274-21809-5

なぞってカンタン！

パースグリッドスケッチ練習ノート
―図法に基づく立体フォルムの描き方―

染森健一 著

吉村 伸 作画

ビーコムプラス 制作

図法をもとにパースの書き順を学びながら、立方体を簡単かつ

より正確に描写できるようになるパース技法超入門書。優れた

デザインを実際に「なぞって」描きながら、パースぐりっと法

を体感し、立体的な構造物を描く方法を学ぶことができる内

容。

B5判 144頁 定価(2,200円+税)1607 978-4-274-21918-4

スケッチパース着色技法
―塗り絵スタイルで簡単！色鉛筆パース―

山本洋一 編

手書きパースに色鉛筆を使ったカラーリングテクニックを加え

ることで、スピーディーさと美しさを備えたパース技法を伝授

する。住宅、商業施設、外構、個別素材等を用い、順を追って

技法を紹介していくので、手軽にパースを描くことが可能であ

り、かつ、カラーリングをすることで、よりプレゼンテーショ

ン等現場で活用できる構成となっている。B5判 160頁 定価(2,800円+税)1308 978-4-274-21431-8

なぞってカンタン！

植物・動物スケッチ練習ノート
染森健一 著

吉村 伸 作画

ビーコム 制作

植物や動物のような有機的な立体のかたちを上手に写し取る場

合、注目すべきキーワードは規則性・骨格・動き・構造・比

例・奥行・重心である。本書では実際に描く前にこれらの基本

事項を確認していく。なぞりながら観察するポイントを知り、

生命感のあるワンランクアップの描写を目指したいひとにぜひ

読んでほしい1冊。B5判 128頁 定価(1,800円+税)1211 978-4-274-06901-7

パースの表現
―マンガでわかる光と陰影・着彩―（第2版）

面出和子 監修

染森健一

ビーコム 共著

第2版の発行にあたって、表現力の要である陰影、光、着彩に

ついて、さらに上手に表現するテクニックをコラムとして追加

した。また、設計実務上、必要となる人物像を付録として掲

載。二種類のタッチとスケールを掲載しているので、用途に応

じて活用できる。表現力と説得力のあるパース図を書けるよ

う、主人公たちと一緒に勉強することができる。B5判 132頁 定価(1,800円+税)1204 978-4-274-06884-3

なぞってカンタン！

立体スケッチ練習ノート

染森健一 著
ビーコム 制作

工業デザインや建築デザインなど立体的なモノのイメージを描

くときには、立体を客観的にとらえることが大事である。デザ

インスケッチとして説得力のある立体感が出せなかったり、立

体的に見せる表現に苦労している読者のために、本書は、図学

をもとに立体をとらえる方法のヒントと描き方のコツをかんた

んに解説している。B5判 128頁 定価(1,800円+税)1102 978-4-274-06842-3

パースの教室
―なぞって覚える120分インテリアパース―

山本洋一 監修
建築士学院 編

「すぐに描ける！3時間パーステクニック」の姉妹書で、さらに

簡単、短時間で誰でもパースが描けるよう、基本的な図法の解

説＋多くの課題の練習でテクニックを身に付けるための入門

書。鉛筆やサインペンなどを使って、「手本をみる」→「注意

点を確認する」→「なぞって練習」という過程を通して初級テ

クニックを身に付ける内容構成となっている。B5判 180頁 定価(2,800円+税)1010 978-4-274-20939-0

パースの技法
マンガでわかる遠近法・構図

面出和子 監修

染森健一

ビーコム 共著

本書は、正確に描くために必要不可欠な遠近法について、豊富

なイラストとマンガを用いて基礎を徹底的に学習する。マンガ

の主人公一平、キュートで元気な女の子（実はネコ！）ミルク

とともに勉強できて、本書を一通り読み終わるころには遠近法

の基礎が身につく構成となっている。

B5判 128頁 定価(1,800円+税)0906 978-4-274-06762-4

すぐに描ける！

3時間パーステクニック

山本洋一 監修
建築士学院 編

中小工務店の設計担当や営業の方々を主対象として、“手描き”

でスピーディーにパースを作成するための技法を解説。基本的

には、ドライマーカーや色鉛筆のみで素早く完成させることを

主眼とし、パースの基本事項から実際の描き方まで指南、プレ

ゼンテーションテクニックとして活用できる内容構成となって

いる。B5判 132頁 定価(2,800円+税)0806 978-4-274-20565-1
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見方・かき方

木造建築図面

菊地裕彦
野間 宏 共著

木造建築に必要な図面の種類やそれぞれの目的と用途、図面を

描くための基礎知識や応用面までを実例に基づき解説してい

る。

〔目次〕木造建築設計の基礎知識／木造建物の基礎知識／建築

製図の基礎知識／図面の種類と見方／木造建物のチェックポイ

ント／図面のかき方と手順／付録 建築確認申請図例B5判 166頁 定価(2,400円+税)0308 978-4-274-10330-8

図解

住宅建築図面の見方・かき方
吉松正行

松澤哲次郎

唐沢俊明

近藤侊三 共著

建築を志す方にとって、もっとも基本となるものは図面であ
る。図面には建物に対する建主の要望、設計者の意図を施工者
に伝達するための手段として、すべての情報が込められてい
る。本書は木造住宅図面について、住宅計画から仕上げに至る
までの各種住宅建築図面の見方と実際のかき方、まとめ方のポ
イントを、具体的にプロセスを追ってステップバイステップで
わかりやすく解説。B5判 140頁 定価(2,700円+税)9907 978-4-274-10239-4

図解

建築のいろいろな透視図法

乾 亮三
向井 洋 共著

〔目次〕建築の透視図・陰影図／斜め方向から見た透視図／少

し斜めの方向から見た透視図／真正面から見た透視図／上の方

から見下した透視図／水面や鏡の面に映る建物の透視図／建物

の陰影の透視図（積重ねた箱や積木の家／ろく屋根の建物／こ

う配屋根の家／上の方から見下した建物）

B5判 186頁 定価(3,495円+税)9102 978-4-274-10120-5

建築図学
（第2版）

佐藤 平 編著

建築の図学は、図学の基本をなす平面図学から学ぶべきであ
る。本書はこのような考え方を基調にそのテキスト作りに取り
組んだものである。平面図学から立体図学、単面投象へと順に
解説を進めたが、幾何学的解析に終始することなく、建築の実
例との関連においての把握に重点を置いた。第2版では、コン
ピュータによる図形処理の章を全面的に改訂した。大学、高
専、専門学校のテキストとして好適。A5判 192頁 定価(2,400円+税)8004 978-4-8445-3127-2

だれにもわかる

建築図面の見方・かき方

岸田林太郎
山縣慶三 共著

技能者が図面を見て、正しく図面どおりの仕事ができるよう

に、図面を読みこなせることを目標とし、併せて簡単な図面が

描けるよう、図面の見方、描き方を具体例をとり入れて平易に

解説した。

〔目次〕建築物にはどんな種類があるか／建築物はどのような

手順をふんで設計・施工されるか／その他A5判 152頁 定価(2,700円+税)7109 978-4-274-09887-1

静定構造力学の解法
（第2版）

岡島孝雄 著

本書は、問題の解法を中心に「静定構造力学」と「材料力学」

の基本をマスターすることを目標として、基本事項の解説と豊

富な演習問題（123問）を掲げ、さらに全問題の詳解を中心に

解説を重ねるという反復のスタイルを採用した「習熟重視」の

入門書。

A5判 192頁 定価(2,000円+税)1704 978-4-274-22035-7

絵とき

構造力学

粟津清蔵 監修
石川 敦 著

「構造力学」の一般的な基礎知識から説き起こし、はりの計算、

部材断面の性質、さらに、柱やトラスから、たわみと不静定ば

りまで、構造力学全般にわたって基礎的理解が得られるように

まとめた。各章末にはまとめ問題を掲載。※本書は『絵とき

応用力学（改訂2版）』をベースに加筆・修正を行い、現在のカ

リキュラムに沿う形で書名を変更し発行。A5判 242頁 定価(2,500円+税)1508 978-4-274-21779-1

わかる！わかる！

建築構造力学
上田耕作
廣瀬幸男
廣瀬妙子 共著

「応力図（特にQ図、M図）がわからない」「等分布荷重が作用

したときの求め方がわからない」「トラスの反力、応力が難し

い」といった声は多い。本書は、数式計算の展開を、豊富な図

とともにわかりやすく徹底的に解説することに重点を置き、解

き進めていくうちに構造力学が理解できるように配慮した一

冊。演習問題も豊富に掲載。B5判 240頁 定価(3,000円+税)1503 978-4-274-21727-2

ズバッと解ける！

建築構造力学問題集220

上田耕作 著

『計算の基本から学ぶ建築構造力学』の姉妹書。建築構造力学

の基礎が学べる前著に対して、本書では、大学や専門学校で講

義に登場する演習問題から、1・2級建築士試験に出題されるレ

ベルの問題までを取り上げ、問題演習を通して、計算を解きな

がら重要な点や陥りやすいミスのポイントなどがズバリ、スッ

キリ学べるように工夫しているところが特長である。A5判 276頁 定価(2,800円+税)1102 978-4-274-20983-3

計算の基本から学ぶ

建築構造力学

上田耕作 著

本書は、建築構造力学を初めて学ぶときに役立つ入門書という

位置づけで、数式計算の基本的展開の解説に重点を置きなが

ら、建築構造力学の基礎をわかり易く、かつ、親しみ易く解説

することを目指した。各章は、やさしい説明と豊富な図解、例

題演習、章末演習問題で構成し、巻末に詳細な解答を付した。

また、冒頭には、計算力チェックテストを収録した。A5判 256頁 定価(2,800円+税)1004 978-4-274-20856-0
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建築構造力学公式活用ブック

植村典人
河合省吾 共著

永年にわたり、多くの読者から大変好評であった「建築構造力

学公式活用ポケットブック」（1968年発行）の改題改訂版。初

版以来の基本構成である、構造力学に必要な公式と計算を例題

によって、わかりやすくまとめている。諸数値はSI単位に改

め、判型もB6判からA5判に大きくし、見やすくしている。建

築構造力学に必要な公式がすぐわかる一冊。A5判 216頁 定価(2,800円+税)0301 978-4-274-10316-2

わかる！

建築構造力学
上田耕作
廣瀬幸男
小薬 聡 共著

建築学の各分野を入門レベルで体系的にまとめたもので、建築

構造力学の基礎原理から先端理論までを平易に解説。建築構造

力学の各分野を細分化し、それぞれのテーマを見開き2ページ

のレイアウトで図表を参照しつつわかりやすくまとめている。

演習問題も豊富に収録している。建築構造設計の実務へつなが

る、わかりやすい入門書。A5判 226頁 定価(2,800円+税)0205 978-4-274-10296-7

やさしい

建築の構造力学

山田 修 著

豊富なイラスト、図面、写真で難解な構造力学を楽しく学べる

ように構成されており演習問題で確認学習ができる。

〔目次〕「力の釣合い」は力学の基本である／構造物の性質と安

定。静定を調べる／静定構造物の応力を求める／静定トラスを

解く／構造部材を設計する／部材の変形と応力を考え不静定構

造物を解く／むずかしい不静定構造物を解くB5判 176頁 定価(2,600円+税)9611 978-4-274-10200-4

図解

建築構造力学の学び方

槙谷栄次
永坂具也 共著

工夫された図により、視覚的に理解できるとともに、豊富な例

題、演習問題によって数学的解法も把握できる。

〔目次〕構造力学へのアプローチ／構造力学の基礎／静定トラ

ス／静定はりの断面力／材料力学／断面の特性／断面力と応力

度／はりの変形／柱の応力度／ラーメンの力学

A5判 264頁 定価(3,400円+税)8504 978-4-274-10032-1

大学課程

建築構造力学
武藤 清
辻井静二
梅村 魁 他著

現代のカリキュラムに沿って構成し、平易に解説すると共に例

題や演習問題を豊富にして、実力養成のために配慮してある。

〔目次〕力／はり／骨組／応力度とひずみ度／部材の断面設計

／トラスとはりの変形／ラーメン／不静定骨組／座屈と振動／

特殊な構造物／構造物の設計

A5判 248頁 定価(2,800円+税)7802 978-4-274-12704-5

納まりのしくみを徹底解剖

構造ディテール図集

山田憲明
多田脩二 共著

本書は、実務経験によって培われた知恵や工夫を網羅し、基

礎、スラブ、柱の接合部、柱・梁の取り合い」などの各部位ご

とにまとめ、木造と鉄骨造の二部構成でまとめた構造ディテー

ルの詳細図集。

B5判 184頁 定価(3,500円+税)1611 978-4-274-21956-6

今さら聞けない［Q&A］

建築構造の基本攻略マニュアル

一般社団法人日本建築構造技術者協会（JSCA） 編

日頃、意匠設計者や設備設計者から頻繁に受ける構造的な問題

を「ピンポイント」で取り上げ、“ベテラン構造設計者”ならで

はの丁寧な解説でまとめた実践書。意匠設計者や設備設計者、

新人・若手構造設計者の方に「読むノウハウ本」としてオスス

メ。

B5判 224頁 定価(3,200円+税)1611 978-4-274-21982-5

JSCA版

木造建築構造の設計

社団法人日本建築構造技術者協会 編

改正建築基準法に対応する各種の更新、学会規準等の更新を反

映させ、同時に全体的な内容の見直しを図った改訂版。実務入

門者にもわかりやすいように各種の実例を取り上げ、木造建築

構造設計について、構造計画・計算の流れに沿って解説してい

る。また、複雑な構造計算のプロセスにおいて何をどのように

判断するのか、という点を重視し具体的に解説した。B5判 512頁 定価(7,000円+税)1104 978-4-274-20998-7

JSCA版

S建築構造の設計

社団法人日本建築構造技術者協会 編

建築基準法改正に基づき、最新基準類への対応を図り内容構成

の見直しを行い、実戦的かつわかりやすくなった改訂版。S建

築構造設計について、実務入門者にもわかりやすいよう、実例

を取り上げ、構造計画・計算の流れに沿って解説をしている。

〔目次〕構造設計の概要／3階建事務所ビルの設計例／天井クレ

ーン付き平屋工場の設計例／8階建事務所ビルの設計例B5判 400頁 定価(5,800円+税)1012 978-4-274-20949-9

JSCA版

RC建築構造の設計

社団法人日本建築構造技術者協会 編

RC建築構造設計について、大幅に改正された建築基準法に対

応し、実務入門者にわかりやすいように実例を取り上げ、構造

計画・計算の流れに沿って解説している。理解をより深められ

るように、複雑な構造計算のプロセスにおいて何をどのように

判断するのかという点を重視し具体的に解説した構造設計者の

必携書。B5判 442頁 定価(6,500円+税)1007 978-4-274-20896-6
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基礎からわかる

建築構造物の設計

社団法人日本鉄鋼連盟建築構造教材作成委員会 編

構造力学と各種構造を結びつけて、建築構造設計をより深く学

べるように、基礎知識から設計演習、さらに実建物の構造設計

の紹介までを一冊にまとめる入門書である。本書で用いられる

設計例は、それらの設計計算プロセスを正に手計算で追跡でき

るレベルでまとめている。また、実在する種々の建物の構造設

計ディテールを紹介。B5判 228頁 定価(3,800円+税)0405 978-4-274-10352-0

新

建築土木 構造マニュアル
鈴木悦郎 監修

清田清司

高須治男 共著

骨組の応力解析、変形計算、断面設計計算など、土木・建築技術者
が簡単に手計算でできるよう編集した構造力学公式集。構造設計に必
要なあらゆる実用公式をはじめ、計算図表、諸数値を系統的に整理集
録。さらに、必要公式がすぐ引き出せるように図目次を採用した。新版で
はSI単位化を図るとともに、新基準対応の実用構造設計法について設
計式と計算値を併記してわかりやすく解説し、また、構造設計に役立つ
計算事例を多数追加した。応力計算、断面算定と系統的に一貫して
活用でき、構造物・仮説設計の実用資料としても役立つ必備の宝典。A5判 424頁 定価(4,200円+税)0401 978-4-274-05016-9

RC建築構造計算の実務
吉永光郎
原田 清
杉山逸朗 共著

構造力学から実際の構造設計へ進むには、それなりのテクニッ

クが必要である。本書は、はじめて構造計算を経験する方のた

めに、RC構造の実例を例題として手計算の道筋を示し、各段

階でのポイントや方針をどうとらえていくか、計算式の使い

方・計算書のまとめ方などをわかりやすく解説している。

B5判 208頁 定価(3,200円+税)0206 978-4-274-10297-4

建築学構造シリーズ

建築基礎構造

冨永晃司 編著

セメスタ制に対応するようにコンパクトにまとめた教科書シリ

ーズ。実験式や関連知識、専門用語などにわかりやすい解説を

付し、例題や側注も用意している。本書は建築基礎構造の教科

書。途中でつまずくことなく理解できるように、記述と全体構

成を工夫した。15コマの講義を通して「建築基礎構造」の全体

が習得できる構成としている。B5判 240頁 定価(3,500円+税)1309 978-4-274-21448-6

建築学構造シリーズ

建築構造力学

津田惠吾 編著

「建築学構造シリーズ」は、セメスター制に対応した形態で、

基礎原理や基礎理論の考え方を中心に、理解しておくべきこと

を体系的にまとめる教科書シリーズである。理論式や関連知

識、専門用語などについても、側注等を使ってわかりやすく解

説し、章末の演習問題も豊富に盛り込んでいる。本書は建築構

造力学についてまとめるものである。B5判 368頁 定価(4,300円+税)1009 978-4-274-20922-2

建築構法
（第3版）

佐治泰次
松藤泰典 共著

建築はどのように造られるのか。合理的な建築構造法とはいかなる
ものか。本書は、木構造・鉄骨構造・鉄筋コンクリート構造を中
心に、基礎・地盤から、屋根・内外壁・床・天井などの各部構
造、さらには建具・造作に至るまで、現代建築構法の概要を詳細
に解説したものである。各構造の歴史的変遷に触れながら、伝統
技術・在来工法と最新の建築技術とを過不足なく紹介し、設計例
などの説明には挿図に寸法を明示して、将来設計・施工に携わる
読者の便を計った。建築系諸学科のテキスト・参考書に最適。B5判 280頁 定価(3,600円+税)0504 978-4-8445-3128-9

建築学構造シリーズ

建築合成構造

松井千秋 編著

「建築学構造シリーズ」は、セメスタ制に対応した形態で、基

礎原理や基礎理論の考え方を中心に、理解しておくべきことを

コンパクトにまとめる教科書シリーズ。理論式や関連知識、専

門用語についても、わかりやすい図表や側注などを使って解説

し、章末の演習問題も豊富に盛り込んでいる。

B5判 200頁 定価(3,800円+税)0410 978-4-274-13305-3

建築学構造シリーズ

建築空間構造

皆川洋一 編著

「建築学構造シリーズ」は、セメスタ制に対応した、基礎原理

や基礎理論の考え方を中心にコンパクトにまとめた新しい教科

書シリーズ。

〔目次〕建築空間構造の形態と歴史／アーチ構造／シェル構造

／折板構造／トラス構造／膜構造／空間構造の新機軸／はり構

造／トラスドーム／テンション構造／張弦はり構造B5判 220頁 定価(3,800円+税)0209 978-4-274-13253-7

建築学構造シリーズ

建築木質構造

菊池重昭 編著

「建築学構造シリーズ」は、セメスタ制に対応した、基礎原理

や基礎理論の考え方を中心にコンパクトにまとめた新しい教科

書シリーズ。

〔目次〕木質構造の構法／構造計画の基本／木質構造の構造計

算／建築構造用木質材料／部材の設計／接合部の設計／在来軸

組構法の設計／枠組壁工法の設計／他B5判 272頁 定価(3,500円+税)0112 978-4-274-13240-7

コンクリート充填鋼管構造
―CFT構造の性能と設計―

松井千秋 著

コンクリート充填鋼管構造（CFT構造）は、耐震性能に大変

優れた新建築構造として、近年にわかに注目され始め、法整備

も進んだことにより、鉄骨構造などとともに一般構造手法とし

て取り扱えるようになった。本書は、この CFT構造による構

造設計の特質を理解するための実務参考書として発行。

B5判 208頁 定価(3,800円+税)0902 978-4-274-20665-8
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初心者のための

鉄筋コンクリート建築の構造計算
（改訂版）

青木博文 序
佐藤 哲 著

現在、鉄筋コンクリート造の構造計算は耐震構造の時代にあって格
段に複雑なものになっている。本書は、構造全体の把握から細部の
計算までを、初学者にもわかるように、図・表を多用して平明に解
説した。主要な項目には適切な例題を掲げ、懇切な解答を付し、
また練習問題により構造計算の実力が養成できるよう配慮した。改
訂版ではSI単位化にともなう建築基準法の改正、構造計算規準の
改訂に準拠して全面的に改訂を行なった。学生諸君をはじめ、計
算業務に携わる技術者・現場管理者の参考書として好適。A5判 240頁 定価(2,600円+税)0211 978-4-8445-3519-5

絵とき

鉄筋コンクリートの設計
（改訂3版）

粟津清蔵 監修

伊藤 実・小笹修広

佐藤啓治・竹下鉄夫 共著

はじめて土木を学ぶ人が楽しく学習できるように、土木のさま

ざまな分野をイラストや図でわかりやすく説明する「絵とき」

入門書の一巻です。鉄筋コンクリートとその設計について、基

本的な性質から説き起こし、耐力の計算やせん断疲労、かぶり

厚、擁壁等の検討など、鉄筋コンクリート全般にわたってまと

めた。各章末に知識の確認ができる問題付。A5判 240頁 定価(2,600円+税)1506 978-4-274-21768-5

大学土木

鉄筋コンクリート工学
（改訂3版）

町田篤彦 編

町田篤彦・関 博

丸山武彦・檜貝 勇 他共著

大学の2〜3年次生程度を対象とした教科書として好評の『大学

土木鉄筋コンクリート工学』の改訂版。鉄筋コンクリート工学

の力学的側面、工学的側面、および実用的側面を適切・簡潔に

記述。最新の土木学会コンクリート標準示方書に対応し、鉄筋

コンクリート工学の最新の研究成果を盛り込んでいる。

A5判 244頁 定価(2,800円+税)1403 978-4-274-21524-7

図解

コンクリート構造物の非破壊検査技術

魚本健人 編著

赤外線・マイクロ波・レーザー光・Ⅹ線などによる検査方法を

中心に、様々な非破壊検査に関する原理、機器・装置、適用を

図解することでわかりやすくまとめた。コンクリート関連技術

者が、実務に直接役立てることができる内容を厳選して記述し

てある。

B5判 176頁 定価(2,800円+税)0801 978-4-274-20501-9

図解

コンクリート構造物の診断
―電子の目で内部を診る―

小林一輔 編著
宇野祐一 他著

コンクリート構造物の適切な維持管理を行うには、コンクリー

ト構造物の状態を的確に把握することが重要である。そこで、

今後有望な電子線マイクロアナライザや走査電子顕微鏡など電

子線を用いた検査の原理・仕組みや検査結果の見方をわかりや

すくまとめている。検査依頼方法についても記述し、実務に直

接役立つ内容を厳選している。B5判 146頁 定価(2,800円+税)0607 978-4-274-20274-2

コンクリート構造物の設計入門

土木設計研究会 編

建設系学生や実務に携わり始めて間もない方を対象とする入門

書としてまとめられている。本書の内容を理解すれば、現場経

験に乏しくても、土木設計の一連のプロセスの基本的な流れを

理解できるようになる。

A5判 176頁 定価(2,800円+税)0504 978-4-274-20064-9

免震建築の基本がわかる本

一般社団法人日本免震構造協会 編

『考え方・進め方 免震建築』の改題改訂版。今日では、免震構

造の資料を正しく読み解き、設計から施工・維持管理までのプ

ロセスで活かしてゆけるだけの知識が必須となっている。本書

は、免震構造について部材の基礎知識から免震構造の設計、免

震層の施工・維持管理に関する実践的知識までを系統的に平易

に解説。専門家を目指す方のための必携書。A5判 200頁 定価(2,800円+税)1306 978-4-274-21405-9

How to Plan and Implement Seismic Isolation for Buildings

The Japan society of Seismic Isolation 編

『考え方・進め方 免震建築』の英和翻訳版。日本語版の刊行以

降に得られた新知見・新技術も取り込んで英文化している。免

震建築の概要、計画・設計・施工・維持管理の考え方・進め方

の基本的な知識を、各節見開き頁で平易に解説している。巻末

付録として免震構造用語解説集、免震建築年表、免震部材メー

カーリストを収録した。A5判 130頁 定価(6,200円+税)1304 978-4-274-21367-0

図解

耐震補強・改修・診断
―既存木造からRCまで―

槇谷栄次

町田恭一

山口啓三郎 共著

木造とRCの耐震補強・改修・診断まで実務に即して網羅した

一冊。耐震の知識を身につけることは実務者にとって急務だ。

本書は、分かりにくい耐震診断、耐震改修、耐震診断を理解す

るのに最適の一冊。各種補強例や設計法など図で掲載し、付録

には木造とRC造の一般診断・精密診断の具体例が記されてい

る。B5判 208頁 定価(3,500円+税)1109 978-4-274-21083-9

免震構造
―部材の基本から設計・施工まで―

社団法人日本免震構造協会 編

今日では、免震構造にかかわる各種の技術資料類を正しく読み

解き、設計だけでなく施工・維持管理までのプロセスで的確に

活かしてゆくための知識が必須となっている。本書は、免震構

造について、実務入門者にも十分に理解できるように、部材の

基礎知識から免震構造の設計、免震層の施工・維持管理に関す

る実践的知識までを系統的に、かつ、平易に解説している。B5判 328頁 定価(5,000円+税)1012 978-4-274-20963-5
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図解

木造住宅の耐震補強

耐震補強研究会 編

木造住宅の耐震補強について、各種診断方法と補強方法を中心

に具体例を挙げながらわかりやすく解説した実務書。1章から6

章までで木造住宅の構造から診断・補強の概要を解説し、7

章・8章では実際に10工法を取り上げて設計・施工例を詳しく

紹介することで、実際の診断→補強に役立つ内容となってい

る。B5判 224頁 定価(3,800円+税)0907 978-4-274-20734-1

耐震構造設計ハンドブック

社団法人日本建築構造技術者協会 編

建築における防災・危機管理、安全と安心に対する社会的要請

の高まりを背景に、今日の建築耐震構造分野の知見を一冊に集

大成する専門家・実務者向けのハンドブック。専門家・実務者

として押さえておくべき知識を、多数の図表、写真とともに体

系的に整理している。

B5判 920頁 定価(15,000円+税)0810 978-4-274-20611-5

図解

RC造建物の耐震補強

耐震補強研究会 編

RC造建物に焦点を当て、耐震改修の現状と動向に関する解説

から、各種耐震補強工法の基礎と設計上のポイント、積算のポ

イントまでを体系的にわかりやすくまとめた。総論をわかりや

すくまとめるとともに、11工法を取り上げそれぞれの特徴・実

験データなどを掲載し、実務に役立つ内容となっている。

B5判 232頁 定価(3,800円+税)0805 978-4-274-20543-9

考え方・進め方

建築耐震・設備耐震

建築耐震研究会 編

建築の耐震と建築設備の耐震について、それら相互の関係を念

頭に置いて、基礎知識をわかりやすくまとめる実務書。現場で

生じるさまざまな疑問やトラブルに対し、親しみやすいイラス

トを参照しながら、わかりやすく答える「Q＆A方式」で構

成。本書は中高層以下のオフィスビルやマンションを中心に、

これらに準じる既存建物を記述対象としている。A5判 232頁 定価(2,800円+税)0703 978-4-274-20379-4

建築学構造シリーズ

建築鉄骨構造
（改訂3版）

松井千秋 編著

本書は、鋼材の特徴から構造力学で学んだ解析法によって骨組

みの応力や変形を理解し、構造力学と構造設計の結びつきをし

っかり理解できるよう導く教科書。さらに、設計の上で特に問

題となる座屈現象や柱材と梁材の接合部の特性、接合法をマス

ターすることで、鉄骨構造設計の基礎を実務に則した形で身に

付けることができる。章末に演習問題を付き。B5判 264頁 定価(3,200円+税)1409 978-4-274-21642-8

鋼構造物の設計入門

土木設計研究会 編

建設系学生や実務に携わり始めて間もない方を対象とする入門

書としてまとめられている。本書の内容を理解すれば、現場経

験に乏しくても、鋼構造物の設計の一連のプロセスの基本的な

流れを理解できるようになる。鋼構造物の設計をテーマとし

て、ペーパークラフト、針金、厚紙等で物づくり・模型づくり

を実践できる。A5判 206頁 定価(2,800円+税)0509 978-4-274-20126-4

構造家のための

鉄骨構造

佐藤邦昭 著

建築家のパートナーとして、優れた資質を持つ構造設計者を

「構造家」と呼んでいる。本書では、まず「構造家」の役割を

述べ、鉄骨構造における鋼材の強さの評価、接合の基礎から、

建物に加わる力、構造設計の進め方とその詳細について詳説し

ている。また、巻末付録として、各種設計資料を収録。

B5判 304頁 定価(6,500円+税)0508 978-4-274-20105-9

絵とき

鋼構造の設計
（改訂3版）

粟津清蔵 監修
田島富男 他著

橋梁設計の基礎となる各種鋼構造の設計について、基礎からや

さしく学べるように、具体例をまじえて解説し、章末に演習問

題を掲載している。また、道路橋示方書レベルでのSI表記完全

実施に対応し、併せて紙面を刷新した。

〔目次〕鋼構造の基礎／部材／部材の接合／プレートガーダー

橋の設計／トラス橋の設計／その他の橋の特徴A5判 196頁 定価(2,800円+税)0307 978-4-274-10329-2

標準

建設材料・土質試験ハンドブック

建設技術教育研究所 編

建設分野でよく用いられる各種の土質試験や材料試験などにつ

いて、試験の名称、目的、使用される機器、試験の進め方、試

験結果の活用方法、JISとの対応などがよくわかるように、頁

区切りの紙面構成で、豊富な図面・一覧表をもとにやさしく解

説している。建設系学生や土木・建築系資格試験受験者、建設

系技術者まで幅広く活用していただける。B5判 240頁 定価(3,000円+税)0911 978-4-274-20757-0

大学課程

建築材料

菊地雅史
小山明男 共著

建築を学ぶ方々に向けて、建築の性能・品質と材料の関係、ま

た、材料の性質やその選択などについて、正確かつ有益な知識

を伝える定本教科書である。

〔目次〕建築生産および建築材料の将来動向／構造材料／仕上

材料／環境共生型建設資材

A5判 328頁 定価(3,200円+税)0210 978-4-274-13260-5
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絵とき

建築材料
（改訂2版）

廣瀬幸男 他著

〔目次〕木材／石材／セメント・コンクリート／金属／焼製品

／プラスチックス／防水材料／ガラス／屋根材／左官材料／内

装材／天井・床仕上／塗料・接着剤／建具／設備機器・外構・

仮設／現代社会と建築材料のかかわり／今後の課題

A5判 184頁 定価(2,800円+税)0208 978-4-274-10306-3

わかる！

建築材料

森 長一郎 著

地球環境、エコロジー、省エネルギー、バリアフリーなど、こ

れからの建築材料を考えるうえでキーワードとなる新視点を盛

り込み、基礎原理から先端技術までを解説。

〔目次〕石材／コンクリート／セラミックス／ガラスとカーテ

ンウォール／金属材／屋根材料／ランドスケープアーキテクチ

ャー／木材／機能材料／これからの建築材料A5判 190頁 定価(2,500円+税)0103 978-4-274-10267-7

図解

建築施工のキーワード

鈴木 毅 著

建築施工に関わる用語事典として、豊富なキーワードを図解と

ともに50音順に配列している。環境、品質確保、リサイクル等

の新しい分野のキーワードや、技術開発による新しい用語など

を取り入れ、建築施工の実務者はもちろん、施工管理技士等の

資格試験の参考書としても十分活用できるようにまとめてい

る。A5判 372頁 定価(3,900円+税)0104 978-4-274-10268-4

建築生産

井畑耕三 編

『現代 建築生産（第3版）』は1998年に発刊して以来、数多くの

大学、高等専門学校における採用教科書として好評を博してい

る定本ロングセラー教科書。このたび、第3版刊行後の施工技

術の向上や施工管理手法の高度化の実情を紙面に反映させるた

め、今日的観点から建築生産の全体像と各論的要素とを見詰め

直し、改題改訂版として発行する。A5判 290頁 定価(3,500円+税)1303 978-4-274-21342-7

設備施工計画・要領書の考え方とまとめ方

塩澤義登
福田隆男 共著

施工計画書や施工要領書に不備があるために、トラブルが生じ

る場面も少なくない。本書は、施工の計画段階から施工準備段

階、施工過程、竣工引き渡しまでのプロセスを追って、本当に

役立つ施工計画書・施工要領書の考え方とそのまとめ方を、わ

かりやすい図表を中心において丁寧に解説している。

B5判 264頁 定価(4,000円+税)1212 978-4-274-21315-1

見方・かき方

建築施工図

望月 治
平木幸男 共著

設計者の意図を施工者に対し、細部にわたり的確に伝える役割

が施工図である。設計図を補うだけでなく工事を円滑に進める

ために不可欠である。本書は、建築施工の現場監督や施工管理

をめざす方のために、施工図作成のための段取りや施工図作成

の基準の知識、設計図からは拾えない現場の応用技術、施工図

の見方とかき方を実例で解説。B5判 168頁 定価(2,700円+税)0303 978-4-274-10320-9

現場に学ぶ

建築施工管理の実戦ノウハウ

堀 俊夫 著

本書は、著者の実体験をもとに、これからの建設現場を支える

施工・管理実務者に伝えたい重要事項を、約35の工種別カテゴ

リで分類整理して、写真や図面を活用しつつ平易に解説する。

現場実務の流れを踏まえ、施工プロセスに沿って各項目を配列

し、国内外の色々な現場における失敗体験や成功体験に裏打ち

された具体的なノウハウを平易に解説している。A5判 192頁 定価(2,500円+税)1302 978-4-274-21346-5

建築工事担当者のための

施工の実践ノウハウ

志村 満 著

現場監督者失格といわれないために、最低限知っておかなくて

はならない基本知識、注意点、ポイント、トラブル事例など、

施工の実践的な知識を、図表やイラストを適宜参照しながら、

わかりやすくまとめる実務書である。

〔目次〕現地調査と仮設工事編／土工事と杭工事編／躯体工事

編／仕上工事編／電気工事と設備工事編B5判 194頁 定価(3,000円+税)1005 978-4-274-20873-7

建設現場技術者のための

施工と管理実践ノウハウ
中村秀樹
高木元也
志村 満 共編

建設現場技術者の技術が建物の品質を大きく左右する。そのた

め、より実践的な建築技術の習得が求められている。本書は、

そのような建設現場技術者に向けて、どのように実践的な技術

を身につけていくのか事例を通して具体的な考え方を解説して

いる。現場でしか培えない実践的技術の習得方法を学べる。

B5判 212頁 定価(3,200円+税)0608 978-4-274-20280-3

建築工事の安全管理

藤元 宏 著

建築物への経済的要求や性能要求がますます重要視される現

在、建設業界の実務者には今まで以上に徹底した管理が求めら

れている。その一方、管理手法や経験が、次代を担う若年技術

者に十分引き継がれていない現実がある。そういった工事管

理・安全管理実務者に向け、安全管理全般について、初歩から

実務の実際まで、具体例を盛り込みながら解説。B5判 196頁 定価(2,800円+税)0306 978-4-274-10327-8
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絵とき

住まいづくりと施工管理入門

坂東治重 著

鉄骨＋ACLパネルを利用した住宅の「計画から施工管理」ま

でを図表や写真を中心に、絵とき解説したいる。また、インテ

リア、各種設備、外構の考え方、さらにはメンテナンスまでを

一貫して解説した実務書。建築士である著者が、自宅の建設で

貯えたノウハウを公開ししている。

B5判 144頁 定価(2,400円+税)0210 978-4-274-94832-9

考え方・進め方

建築墨出し

木村秀一
山口健二 共著

建築工事において基準線を出す墨出しは、測量に比べて地味な

イメージがあるが、実際の工事では、外装、内装、設備を含

め、すべての工事の基準として利用されるため重要なものとな

っている。本書では、墨出しの基本の基本から、さまざまな工

事における墨出しまでを、解説図を多く用い、わかりやすく説

明している。B5判 150頁 定価(3,000円+税)0701 978-4-274-20346-6

木造建築 屋根工法墨付け図解
（増補版）

富樫新三 著

「屋根」の墨付けをテーマに据えた技術書。棒隅屋根、反り隅

屋根、振れ隅屋根、船枻（せがい）造り、扇垂木、多角形屋根

など、各種屋根の形状・工法・部材別に、加工に必要な「墨付

けの実技」を、規矩術の基本から説き起こして図解。

B5判 280頁 定価(6,300円+税)1610 978-4-274-21938-2

明解和洋

さしがねの使い方
（第5版）

さしがねの使い方研究会 編

本書は、さしがねのすべてを、図を見るだけでわかるように平

易に解説したもので、尺貫法、メートル法を併記して両方から

理解できるよう配慮し、巻末に木構造の基礎知識や技能士試験

問題の解説も掲載した。初級建築大工技術者に絶好の参考書。

なお、2級建築大工実技試験＜平成25年度新課題＞問題および

解説も掲載。A5判 184頁 定価(1,800円+税)1505 978-4-274-05068-8

建築大工 さしがね術図解
（第3版）

大塚常雄 著

木造建築各部への墨付け作業の実際を、「勾殳玄」による作図

法を用い、その原理から説明。加えて、さしがね1本を駆使し

て、より簡単かつ迅速に墨付けを行う「木の身返し」の手法も

紹介。なお、2級建築大工実技試験＜平成25年度新課題＞問題

および解説も掲載。

B5判 176頁 定価(2,500円+税)1502 978-4-274-05067-1

すぐに役立つ

建築の規矩術
（第4版）

玉置豊次郎 監修
中原靖夫 著

規矩術の指導書となる本書。基礎知識から応用へ、また、現場

で材料に直接墨付けができるよう、ひとつの作業単位ごとに解

説を要領よくまとめ、図解詳述するとともに、メートル法にも

応用できる“木の身返し法”を全面的に採用している。なお、巻

末に建築大工実技試験問題とその解答も掲載。

B5判 280頁 定価(3,600円+税)1502 978-4-274-05066-4

実用図解

大工さしがね術
（第3版）

玉置豊次郎 監修
中原靖夫 著

初心者にも理解しやすい絵解き解説を徹底。／伝統の尺寸法、

「木の身返し」による墨付け法も記載。／大工技術者養成用の

テキストとして、実績ナンバーワンの実技入門書。

B5判 192頁 定価(2,700円+税)1212 978-4-274-05015-2

木造建築の継手と仕口

富樫新三 著

日本の伝統建築に用いられている「継手・仕口」百四十余例を

紹介。用途や加工の要点、工作寸法も掲載。「木材接合」虎の

巻。

B5判 160頁 定価(3,200円+税)1001 978-4-274-06971-0

工作本位

建築の造作図集

玉置豊次郎 監修
中原靖夫 著

木造建築に携わる設計者、大工職の方々にとって造作に関する
知識や技能は不可欠であり、現今では新建材や接着剤の出現に
伴なう新しい工法や知識の吸収、技術的な熟練が求められて
い。本書は、姿図や展開図などを豊富に使って、各部造作の詳
細をわかりやすく図解本位にまとめ、和風造作の一般的工法と
古典的工法を説明したもの。建築技術者、大工職の方々にとっ
て定評ある造作技術の手引き書。B5判 224頁 定価(3,000円+税)8803 978-4-274-05032-9

図解

木工の継手と仕口
（増補版）

鳥海義之助 著

洋家具・和家具・指物から建具・建築に至るまで、木工の伝統
技術の要である継手・仕口の和洋古今の手法を集大成したもの
である。継手や仕口は、使用目的、個所、工作の形によって分
類・配列して、わかりやすい姿図で示すとともに、解説文を付
した。家具・指物・建具など木工の仕事に従事する人々の実務
の手引き書として、設計者、技術指導者や研究者、学生の参考
書として好評である。B5判 128頁 定価(3,000円+税)8704 978-4-8445-8536-7
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図でわかる

大工道具

永雄五十太 著

のこ、のみ、かんなに代表されるわが国の伝統的大工道具の機

能や基礎知識を詳しく述べると同時に、仕立て方と使い方を写

真や挿図を豊富に使って説明。また、優れた鍛冶職のつくった

名品の実例写真を掲げ、その用と美についても解説した。建築

大工技術者をはじめ、木工の仕事に従事する方々はもちろん、

木工品を自作する人々にとっても好個の一書である。B5判 160頁 定価(2,200円+税)8601 978-4-8445-3481-5

日本座敷の工法

佐藤日出男 著

本書は床の間、床脇、書院など、伝統の座敷飾りの大工技術の
実際を説明したものである。座敷回りなど、内部造作にも新建
材の利用が盛んで、現在の工法と理解され勝ちであるが、これ
らは伝統の工法に技術の基礎を置いて成り立っているものであ
る。このような考え方にもとづいて、各部の木割り、部材の仕
様、内のり造作、座敷飾り、縁側等の各部を図解本位に説明し
た。まさに大工技術の宝典である。B5判 160頁 定価(3,100円+税)7911 978-4-8445-3469-3

木造階段の工法

佐藤日出男 著

本書は、住宅の木造階段の工作技術および設計の資料を集成

し、工法を中心に専門的に追求した待望の階段技術の宝典であ

る。階段割り、木づくり、組立てなど大工作業の実技を図解本

位にわかりやすく説明するとともに、意匠、仕上げ、設計法な

どについても解説した。木造建築の大工技術者はもとより、設

計者の皆さんの実務に必ず役立つ絶好の技術書である。B5判 120頁 定価(3,100円+税)7803 978-4-8445-3467-9

木造建築技術図解

相川新一 閲序
大塚常雄 著

広い知識と深い経験とを兼備した著者が、木造建築の広範多岐
にわたる技術の詳細を集大成。材料・工具など基本的事項をは
じめ、構造・造作・規矩術など幅広い内容を、挿図を駆使して
簡潔・平易に説明した。なお、伝統的工法を主体に説明した
が、現在の木造建築が抱える諸問題も充分考慮のうえ、新しい
工法についても収録した本書は、初級技術者の皆さんをはじめ
建築系の学生諸君の好参考書である。B5判 256頁 定価(3,300円+税)7706 978-4-274-06974-1

おさまり詳細図集（1）
木造編

近江 栄 監修

筋野三郎

畑中和穂 共著

本書は、古くから伝承されてきた木造建築の各部のおさまり詳
細について、現在最も多用されている手法を中心に集成したも
のである。わかりやすい姿図・おさまり詳細図を使って徹底的
に図解するとともに、実務において参考にもなるよう、設計・
施工の要領を明快に解説。設計のみならず施工に携わる実務者
の皆さんの常備参考書として、また建築を学ぶ学生諸君の勉学
に必備の書として絶好である。B5判 176頁 定価(2,600円+税)7208 978-4-274-06995-6

おさまり詳細図集（2）
コンクリート造・鉄骨造の仕上編

伊藤喜三郎 監修

筋野三郎

畑中和穂 共著

本書は、鉄筋コンクリート造、および鉄骨造の内外仕上げにつ

いて、最も多用されている工法とその実際を、実例にもとづく

すぐれたおさまり詳細例を多数掲げて徹底的に図解するととも

に、設計・施工の要点を平易に解説した。初学者にとって基本

をマスターするための好参考書として、また実務家の方々にと

って現場で直接役立つ資料として必備の書である。B5判 200頁 定価(2,600円+税)7311 978-4-274-06996-3

おさまり詳細図集（3）
配筋要領編

谷 資信 監修
筋野三郎 著

構造耐力上安全な鉄筋コンクリート構造物を構築するには、正
しく加工した鉄筋を正しい位置に配筋し正しく組み立てること
が必要である。本書は、基礎、柱、はり、床スラブ、階段、壁
など、体の各部ごとにわかりやすい配筋詳細図を豊富に収録
し、設計・施工要領を明快に説明しました。設計・施工管理
者、構造設計者の方々の実務参考書として、また学生諸君の勉
学の伴侶として必備の好著です。B5判 176頁 定価(2,600円+税)7609 978-4-274-06984-0

日本の瓦屋根

玉置豊次郎 監修
坪井利弘 著

日本建築の瓦屋根は、われわれの日常生活の身近にあるが、瓦
に関する知識や瓦葺き屋根の手法は意外と知られていない。本
書は、瓦の歴史、種類・名称・葺き方・納め方など瓦について
のすべてを紹介した瓦と瓦屋根の専門書で、実例写真、挿図を
多く使って詳しく説明。建築士、瓦製造業者をはじめ、学生、
好事家まで、瓦に関心をもつすべての方々の好入門書であり、
実用的技術書である。B5判 208頁 定価(3,800円+税)7605 978-4-8445-3013-8

入母屋・寄せ棟の工法

佐藤日出男 著

日本建築の代表的な屋根の形である入母屋と寄せ棟の伝統技術

を整理・収録したもので、小屋架構をはじめ、軒回りの納めか

た、部材の墨付けと工法、入母屋破風の設計法まで、工法の実

際と要点を明快に図説した。大工技術者の格好の技術参考書と

して、また建築に携わる方々が、日本古来の伝統技術を継承

し、発展させるための貴重な資料として絶好の書である。B5判 120頁 定価(2,800円+税)7510 978-4-274-05043-5

大工作業の実技

佐藤日出男 著

本書は、木造建築全般の正しい知識と技能を体得し、これを現
場で活用できることを目標に、下小屋における構造部材の木作
りの実技や、木造建築の各部分の構造と仕様などのほか、工
具・材料・組立てなど大工作業のすべてについて、基本と実際
を平易図説した。大工職に進む初級技術者の皆さんの実技入門
書として、2級技能検定受験者の皆さんの参考書として好適で
ある。A5判 160頁 定価(1,900円+税)7311 978-4-8445-3484-6
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建築木構造工作図集

玉置豊次郎 監修
中原靖夫 著

棟梁の伝統技術として連綿と引き継がれてきた木造建築の工作
法には“これが定法である”といいきれない側面が多く、多様な
手法が伝えられているが、本書では、今日の工法で実用されて
いるあらゆる継手・仕口の工作法から接着剤・各種金物の用法
に至るまで、姿図・展開図を中心に図例800余を駆使して図解
詳述。建築士・大工技能士の皆さんや学生諸君の座右にあって
必ず役立つ好参考書。B5判 176頁 定価(2,600円+税)6712 978-4-274-05027-5

図解

建築の内装工事
（改訂版）

高木恒雄 著

内装仕上げの基本工法をすべて集成。／躯体の安全性を高める
後施工アンカー工法や木れんが接着剤・くぎ打ち併用工法、居
住環境の向上、高気密・高断熱をめざす遮音床工法やウレタン
吹付け工法など、新しい工法や改良工法を大幅に収載。／ハー
トビル法にもとづいたバリアフリー対応の工法、シックハウス
対策として、健康に配慮した材料（接着剤・塗料・建材）選び
の目安などわかりやすく記載。B5判 176頁 定価(2,800円+税)0401 978-4-274-05033-6

はじめての賃貸マンション大規模修繕
―新米オーナーのための30ヵ条―

岡田長治 著

多くの賃貸マンションオーナーは二代目、三代目で、普段は不

動産とは無縁のサラリーマン。本書は「賃貸マンション」の、

「個人1棟オーナー」による、「はじめての大規模修繕」のため

の本である。著者自身の実例で、豊富な現場写真が現実味をも

たせている。

A5判 160頁 定価(2,000円+税)1303 978-4-274-50446-4

事例に学ぶ

マンション計画修繕工事のトラブルと対策

一般社団法人マンション計画修繕施工協会 編

マンションの計画修繕工事に伴って発生する各種のトラブルに

関して、トラブル事例の類型、トラブルの発生状況、発生原

因、解決策・再発防止策の各観点から、各項目を1頁で完結的

にまとめる実務書。各種のトラブル事例は、仮設工事、下地補

修工事、外壁等仕上げ工事、防水工事、設備工事、改良工事、

その他に大別・類型化し、要点を簡明にまとめた。B5判 176頁 定価(3,000円+税)1105 978-4-274-21028-0

実例でわかるバリアフリー改修の実践ノウハウ

佐橋道広 著

本当に使えるバリアフリー住宅へ「改修」するために、知って

おきたい各種の実用的ノウハウを、実例を元に写真や図面を効

果的に用いて平易に解説。建築上の実務知識だけでなく、保

健・福祉全般に及ぶ横断的で幅広い実務知識を盛り込んだ。

〔目次〕バリアフリーの基礎知識／バリアフリーの計画／疾病

別バリアフリー事例／スペース別バリアフリー事例／他B5判 192頁 定価(3,300円+税)1104 978-4-274-21017-4

在宅療養のための住環境整備

佐橋道広 著

わが国の住宅施策である“高齢者・障がい者などの在宅療養者

が安心して住み慣れた身近な地域でいきいきと暮らせる居住の

確保”のための具体的な住環境整備の考え方・進め方を、写真

と図面を用いて、実例に即してわかりやすく解説する実務書で

ある。

B5判 216頁 定価(3,800円+税)0907 978-4-274-20735-8

写真と図で見る

マンション改修工事の考え方・進め方

マンション改修工事研究会 編

マンション改修工事の考え方から具体的な事例に沿った進め方

までを、写真と図面を主体的に用いてわかりやすく解説する実

務書である。特に、改修工事の実務の流れだけでなく、工事を

発注する立場から見た施工業者の選び方やコンサルタントの活

用のノウハウを盛り込んでいるところが特長。

A5判 216頁 定価(2,800円+税)0809 978-4-274-20597-2

建築家のための

バリアフリーの知識

武村 誠 著

これから設計するうえでバリアフリーの知識は欠かすことので

きないもの。本書は、設計するうえで必要な数値や留意点を、

プランニング、部位、スペース別にそれぞれコンパクトにまと

めている。また、設計時に知っておくと便利な事項についてフ

ォローしているので、実務上の参考書としての使用できる。

A5判 216頁 定価(2,500円+税)0607 978-4-274-20255-1

マンションリフォームの実務

財団法人マンション管理センター 監修
澤田博一 編

マンションリフォームについて建築、設備の両面から計画と施

工上のポイントについて実例を交えながら具体的にわかりやす

く解説する。

〔目次〕マンションの現状と今後／マンションリフォームと管

理組合／大規模修繕工事／専有部のリフォーム工事／各種リフ

ォーム工事の実例B5判 196頁 定価(2,800円+税)0311 978-4-274-10342-1

安心快適な高齢者配慮住宅

古瀬 敏
田中 賢 共著

これからの高齢者住宅（福祉住環境）の設計のポイントを実

例・具体例を用いてわかりやすく紹介。長寿社会の住宅づくり

の基本的な考え方や、高齢者配慮住宅のポイントを、介護保健

などとの関わりを踏まえて体系的に説明し、設計上とくに注意

すべき事柄については部屋別・場所別に図解し平易に解説し

た。B5判 152頁 定価(1,800円+税)0002 978-4-274-10252-3
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イラスト詳解

建築・設備工事現場用語

殿垣内恭平 著
高橋正一 画

建築工事現場で使われる慣用語や専門用語を約800語抽出し、

イラストを豊富に盛り込んで、わかりやすく解説する用語事

典。語源や、活用例のエッセンスまでをコンパクトに解説して

いる。建築・設備工事の流れに即して全体を11章に区分し、各

章は節と項の二つのレベルに階層化して、体系的に学べるよう

に工夫されている。巻末には50音順の索引を収録。A5判 208頁 定価(2,800円+税)1102 978-4-274-20981-9

建築環境設備ハンドブック
市川憲良
柿沼整三
倉渕 隆 共編

一級建築士、設備設計一級建築士の受験を視野に入れ、建築・

衛生・空調・電気を相互に関連付けて理解できるよう、基本を

押さえ、必須データを網羅しながらまとめている。実務の進行

に沿って計画、設計、施工・維持管理、関係法令の4章構成と

し、それぞれのポイントを解説している。

B5判 580頁 定価(11,000円+税)0910 978-4-274-20774-7

建築設備工事データブック
安藤紀雄 監修
オーム社 編
清水 亨 他著

空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備などの建築設備全般

にわたって、工事（施工）に関連する各種の実務実用データを

使いやすい形態で一冊にまとめている。基本単位をはじめとす

る基礎知識や、各種の定番データはもとより、昨今大きな関心

を集めている環境負荷節減関連データまで、実務に直結するデ

ータを網羅している。A5判 600頁 定価(7,500円+税)0401 978-4-274-10343-8

建築設備公式活用ブック
（改訂2版）

山田信亮 他著

設備設計に必要な公式と計算をわかりやすく例題とともにまと

めたものである。今回の改訂では、諸数値をSI単位に改めると

ともに、内容・構成を見直している。

〔目次〕熱・流体・音・電気／空気調和設備／給排水衛生設備

／電気設備／輸送設備

A5判 184頁 定価(2,800円+税)0201 978-4-274-13242-1

設備エンジニアの実務英語

空気調和・衛生工学会 編

空気調和・衛生設備分野における英語表現を、図表を多用しな

がらわかりやすく解説する。専門用語を網羅するともに、特殊

な表現や日本とは異なる事例などについても取り上げ、斯界の

技術者が海外業務にあたる時、また海外のプロジェクトを支援

するときに欠かせない情報を満載。

A5判 242頁 定価(3,800円+税)0905 978-4-274-20654-2

わかる！わかる！

建築設備

柿沼整三 著

本書は、給排水や空調、電気や防災など分野を体系的な並べ、

それぞれのテーマ別に各2ページの読みきりサイズでコンパク

トに解説している。原理原則の基本から実務の流れまで、豊富

な図版と表とともに適宜設けられた用語解説により、建築設備

の入門書に最適である。

B5判 186頁 定価(2,600円+税)1501 978-4-274-21693-0

やさしい

建築設備図面の見方・かき方

千葉孝男 監修
阿部正行 他著

各種建築設備関係図面について、基本的な見方・かき方が理解

できるように、標準的な中規模ビルをモデルとして、体系的に

わかりやすく解説。2色刷で表現しているので、それぞれの図

面のポイントがすぐ理解できる内容。もちろん、単位表記はSI

準拠、最新JIS図記号も解説している。

B5判 192頁 定価(2,800円+税)9912 978-4-274-10250-9

建築・設備のあってはならない不完全性事例大全集

日本環境管理学会 建築と設備の不完全性事例研究小委員会 編

本書は、膨大な不適正（べからず）事例の中から120事例あま

りを厳選して収録。全編オールカラーで、すべての事例に不適

切な状態の写真とその改善例（適切な事例）の写真2点を掲載

している。「本当にこんな建物があるの？」「こんな欠陥・不具

合を放置したままでいいの？」と驚くこと間違いなし。

A5判 168頁 定価(2,400円+税)1405 978-4-274-50454-9

ビル管理技術者のための

設備のしくみがわかる本

一般社団法人建築設備技術者協会 編

ビル管理の実務者にとって、最新の機器の細部までを理解し有

効に活用することは簡単なことではない。本書では、これら

様々な建築設備・機器の構造や作動原理、材質などについて、

「共通設備」「給排水衛生設備」「空気調和設備」「電気設備」の

四つの章に大別し、各章内の節ごとに頁を区切り、写真や図を

豊富に参照しながらわかりやすく説明する。A5判 314頁 定価(3,300円+税)1403 978-4-274-21527-8

まるごとわかる住まいの建築設備
―快適な環境を作る設備設計の考え方―

山田浩幸 著

建築設計において、意匠と同様、あるいはそれ以上に重要視さ

れているのが環境に配慮した建築設備である。本書は、住宅に

関する建築設備の概要と設計に関する情報を提供するととも

に、自然環境を上手く活用し、トータルで調和のとれた住環境

を作り上げていくための設備計画の考え方を簡潔にまとめた。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)1311 978-4-274-06947-5
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建築設備技術者のための

今さら聞けない基本の理論

社団法人建築設備技術者協会 編

建築設備の現場実務者にとって科学公式を完全にマスターして

おくことは容易ではない。本書は、実務に従事する上で、“こ

れだけはマスターしておいてほしい”とベテランが願うところ

の、いまさら質問するのは少々恥ずかしいような、建築設備設

計に関わる各種の基礎理論について、具体的な成功事例、失敗

事例を題材として、わかりやすく解説する。A5判 184頁 定価(3,000円+税)1111 978-4-274-21129-4

建築設備の監視制御

建築設備技術者協会 編

建築設備の自動制御の基礎にも簡明に触れつつ、空気調和設備

や電力設備、給排水衛生設備、防災・防犯設備等々各種建築設

備の監視制御の実務実用知識面（全9章）について、ユーザサ

イドの実務者を主対象として、図解によりわかりやすくまとめ

ている。

A5判 260頁 定価(3,300円+税)0806 978-4-274-20561-3

図解

建築設備の知識
（改訂2版）

山田信亮・打矢瀅二

井上国博・岡田誠之

曽我部繁 共著

1995年発行の「図解建築設備の知識」の待望の改訂版。この

間、建築設備を取り巻く状況は変化し、省エネ、環境等に配慮

したものに改良されている。改訂に際しては、図を豊富に用い

て、より見やすくわかりやすいレイアウトで主要な設備機器の

ポイントをコンパクトにまとめている。

B5判 200頁 定価(2,800円+税)0805 978-4-274-20548-4

建築設備入門

柿沼整三
伊藤教子 共著

建築設備は生活や行動を便利に、安全、安心、快適にするため

の装置といえる。そしてこのとき、作用しているのが水、空

気、電気である。本書では水や電気そのものの性質から解説

し、これらの役割と建築設備とのかかわりを流れとともに理解

できる構成となっている。

A5判 224頁 定価(2,600円+税)0803 978-4-274-20521-7

大学課程

建築設備
（第5版）

石福 昭 編著

大学教科書として長年親しまれてきた「大学課程 建築設備」

の改訂5版。建築設備の基本的な設計が学べるという実務的か

つ初学者にとってしっかりした内容はそのままに、今日的な知

見を盛り込みながら内容を全体的に見直したものである。ま

た、これからの建築設備にとって特に重要な環境・省エネとい

ったテーマについても解説。A5判 356頁 定価(3,800円+税)0409 978-4-274-13306-0

建築設備
―建築・地域設備の計画と設計―

紀谷文樹
石野久彌 共編

建築設備に関して初学者が総合的に理解できる一冊。また、計

画に必要な基本的な考え方や省エネや環境に配慮した計画・設

計方法、建物内のみではなく、その周辺地域についても解説。

また、寒冷地と温暖地など地域の特性をふまえた計画の基本事

項や要点、具体的な計画・設計手法も解説し、「環境」などの

コラムや重要用語の側注を設けている。B5判 220頁 定価(3,800円+税)0305 978-4-274-13273-5

絵とき

建築設備
（改訂3版）

吉村 武
世良田嵩 他著

〔目次〕給排水設備／給水設備／給湯設備／排水・通気設備／

消火設備／衛生器具設備／し尿浄化槽／ガス設備／暖房設備／

空気調和設備／換気／自動制御／電気理論の基礎／電気使用場

所の設備と工事／電源・負荷・制御設備／照明・通信設備／そ

の他

A5判 206頁 定価(2,800円+税)0208 978-4-274-10307-0

わかる！

建築設備

柿沼整三 著

地球環境、エコロジー、省エネルギー、バリアフリーなど、こ

れからの建築設備を考えるうえでキーワードとなる新視点を盛

り込み、基礎原理から先端技術までを平易に解説。給排水設備

や空調設備から、電気設備や防災設備、関連図面などまで、建

築設備の各分野を細分化し解説。

〔目次〕建築設備／給排水設備／換気設備／空調設備／他A5判 192頁 定価(2,500円+税)0102 978-4-274-10266-0

建築設備の極意を伝授！

設備設計スタンダード図集

ZO設計室 柿沼整三
伊藤教子 共著

設備設計では、給排水や空調、電気だけでなく、防災やガス、

換気などさまざまな諸問題が複雑に絡み合っているので、的確

な判断力を身に付けるためには、長年におよぶ経験が欠かせな

い。そのような経験でしか養えない力を身に付けるために、本

書では豊富な設備図をを介して設備設計プロが一つ一つ丁寧に

解説している。B5判 208頁 定価(3,800円+税)1711 978-4-274-22121-7

建築設備の実務設計ガイド
中規模オフィスビル編

小峯裕己 編

本書は、中規模テナントオフィスビルに対する空気調和設備、

給排水衛生設備、および電気設備の設計プロセス（基本計画、

基本設計、実施設計まで）をモデルビルにそって演習するため

の参考書。設計プロセスの記述を省略したり飛躍させたりする

ことなく、流れに従って読み進めることにより、実務設計の詳

細を理解することができる。B5判 336頁 定価(4,200円+税)1312 978-4-274-21481-3
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考え方・進め方

建築設備設計

柿沼整三
伊藤教子 共著

大学で身につけた知識を実務にどう結びつけるか、基礎知識の

おさらいと実務への応用を柱にして、わかりやすく解説してい

る。実際に立案した計画について、数値化して実現していくま

でのプロセスと考え方について順を追って解説するとともに、

イメージの実現に必要な基礎情報を過不足なく盛り込んでい

る、実務者のための建築設備の教科書。A5判 272頁 定価(3,000円+税)0904 978-4-274-20696-2

建築設備の環境保全設計マニュアル

東京都建築設備設計協会 編

環境に配慮した建築設備設計の要点、環境負荷削減対策を、設

備設計プロセス全般にわたり、実務に即してわかりやすく解

説。具体的でわかりやすい本文解説に加え、基本概念やキーワ

ードについては、側注形式で、本文解説の欄外にコンパクトな

解説を付している。これからの環境配慮型建築設備設計に携わ

る実務者にとって、実務に役立つ知識を満載。B5判 284頁 定価(3,300円+税)0212 978-4-274-10315-5

集合住宅の建築設備設計マニュアル

建築設備技術者協会 編

来るべき21世紀に向けて、省エネルギー・省資源・環境配慮・

長寿社会対応などなど、これからの集合住宅・建築設備の有り

方を根本から問い直し、集合住宅の建築設備を設計するに当た

って知っておきたい事柄や留意すべき重要事項などの実務遂行

上のポイントをふんだんに盛り込み、やさしい手引書としてま

とめるものである。B5判 526頁 定価(7,000円+税)0011 978-4-274-10255-4

徹底マスター

空気線図の読み方・使い方

空気調和・衛生工学会 編

空気線図の基礎的知識から応用事例までを、実務に対応させつ

つ2色刷で平易に解説し、各章本文の解説に密接に関わる周辺

知識についても、ポイントをまとめている。

〔目次〕乾き空気と湿り空気／空調プロセスの湿り空気線図上

での表現／空気調和機器と空気線図／空気調和システムと空気

線図B5判 132頁 定価(2,800円+税)9809 978-4-274-10227-1

わかりやすい

空気環境の知識

健康住宅推進協議会 編

暮らしの中の空気、空気のはたらき、住まいと健康といった視

点から、空気および空気環境（主として室内）を取り上げ、そ

の基礎と応用について、入門的に解説。また、最近問題になっ

ている化学物質による室内空気環境汚染についてもとりあげて

いる。

A5判 192頁 定価(1,600円+税)9808 978-4-274-10223-3

マンション維持修繕技術ハンドブック
（第4版）

一般社団法人マンション管理業協会 編

マンションの維持修繕に関し、建築（構造関係）と設備（基本

設備から先進設備まで）の両面を網羅し、それらの知見を最新

法令に則してわかりやすく、かつ、体系的に解説するハンドブ

ック。マンション関係の各種規準類、法規等を最新情報に刷新

した改訂版。

B5判 870頁 定価(10,000円+税)1608 978-4-274-21924-5

現場で役立つ

建築設備工事の実践ノウハウ

殿垣内恭平 著
高橋正一 画

工事件数が多いRC建物を主に取り上げ、建築設備工事全般に

わたり、施工手順に即してわかり易く解説している。特に、建

築工事と設備工事の取合い、それらがどのようにつながり合っ

て現場実務が進められるのか、といった面をわかり易く解説。

豊富なイラスト、豊富なコラムにより、実戦的な現場のノウハ

ウが手に取るようによくわかる。B5判 192頁 定価(2,800円+税)0901 978-4-274-20651-1

建築設備用あと施工アンカー
―選定・施工の実践ノウハウ―

建築設備用あと施工アンカー研究会 編

建築リニューアル工事の増加傾向などを反映して、「建築設備
用あと施工アンカー」への関心が高まっている。本書は、多種
多様な「建築設備用あと施工アンカー」を正しく選定し、正し
く施工できるようになることを狙いとして、「建築設備用あと
施工アンカー」の基礎知識から、その選定と施工における実践
的なノウハウまでを、図表や写真を用いて平易に解説する実務
書である。A5判 134頁 定価(3,300円+税)0811 978-4-274-20624-5

建築設備の「なぜ」がわかるトラブル解決マニュアル

一般社団法人建築設備技術者協会 編

ベテラン設備技術者がこれまで培った経験・ノウハウから、常

に問題となるトラブル事例を48項目収集し、不具合の原因特定

に至るまでの「プロセス」を一冊に凝縮。トラブルに対する備

えと、起こったときに冷静に対応できる姿勢を理解することが

可能。初学者からベテランまで幅広い読者に対応。

B5判 224頁 定価(3,300円+税)1603 978-4-274-21868-2

Excelで解く

工場の省エネとデータ分析

板東 修 著

工場の省エネ活動を効果的かつ効率的に行うために、生産数量

を基軸としたデータ分析法とこれを実行するためのExcel回帰

分析ツールを紹介し、この手法を用いた分析事例について説明

を行っている。さらに分析により明らかにされる固定分エネル

ギーの低減手法についても解説。

B5判 164頁 定価(3,700円+税)1505 978-4-274-21750-0
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考え方・進め方

建築設備の診断とリニューアル

日本建築設備診断機構 編

建築ストックと、その性能に関する適正な診断と評価が注目さ

れる時代を迎えている。本書では、日本建築設備診断機構

（JAFIA）の編集により、各種建築設備の診断と、それに続く

リニューアル提案に関する実務知識をQ&A形式でわかりやす

くまとめている。巻末には資料編として各種参考資料をまとめ

ている。A5判 258頁 定価(3,000円+税)0702 978-4-274-20370-1

空調・電気・衛生設備の劣化診断と対策

関 五郎 編

日常の設備点検における、記録の取り方や劣化診断の判断ポイ

ント、また、各種機器選定の判断基準が重要になる。本書は、

空調設備、電気設備、衛生設備に関し、保守点検と劣化診断、

リニューアル対策と計画について解説している。

B5判 320頁 定価(3,600円+税)0601 978-4-274-50053-4

給排水衛生設備計画設計の実務の知識
（改訂4版）

空気調和・衛生工学会 編

衛生設備技術者の必携書として長く支持され続けている本書の

最新改訂版。設計にかかわる実践的な知識を網羅した珠玉の解

説書。全体のフローを見せることを念頭に、基本概念から新技

術の具体例までを実務に即して徹底解説。長年の研究成果と実

務経験を集大成したものであり、プロを任ずる設備技術者にも

実務テキストとして活用していただける一冊。B5判 408頁 定価(4,600円+税)1703 978-4-274-22037-1

図解

給排水・衛生施工図の見方・かき方
（改訂2版）

施工図委員会 編

給排水衛生設備の施工図を解説する実務参考書として好評を博

している『図解 給排水・衛生施工図の見方・かき方』の約28

年ぶりの改訂版。より実践的に、より現代的な観点から見直し

を行った。設備技術者をめざす新入社員など、これから実務に

携わる方に役立つ内容。

B5判 224頁 定価(3,600円+税)1703 978-4-274-22036-4

100万人の給排水衛生設備

小川正晃 編

専門知識を持っていない建築設備系学生や、建築設備関連業務

に従事して間もない実務者のために書かれた入門書である。給

排水衛生設備に関する関心を深め、その全体像を理解でき、身

近な題材や実用的な話題をふんだんに盛り込みながら、イラス

トや平易な文章表現で徹底的にわかりやすく解説している。

A5変判 260頁 定価(3,800円+税)0509 978-4-274-20099-1

公共トイレ管理者白書
―もう公衆便所なんて呼ばせない―

坂本菜子 編

各地に設置されている公共トイレについて、初めて、実態調査

アンケートを行い、評価、分析して現状と課題及び提言として

まとめた。自治体管理者、清掃担当者の生の声を余すところな

く伝えている。また、全国の先進事例を足で歩いたレポートと

して収録し、望まれるトイレ未来論を展開している。

A5判 184頁 定価(1,800円+税)0502 978-4-274-50008-4

図解

給排水・衛生設備工事早わかり

給排水・衛生設備施工委員会 編

工事の着工から竣工までの施工管理の手順と技術ポイントを実

務に役立つよう解説。

〔目次〕給排水・衛生設備工事／施工管理の手順とポイント／

機器・材料の選定／給排水・衛生設備工事の施工法／各設備の

施工のポイント／関連業種との打合せ・調整／部位別設備の施

工／集合住宅の給排水・衛生設備工事B5判 192頁 定価(3,400円+税)9403 978-4-274-10155-7

設備配管の診断・改修実務

日本建築設備診断機構 編

集合住宅や事務所ビルの配管設備のメンテナンスの必要性を背

景に、設備配管の診断、改修、維持管理技術に焦点をしぼり、

配管材料の種類と選び方など具体的に解説した。

B5判 180頁 定価(2,200円+税)0511 978-4-274-50057-2

見方・かき方

建築配管図面

矢野 弘
中村 勉 共著

建築の主要設備（空調・衛生・電気・情報）と深く関わる配管

工事では、設計の知識だけでは円滑な工事の進行は難しく、配

管施工図への変換など図面を「読み解く力」と「かく力」が必

要である。本書は、現場の経験が少ない実務者のために、配管

図面の見方とかき方をわかりやすく解説している。

B5判 226頁 定価(3,000円+税)0410 978-4-274-10360-5

空調用ダクト清掃の実務
―清掃と汚染診断の進め方がわかる―

日本ダクトクリーニング協会 監修

山﨑省二 編

大廻和彦 他著

「建築物空気調和用ダクト清掃業」が法制化され、これによっ

て、新たに登録業種化された。本書は、衛生的で上質なダクト

清掃を目標として、空気調和設備の概要からダクト清掃の基本

と実際、汚染と清掃それぞれの評価・測定、安全管理と衛生管

理、空調用ダクト清掃にかかわりの深い各種法令までをまとめ

ている。B5判 196頁 定価(3,300円+税)0404 978-4-274-10350-6
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事例に学ぶ

断熱計画・施工の考え方と進め方

田中辰明
柚本 玲 共著

安全で長寿命の建物を実現するには、きちんとした断熱計画が

不可欠だ。健康で快適な居住環境を低いランニングコストで得

ることができ、湿気や水・カビなどによる建物のいたみを最小

限にくいとめることができる。本書では多様な事例を丁寧に追

っていくことにより、「断熱」の基礎から実際の施工、居住者

の居住体験までを正しく紹介する。A5判 176頁 定価(2,800円+税)1107 978-4-274-21056-3

徹底マスター

熱負荷のしくみ

空気調和・衛生工学会 編

熱負荷のしくみをわかり易く解説するとともに、熱負荷計算の

考え方・進め方について基礎知識から実務に応用可能な実践的

ノウハウまでを系統的にまとめている。また、本書では、各章

内に適宜「例題」や「コラム」、「メモ」や「ポイント」を挿入

し、関連知識や実務レベルの工夫・陥りやすい間違いなども含

めてわかり易く解説している。B5判 174頁 定価(3,200円+税)0903 978-4-274-20674-0

地中熱ヒートポンプシステム

北海道大学地中熱利用システム工学講座 著

地中熱ヒートポンプシステムは、欧米では一般的な省エネ手法

として認知され、すでに広く普及している。わが国でも近年よ

うやく着目されるようになってきた。本書では、地中熱ヒート

ポンプシステムに関する基礎知識、設計手順、および導入事例

について技術解説している。

B5判 174頁 定価(3,000円+税)0709 978-4-274-20448-7

躯体蓄熱

松尾 陽 監修
(財)ヒートポンプ蓄熱センター躯体蓄熱研究会出版WG 著

建物躯体を蓄熱体として評価し、天井内や二重床スラブ内など

に冷房時は冷風、暖房時は温風を吹き付け、または通過させる

ことで蓄熱する「躯体蓄熱」システムは、イニシャルコスト削

減や機器設置スペース削減、躯体からの輻射効果による快適性

の向上などが期待できる。本書は躯体蓄熱システムの導入を計

画する建築設備設計者のよりどころとなる実務書。B5判 180頁 定価(2,600円+税)0703 978-4-274-20316-9

床暖房設計・施工マニュアル

「床暖房設計・施工マニュアル」編集委員会 編

床暖房の設計・施工に必要な技術を具体的にわかりやすく解説

し、マニュアルとして実務者に役立つようにまとめている。電

気・温水・温風等の各方式の特長や基礎知識、建築との関係、

評価方法等々実務的な技術ノウハウを盛り込んでいる。

B5判 364頁 定価(8,000円+税)0503 978-4-274-20027-4

建築断熱の考え方

柿沼整三 著

建築物における省エネルギーへの取組みとして「断熱」は重要

なテーマの一つである。建築設計者が断熱に対する正しい知識

を理解できるように、断熱がなぜ必要かその基本的な考え方か

ら、どのような効果があり設計の際には何に注意すべきかとい

った実務上のポイントまで、実例や失敗例を交えながらわかり

やすく解説。A5判 176頁 定価(2,400円+税)0405 978-4-274-10353-7

図解

空気調和施工図の見方・かき方
（第3版）

塩澤義登 著

『図解空気調和施工図の見方・かき方』の12年ぶりの改訂版。

近年新たに事務所ビルやマンションなどで多く採用されている

「ヒートポンプパッケージ」を追加しているほか、施工プロセ

スにおける手戻りや手直しの防止を図るため、施工図に起因す

る各種事例を盛り込んだ。実務に役立つ付録も充実。

B5判 160頁 定価(3,000円+税)1411 978-4-274-21674-9

小型エアコンの取扱いと修理実用マニュアル

山村和司
佐藤英男 共著

本書は、長年にわたり好評を博してきた『わかる小型エアコン

の取扱いと修理』の内容・構成を全面的に刷新し、小型エアコ

ン関連技術の発展や各種関連法改正（冷媒関係など）に対応し

た。新冷媒に関する知識から機種選定、設置、調整、故障修

理、保守管理・環境対策までを系統的にまとめた実務参考書。

A5判 176頁 定価(2,700円+税)1408 978-4-274-21598-8

冷凍・空調の基本がわかる本

関上邦衛 著

冷凍の基礎理論から、冷凍機・空調機に関わる基礎的な実務知

識までの“そもそもの考え方”がわかるように、3編、13章構成

で、イラストや図面を多く取り入れて平易にまとめた。本文解

説の流れとは別に、冷凍・空調に関わる各種の注意事項や今さ

ら聞けない知識などを、「ワンポイント」や「コラム」として

多数盛り込んでいる。A5判 224頁 定価(2,700円+税)1405 978-4-274-21561-2

ビル管理者のための

空調・給排水の基礎知識
（第2版）

オーム社 編

ビル管理者の観点から見た空調・給排水設備・機器等について

図解でていねいに解説。第2版では新技術・新基準を盛り込み、

記述内容を全般的に見直して、さらなる内容の充実を図った。

ビル管理実務者の業務に活かせるだけでなく、ビル管理に関わ

る空調実務者・衛生実務者にとっても、実務的な知識の整理に

大いに役立つ一冊。B5判 280頁 定価(3,500円+税)1403 978-4-274-21526-1
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わかりやすい

冷凍空調の実務
（改訂3版）

石渡憲治 原著

山田信亮・今野祐二

西原正博 共著

12年ぶりの改訂3版。前版の基本コンセプトや構成は継承しつ

つ最新の技術・知見も盛り込み、実務者・技術者の日常業務に

真に役立つ冷凍空調技術の入門的基本書としてリニューアルし

た。実務のなかで感じる疑問や、おさえておきたい基本的知識

などを幅広くカバー。約550項目の内容を『1問1答形式』で簡

潔にわかりやすく解説している。A5判 272頁 定価(2,600円+税)1305 978-4-274-21384-7

空調自動制御と省エネルギー

高橋隆勇 著

空調設備の自動制御を行う際に重要な「省エネ」をどう実現す

るか、本書では、著者が長年蓄積してきた膨大な実績データを

詳細に分析し、その具体的な解決手法を提案する。得られたビ

ル管理コンピュータデータと解析プログラムからの収録図表は

300枚以上にわたり、ムダな運転を廃し、省エネルギー的な空

調設備の運転のあり方を詳しく検討している。A5判 244頁 定価(2,600円+税)1104 978-4-274-50328-3

写真でトライ

空調設備の点検と整備

間 秀夫 著

快適な室内環境を提供するためには、その維持管理業務は非常

に重要である。本書は、標準的な高層オフィスビルを例にと

り、空調設備の日常的な点検作業や定期的な整備作業などの基

本事項について、写真を約400枚収録するとともに、初級技術

者にも理解できるようやさしく解説してある。

B5判 248頁 定価(2,200円+税)0611 978-4-274-50100-5

よくわかる

吸収冷凍装置の運転管理

秋元眞澄 著

ビル設備の中核を担う空調機器の主力システム「冷凍装置」を

解剖。今や吸収式冷凍装置がビル空調設備の主力時代。普及は

著しいが、運転管理に適切な参考書がない。著者は、吸収式冷

凍装置の先駆けの開発者であり、吸収式冷凍装置をどのように

学んだらよいか、どのように運転したらよいかなどを技術指導

員と生徒の対話形式でその実態に迫る。A5判 208頁 定価(2,400円+税)0608 978-4-274-50094-7

空調システムの自動制御

千葉孝男 著

空調設備の初級技術者が、空調システムと自動制御の関係につ

いて、基礎から理解できるように書かれたものである。まず、

空調設備の設計・システムの構成・運転方法などの空調技術の

基本を解説し、それに基づいて空調設備の自動制御について詳

しく解説している。

A5判 192頁 定価(3,300円+税)0411 978-4-274-10362-9

わかりやすい

建物の換気技術

環境科学フォーラム 編

健康指向、省エネルギー対策技術等の関わりの中で、室内空気

環境、特に換気技術への関心が高まってきている。本書は、オ

フィスビルなど中規模建物の換気技術の基本原理から設備構成

要素、実施例までを、図解によりわかりやすくまとめた実務に

役立つ参考書。とくに、室内環境の汚染源評価とその対策技術

を詳しく解説した。A5判 136頁 定価(1,900円+税)0011 978-4-274-10265-3

室内空気清浄便覧

日本空気清浄協会 編

基礎編・機器編・応用編の三編構成で一般環境を中心とした空

気清浄や種々の汚染物質に関する基礎知識から、空気清浄化の

理論や技術、産業応用までを一冊の便覧として集大成し、図解

で平易に解説。

〔目次〕汚染物質の物理と化学／汚染による障害と障害機構／

環境基準／汚染物質の測定方法B5判 378頁 定価(12,000円+税)0008 978-4-274-10260-8

初めて学ぶ

空調設備の保守と管理

設備と管理編集部 編

ビル設備のメンテナンスに携わる現場の技術者のために空調設

備のメカニズムとメンテナンスの基礎知識を絵とき解説してい

る。本書は、ビル空調のさまざまなシステムのメカニズムを絵

とき解説するとともに日常の点検の仕方について、管理技術者

と新人のメンテナンスマンが対話する形式で、やさしく解説し

た実務入門書である。B5判 232頁 定価(2,600円+税)0006 978-4-274-94810-7

続100万人の空気調和

小原淳平 編

〔目次〕ダクトの配管のサイジング／吹出し気流の話／機器の

選び方／自動制御のメルヘン／防音の話（不愉快な音／騒音の

生い立ち／音のトラブルあれこれ／他）／防振の話（目に見え

ぬ手品師／振動のトラブルあれこれ／他）／こんなところに気

を付けよう／運転費の求め方（装置と運転に要する費用／何が

運転費を変えるのか／他）／用語集A5W判 264頁 定価(3,800円+税)7608 978-4-274-08466-9

100万人の空気調和

小原淳平 編

〔目次〕空気と人間（空気の性質／空気を裸にする／他）／空

気線図の話（空気線図のできるまで／空気の基本的な状態変化

／他）／熱負荷の話（熱負荷とは／熱の伝わり方／他）／熱負

荷の求め方（冷房負荷の求め方／暖房負荷の求め方／他）／空

調用機器とその働き／空調方法さまざま／冷凍の原理と冷凍サ

イクル／他A5W判 272頁 定価(3,800円+税)7508 978-4-274-08465-2
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空気調和設備計画設計の実務の知識
（改訂4版）

空気調和・衛生工学会 編

空調設備技術者の必携書として、支持され続けている本書の最

新改訂版。設計にかかわる実践的な知識を網羅した珠玉の解説

書。全体のフローを見せることを念頭に、基本概念から新技術

の具体例までを実務に即して徹底解説。長年の研究成果と実務

経験を集大成したものであり、プロを任ずる設備技術者にも実

務テキストとして活用していただける一冊。B5判 350頁 定価(4,000円+税)1703 978-4-274-22038-8

空気調和・衛生設備の知識
（改訂4版）

空気調和・衛生工学会 編

基礎知識を体系的にまとめた定評ある本書の最新改訂版。改訂

にあたり技術動向の変遷を取り入れるだけでなく、環境指向や

安全志向といった今日的観点を取り込み刷新。空気調和設備と

給排水衛生設備、さらに関連する電気設備まで、基本事項を広

く網羅。学生や新入社員など、これから実務を始められる方向

けに書かれた実務基本書。B5判 296頁 定価(3,600円+税)1703 978-4-274-22039-5

100万人の給排水

小川正晃 編著
瀬谷昌男 イラスト

初めて設備を学ぶ人が、機器や現場をイメージを持ちながら学

習できる入門書。豊富なイラストと身近な事例を用いてわかり

やすく解説しています。設備についての基本事項をすらすらと

読み進めることができます。※本書は2005年発行の『100万人

の給排水衛生設備』に加筆・修正を加え、書名を変えて発行し

ます。B5判 260頁 定価(3,200円+税)1508 978-4-274-21785-2

完全図解

空調・給排水衛生設備の基礎知識早わかり

大浜庄司 著

ビル管理の現場技術者を志す人が空調設備と給排水衛生設備に

ついて初めて学ぶのに最適の書。両設備分野の基本的な技術情

報を細分化して1ページ1テーマの構成としている。また、設備

そのものだけでなく、その維持管理（メンテナンス）に関する

技術情報を解説した章を独立して設けており、基礎から実務に

至る幅広い範囲の知識を習得できる。A5判 208頁 定価(2,400円+税)1410 978-4-274-50518-8

設計者のための

ヒートポンプ空調・給湯システムの実務知識

社団法人建築設備技術者協会 編

ヒートポンプの設計・施工技術の実務知識について、設計に役

立つ基礎知識から最新技術動向までを1冊にまとめる技術解説

書・実務参考書。社団法人建築設備技術者協会創立20周年記念

出版として、協会総力を挙げて取り組んだ意欲作。

〔目次〕ヒートポンプの基礎／個別分散式ヒートポンプ／建築

設備設計基準の解説／空気調和機の性能評価法B5判 200頁 定価(3,300円+税)1005 978-4-274-20858-4

イラストで見る

空調・給排水

空気調和・衛生工学会 編

空気調和設備、給排水衛生設備などについて、機器のしくみか

らシステムとしての構造と機能まで、身近な題材を用いたイラ

ストにより、わかりやすく解説している。重要用語や難解な原

理・理論なども、基礎から解説している。本書は、全体を81項

目に細分し、各項目ごとに、見開き2頁完結解説方式で記述し

ている。A5判 184頁 定価(2,800円+税)0803 978-4-274-20527-9

空気調和・給排水衛生設備 維持管理の実務の知識

空気調和・衛生工学会 編

空気調和設備および給排水衛生設備の維持管理の実務につい

て、維持管理の目的や設備図の読み方から各種設備における維

持管理技術、トラブルへの対応まで、そのポイントを図表をふ

んだんに取り入れわかりやすく解説。経験豊富な執筆陣によ

り、実務の要点をしっかり解説した維持管理実務者の必携書。

B5判 216頁 定価(3,300円+税)0505 978-4-274-20059-5

空気調和・給排水衛生設備施工の実務の知識

空気調和・衛生工学会 編

空気調和設備および給排水衛生設備の施工の実務について、契

約、施工計画、施工管理から引き渡しまで、実務のポイントを

図表をふんだんに取り入れわかりやすく解説。経験豊富な執筆

陣により、実務の要点をしっかり解説した施工技術者の必携

書。

B5判 296頁 定価(3,800円+税)0504 978-4-274-20024-3

図解

空調・給排水の大百科

空気調和・衛生工学会 編

社団法人空気調和・衛生工学会創立80周年記念事業の一環とし

て、建築設備の役割やしくみについて、図解により、わかりや

すく解説を施した百科事典。

〔目次〕基礎編／生活・社会編／空調編／防災編／給排水編／

共通編／計画・施工・維持・管理編／応用編／トピックス

B5判 820頁 定価(20,000円+税)9807 978-4-274-10221-9

空気調和・衛生用語辞典
（第2版）

空気調和・衛生工学会 編

「空気調和・衛生用語辞典」は、この分野における最も信頼性

の高い用語辞典として、実務技術者や研究者から学生まで多く

の読者より好評を博してきた。第2版では、省エネルギー、環

境負荷削減、BEMS、廃棄物リサイクル、情報技術等々の領域

における新しい知見の集積に対応し、収録用語の見直し、解説

内容の見直しを徹底的に行った。A5判 966頁 定価(15,000円+税)0603 978-4-274-20166-0
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空気調和・衛生設備データブック

空気調和・衛生工学会 編

〔目次〕基本単位・基礎知識等／空調設備機器・資材関連／給

排水衛生設備機器・資材関連／設備諸工事関連／設備共通機器

資材関連／現場施工管理業務関連／自動制御設備／電気設備／

建築工事関連／建築設備原論および地球環境問題関連／設計図

書・施行図面関連データ／巻末資料 設備工事関連官庁・学

会・企業等連絡先一覧A5判 606頁 定価(7,500円+税)0311 978-4-274-10334-6

空気調和・衛生用語集

空気調和・衛生工学会 編

空気調和・衛生設備に関する実務・技術・研究に使用されてい

る用語の標準化を意図し、関連用語約9,000語を集大成。用語

の選択にあたっては、最近の新聞・雑誌・学会誌に登場する用

語も収録しており、和英の部・英和の部の2部構成になってい

る。

B6判 630頁 定価(4,369円+税)9404 978-4-274-10157-1

ビル内情報通信システムの設計と施工

建築設備技術者協会 編

オフィスビルをはじめ各種のビルを対象に、建物内部の情報通

信システムの計画設計から施工までにわたって、建築設備面と

情報通信面の両面から、実務に役立つ知識・ノウハウを盛り込

んでいる。建築設備技術者が押さえておかなければならない基

本知識、機器や材料選定に関する実務ノウハウなども具体的に

解説。A5判 264頁 定価(3,500円+税)0304 978-4-274-10321-6

建築電気設備工学

高橋健彦
黒田一彦 共著

建築電気設備工学は電気工学を中心として建築工学、防災工

学、情報通信工学、自動制御工学、安全工学など非常に広範囲

である。本書は、建築系および建築設備関連学科の学生・技術

者が電気工学および建築電気設備の基礎を学べるように、式は

できるだけ使わずに記述した。また、建築設備士の受験にも活

用できるよう出題範囲をカバー。A5判 262頁 定価(3,200円+税)0010 978-4-274-13214-8

わかりやすい

消防設備のしくみ

オーム社 編

各種消防設備のしくみ（基本構造や機能）を図面や写真を豊富

に用いてわかりやすく解説した。消火設備、警報設備、避難設

備、消防設備、非常電源など設備ごとに、項目単位で見やすく

読みやすく解説。日常の実務に役立つと同時に、1類から7類ま

での各種消防設備士試験の参考書としても活用できる。

A5判 336頁 定価(3,000円+税)1402 978-4-274-21511-7

絵とき

消防設備技術基準早わかり
（第12版）

オーム社 編

消防設備関連の諸制度及び消防設備等に関する技術上の基準を

中心に、検査・点検制度、消防設備士制度、防火対象物点検・

報告制度、消防同意制度などについて、項目ごとに関連する法

律、政令、省令を紹介。条文を左側ページに、解説を右ページ

に掲載し、逐条的にかつ、理解を深めるためにできるだけ図表

を取り入れて解説を加えている。A5判 674頁 定価(5,400円+税)1401 978-4-274-50484-6

図解

消防設備のしくみ

オーム社 編

消火設備、警報設備、避難設備、消防設備、非常電源など各設

備ごとに見やすく読みやすい完結した解説で、日常の実務に役

立つと同時に、1類から7類までの各種消防設備士試験の参考書

としても活用できる。

A5判 312頁 定価(3,000円+税)0812 978-4-274-20644-3

消防設備用語マスター

オーム社 編

各種消防設備の基本構造、仕様や特長から法律的側面までに関

わる重要用語を短い言葉で平易に解説する用語事典である。日

常の実務に役立つと同時に、1類から7類までの各種消防設備士

試験の受験対策用語集としても活用できるように、全類にわた

る消防設備用語のポイントをコンパクトにまとめている。

A5判 264頁 定価(2,500円+税)0811 978-4-274-20623-8

必携

消防設備士

オーム社 編

消防設備士として日々業務に携わっている実務者を対象とし

て、日々の業務のなかで必要となる知識や確認すべき事項、参

照しなければならない数値・データなどを、一冊で便利にまと

めた実務必携書。各種の消防設備を設備種目ごとに分類し、実

務に即してまとめている。

A5判 456頁 定価(6,500円+税)0310 978-4-274-10338-4

絵で学ぶ

ビルメンテナンス入門
（改訂2版）

大浜庄司 著

ビル管理の職場に新たに入る方や、新人教育用の平易なテキス

ト。ビル管理の現場で日常出会う各種設備の概要やメンテナン

スの考え方を、先輩保全技術者が後輩の質問に答えるとうい会

話形式の6コママンガで、目で見てすぐわかるようになってい

る。改訂に当たって、実状に合わなくなった部分を、よりビル

メンテナンスに役立つ内容に変えた。B5判 128頁 定価(2,200円+税)1308 978-4-274-50465-5
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ビル管理技術者実務法令集

設備と管理編集部 編

ビルの管理をする上で、関係する法令は建築物における衛生的

環境の確保に関する法律をはじめ、建築基準法、感染症の予防

感染症の患者に対する医療に関する法律など数十にも及びま

す。本書は、ビル管理技術者が日常の管理業務のバックボーン

として活用できるよう構成している。また、ビル管理試験の参

考書としてもお薦めの一冊。A5判 336頁 定価(2,400円+税)1010 978-4-274-50302-3

防火管理者必携

防火・防災安全計画Q&A

オーム社 編

建築物の高層化、複合化、大規模化の流れを受け、防災・防火

管理は最も責任が問われる重要な任務になっている。本書は、

防火管理者のみならず、幅広く消防・防災管理関係者に向け、

防災・防火管理の知識に対する理解を促し、活用するための実

務書である。必要知識をコンパクトにまとめ、重要事項を質問

とその回答という形式で簡潔に説明している。A5判 168頁 定価(2,000円+税)0908 978-4-274-20742-6

絵と写真でみる

建物保守学

坂東治重 著

建物が完成した時点から、建築と設備を長持ちさせるための知

恵を学べるよう、絵と記録写真により具体的な保守のあり方を

解説した。平易な表現で建物の維持管理が身につく内容。

B5判 180頁 定価(2,200円+税)0610 978-4-274-50106-7

建築防災計画の考え方・まとめ方

防災研究会AFRI 編

建築防災について、特に計画面を中心に、つまり、建築防災計

画の考え方やまとめ方を、図表を参照しながら平易に解説する

実務書である。避難安全に関する性能規定化に対応して、建築

用途別に要点や特長を簡明にまとめるとともに、性能規定化の

概要などの解説を盛り込んでいる。

A5判 184頁 定価(2,800円+税)0601 978-4-274-20190-5

建物サービスビジネス読本

海野勝至
村松京子 共著

ビルメンテナンス業を中核とする建物関連産業（ビルメン／警

備／マンション管理／廃棄物処理／医療関連サービス／不動産

コンサル／その他）の事業戦略を解説。

〔目次〕建物サービスビジネスを取り巻く環境／建物サービス

ビジネスとは／建物ストックの動向／賃貸オフィスビルの市況

と管理費動向／不動産の証券化とAM・PM／他A5判 328頁 定価(2,600円+税)0302 978-4-274-94835-0

絵とき

ビル衛生管理読本

設備と管理編集部 編

ビル設備のメンテナンスに携わる現場の技術者のために、ビル

設備全般のメカニズムとメンテナンスの基礎知識を絵とき解説

した実務マニュアルである。特長は、第一部にビル衛生管理の

基礎知識を絵とき解説し、第二部にはパワーポイントによる上

手なプレゼンテーションの仕方を収録している。

B5判 208頁 定価(2,600円+税)0202 978-4-274-94825-1

わかりやすい

ビル電気設備

豊田武二
北越重信 共著

建築設計・施工、設備設計・施工等の建築実務を進めるために

理解しておくべき電気設備の基礎全般について、中規模クラス

のオフィスビルを標準モデルにまとめた実務入門書。情報通信

設備の充実や、安全、セキュリティーを含む管理設備の高機能

化に対応するとともに、設備のリニューアル、省エネルギーに

ついても具体的に解説している。A5判 208頁 定価(2,500円+税)0201 978-4-274-10287-5

絵とき

ビル設備管理ビギナー教室

塚崎秀顕
高橋隆勇 共著

初めてビル管理業務に携わる方やビル設備の知識を整理したい

方のために、電気設備、空調・給排水設備、防災設備などの各

機器、装置の原理を平易に学べるよう、図解を多用して解説し

た。第2部では、表計算ソフトExcelを使用してエネルギー管

理・空気環境測定の管理プログラムの作り方をカラー解説し

た。B5判 220頁 定価(2,800円+税)0004 978-4-274-94809-1

新版

ビル管理ハンドブック

新版ビル管理ハンドブック編集委員会 編

ビル管理の総合実務参考書として、「ビル管理ハンドブック」

は、1982年に刊行しました。その初版発行後の各種ビルの高層

建築化、建築設備の高機能化、建築物の情報化等の急速な展開

をふまえて、ここに、新版として内容構成の全面的な見直しを

図り、関連法規や関連データ等を刷新しました。

B5判 1,182頁 定価(18,000円+税)9911 978-4-274-10243-1

絵とき

ビル設備基礎百科早わかり
（改訂2版）

設備と管理編集部 編

ビルメンテナンスに従事する技術者等のための基本技術・設備

を、空調、給排水、電気、消防、建築、環境、衛生、のジャン

ル別に分類し、2000語のキーワードで解説した実務百科。はじ

めてビル管理の仕事に従事する人の座右の書。基本的な用語か

ら最新技術についてまで徹底的に網羅。

B5判 344頁 定価(3,000円+税)1511 978-4-274-50596-6
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絵とき

ビルメンテナンス読本早わかり

設備と管理編集部 編

ビルメンテナンスマンのためにビル設備と建物管理に必要な基

礎知識を絵とき解説すると共にビルメンマンの常識としての社

外対応を解説した実務書。

〔目次〕ビルメンテナンスの基本用語早わかり／施工管理技術

者のための建築基準法早わかり／ビルメンテナンスマンのため

社外対応早わかりB5判 216頁 定価(2,600円+税)9903 978-4-274-94794-0

新入社員のための

実践ビル管理入門

塩澤忠義 著

ビル管理に従事される初級技能者を対象に、ビル管理の実務テ

ーマをすべて掲げ、第一歩の必須知識をやさしく解説した。さ

らに、テーマをページ単位に区切り、豊富な図・写真を使用し

て詳述しているので、知識の整理に役立つばかりでなく、楽し

く学びながら知識の修得ができる。

B5判 204頁 定価(2,900円+税)8307 978-4-274-08530-7

マンション設備のトラブルと対策

特定非営利活動法人 給排水設備研究会 編

マンション特有の建築設備に関するトラブルとその対策につい

て、豊富な実例を取り上げて系統的に解説する実務参考書であ

る。内容上は、各種設備・器具等におけるトラブルとその対策

から、騒音、振動、腐食等への対策、機器・配管のメンテナン

スまでを幅広く包含しているので、マンション特有のトラブル

シューティングを総合的に理解できる。B5判 178頁 定価(3,300円+税)0705 978-4-274-20399-2

マンション管理規約と業務委託

財団法人マンション管理センター 編

マンション管理部門で定評があり、長年にわたる多くの実務上

の蓄積を持つ財団法人マンション管理センターが、これからマ

ンション管理の実務に携わる方々のために、現場に即した実務

知識を体系化して発行。本書では、マンション管理規約、管理

業務の委託のノウハウ、滞納管理費の督促実務などを詳しく解

説。A5判 172頁 定価(2,500円+税)0305 978-4-274-10319-3

マンション管理組合の運営

財団法人マンション管理センター 編

マンション管理部門で定評があり、長年にわたる多くの実務上

の蓄積を持つ財団法人マンション管理センターが、これからマ

ンション管理の実務に携わる方々のために、現場に即した実務

知識を体系化して発行。本書では、マンション管理組合の設立

と運営、さらに総会の運営や議案書作成等までを実務に即して

詳しく解説。A5判 184頁 定価(2,500円+税)0303 978-4-274-10318-6

マンション管理のQ & A

財団法人マンション管理センター 編

マンション管理部門で定評があり、長年にわたる多くの実務上

の蓄積を持つ財団法人マンション管理センターが、これからマ

ンション管理の実務に携わる方々のために、現場に即した実務

知識を体系化した。

〔目次〕区分所有法と管理規約／マンション管理組合の運営／

管理費と管理委託／修繕と改修／融資と保険／その他A5判 252頁 定価(3,000円+税)0211 978-4-274-10311-7

マンション管理実務読本

日本マンション学会関西支部 編

2001年、マンション管理の適正化に関する法律が公布され、マ

ンション管理に対する関心が高まっている。マンション管理士

のライセンスも誕生し、2001年12月には、第1回の試験が行わ

れた。本書は、マンション管理組合の役割と運営、管理規約と

紛争と法律の関わり、建物と設備の維持管理、生活環境に関す

ることがらなどをまとめた入門書。A5判 250頁 定価(2,000円+税)0202 978-4-274-94820-6

クリーンルーム環境の計画と設計
（第3版）

公益社団法人日本空気清浄協会 編

クリーンルームとそれに準じる各種空気清浄化施設の計画・設

計に関する技術を解説する実務書。今回の改訂では2005年以降

の技術的進展、関係法規等を盛り込み、特にバイオクリーンル

ーム、省エネルギー、静電気対策等の記述を大幅補強した。実

際の計画設計手順に沿って記述している点、具体的な設計計算

例を収録している点などが特長。B5判 244頁 定価(3,500円+税)1312 978-4-274-21486-8

わかりやすい

クリーンルーム用語早わかり

環境科学フォーラム 編

半導体産業をはじめとする各種産業分野などで、工場や研究室

内を清潔に保つ、クリーンルーム技術が重要な役割を担ってい

る。各種の疾病を防止する上でも、食品産業や医薬品産業など

を中心にクリーンルームの役割・意義が改めて高く評価される

ようになってきた。本書は基礎知識や現場での応用知識を、用

語解説形式で図解で平易に解説。A5判 178頁 定価(2,400円+税)9909 978-4-274-10242-4

建築設備集成

学校・図書館

空気調和・衛生工学会 編

学校と図書館の建築的特徴・設備面の特徴の解説から説き起こ

し、設備計画の要点、設備設計のポイントを各種の設備ごとに

記述し、さらに、設計例を加えて1冊の書籍に総合化した。新

しい時代の学校並びに図書館の在り方を提示し、設備計画・設

計実務の向上に寄与することを狙いとして、昨今の建築・設備

を取り巻く各種の変化・要求に対応している。B5判 314頁 定価(10,000円+税)1108 978-4-274-21070-9
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建築設備集成

宿泊施設

空気調和・衛生工学会 編

ホテルをはじめとする各種の宿泊施設の建築的特徴・設備面の
特徴の解説から説き起こし、設備計画の要点、設備設計のポイ
ントを各種の設備ごとに記述し、さらに、設計例を加えて1冊
の書籍に総合化した。新しい時代の宿泊施設の在り方を提示
し、設備計画・設計実務の向上に寄与することを狙いとして、
昨今の建築・設備を取り巻く各種の変化・要求に対応してい
る。B5判 272頁 定価(10,000円+税)1107 978-4-274-21055-6

建築設備集成

情報通信施設

空気調和・衛生工学会 編

情報通信施設を「放送施設」、「新聞施設」、「データセンター」

という三つに大別して、それらの建築的特徴・設備面の特徴の

解説から説き起こし、省エネ経済性・信頼性・安全性・拡張

性・障害時対応性・環境性能・CFDといった設備計画に求め

られる各種の性能、設備設計のポイントまでを一体的に記述

し、さらに、設計例を加えて1冊の書籍に総合化した。B5判 212頁 定価(10,000円+税)1106 978-4-274-21045-7

建築設備集成

デパート・ショッピングセンター

空気調和・衛生工学会 編

本書はデパート・ショッピングセンター等の商業施設の設備計

画・設計について、設計例を含めて解説している。プロダクテ

ィビティの向上、安全で快適な商空間の構築、省エネルギー・

温室効果ガス低減・省資源等に配慮した各種商業施設の設備計

画・設計に寄与することを狙いとして、昨今の建築・設備を取

り巻く各種の変化・要求に対応している。B5判 284頁 定価(9,000円+税)1003 978-4-274-20821-8

建築設備集成

オフィス

空気調和・衛生工学会 編

『建築設備集成』は“施設別の計画・設計の手引書”。本書はオ

フィス設備の計画・設計について、設計例を含めて解説する。

プロダクテビティの向上、健康・快適な執務環境の構築、省エ

ネルギー・温室効果ガス低減・省資源等に配慮したオフィス設

備の計画・設計に寄与することを狙いとして、昨今のオフィス

建築・設備を取り巻く各種の変化・要求に対応している。B5判 328頁 定価(10,000円+税)1002 978-4-274-20810-2

建築設備集成

医療・福祉

空気調和・衛生工学会 編

『建築設備集成』は“施設別の計画・設計の手引書”であり、本

書は医療・福祉施設の設備計画・設計について、設計例を含め

て解説している。安全性確保、健康・快適な環境の構築、省エ

ネルギー・温室効果ガス低減・省資源等に配慮した医療・福祉

施設の設備計画・設計に寄与することを狙いとして、昨今の建

築・設備を取り巻く各種の変化・要求に対応している。B5判 416頁 定価(9,500円+税)0912 978-4-274-20811-9

建築設備集成11

展示・収蔵施設
―計画・設計―

空気調和・衛生工学会 編

〔目次〕展示・収蔵施設の概要（わが国の博物館建築の現況と

将来／博物館建築の建築計画／施設の設計計画）／設備の基本

計画（設備計画の要点／空気調和設備計画／給排水・衛生設備

計画／特殊設備計画）／設備設計（空気調和設備設計／給排

水・衛生設備設計／特殊設備設計／防音・防振・耐震設計）／

設計例B5判 276頁 定価(11,650円+税)9209 978-4-274-10145-8

建築設備集成14

生産施設Ⅱ
―計画・設計―

空気調和・衛生工学会 編

〔目次〕高清浄度生産施設（概要／計画・設計／設計例(1)―半

導体前処理工場／設計例(2)―磁気ディスク工場）／大空間生

産施設（概要／計画・設計／設計例(1)―大型機械組立工場／

設計例(2)―電子機器組立工場／特殊設備）／FA化生産施設

（概要／計画・設計／設計例―某鉄工所）／植物工場（植物工

場の特徴／制御すべき要因／装置計画概要／他）B5判 160頁 定価(8,252円+税)9201 978-4-274-10136-6

建築設備集成6

教育施設
―計画・設計―

空気調和・衛生工学会 編

〔目次〕教育施設の概要（建築的特徴／教育施設計画の動向／

施設の構成と計画概要／他）／設備の基本計画（設備計画の要

点／空気調和設備計画／給排水・衛生設備計画／特殊設備の計

画）／設備設計（空気調和設備設計／給排水・衛生設備設計／

特殊設備のポイント／防音・防振・耐震設計）／設計例

B5判 250頁 定価(6,500円+税)8902 978-4-274-10083-3

建築設備集成10

流通・交通施設
―計画・設計―

空気調和・衛生工学会 編

〔目次〕流通施設―倉庫（施設の概要／設備の基本計画／冷蔵

倉庫の設計例／CA冷蔵庫）／交通施設―地下鉄（施設の概要

／設備の基本計画／設備設計／モデル設計例）／交通施設―道

路付帯施設（施設の概要／設備の基本設計／設備設計／モデル

設計例）／交通施設―空港（施設の概要／供給処理施設／他）

B5判 226頁 定価(6,000円+税)8901 978-4-274-10081-9

美しい風景の中の住まい学

中山繁信 著

本書では、世界の「美しい住まい」から住まいの本来あるべき

姿を学る。これまで多く語られている間取りや使い勝手優先の

住宅づくりの本ではなく、街並みとしての美しさや住んでいる

人の心の豊かさから、「美しい住まい」とはなにか、を解剖す

る。建築を学ぶ学生はもちろんのこと、一般の方まで、幅広い

読者に読んでいただきたい一冊。A5判 184頁 定価(2,300円+税)1309 978-4-274-21438-7

建築・土木 115



わかる！

住宅の性能と評価

品確法研究会 編
田極義明 他著

「住宅の性能と評価」を入門レベルで体系的にわかりやすくま

とめる実務参考書として刊行。今後重要視される種々の視点を

も盛り込みつつ、品確法時代の住宅性能についての見方・考え

方や評価の具体的方法・手順等の全体像が理解できるように、

図面を主体的に活用し、頁区切りでまとめている。

A5判 186頁 定価(2,500円+税)0405 978-4-274-10351-3

健康に住まう家づくり

空気調和・衛生工学会 編

「住まい」の中で健康的に生活するためにはどのような点に注

意し住宅をつくったらよいか、また現在の住宅の問題点はどこ

にあり、どのような住宅を目指して改善したらよいかなど、こ

れからの住宅に関する課題とその対応について、求められる性

能や普段見過ごされがちな要求や工夫についてわかりやすく解

説する。B5判 168頁 定価(2,857円+税)0404 978-4-274-10349-0

建築設備技術者のための

知っておきたい住宅設備設計の基本

環境住宅研究会 編

戸建又は集合住宅等における省エネ・省資源・節電対策、シッ

クハウス対策、長寿命化・安全性能向上、災害・事故等被害最

小化といった観点から、環境と健康に配慮した住宅設備設計に

欠かせないポイントを建築設計との取合いも含めてわかりやす

くまとめた実務参考書。建築設備業界で働く実務者としてぜひ

知っておきたい基本の基本をまとめた。A5判 142頁 定価(2,200円+税)1209 978-4-274-21263-5

わかりやすい住宅の設備

給湯

空気調和・衛生工学会 編

本シリーズは各種の住宅設備・機器について、原理概要から設

計施工、維持管理上のポイントまでを、図解によりわかりやす

く解説している。

〔目次〕給湯設備の基本的な考え方／給湯設備における要求性

能と設備概要／給湯設備の計画と設計／施工上の注意点／維持

管理上の留意点／今後の方向性と検討課題／他B5判 124頁 定価(2,800円+税)9909 978-4-274-10234-9

わかりやすい住宅の設備

換気

空気調和・衛生工学会 編

本シリーズは各種の住宅設備・機器について、原理概要から設

計施工、維持管理上のポイントまでを、図解によりわかりやす

く解説している。

〔目次〕換気の設計／設計・施工上の留意点／共用室の換気設

計／維持管理上の留意点

B5判 98頁 定価(2,800円+税)9908 978-4-274-10233-2

わかりやすい住宅の設備

給水

空気調和・衛生工学会 編

本シリーズは各種の住宅設備・機器について、原理概要から設

計施工、維持管理上のポイントまでを、図解によりわかりやす

く解説している。

〔目次〕給水設備に必要な性能と設備概要／給水設備の計画と

設計／給水設備の施工／給水設備の維持管理

B5判 152頁 定価(2,800円+税)9907 978-4-274-10235-6

わかりやすい住宅の設備

暖房と冷房

空気調和・衛生工学会 編

本シリーズは各種の住宅設備・機器について、原理概要から設

計施工、維持管理上のポイントまでを、図解によりわかりやす

く解説している。

〔目次〕暖冷房設備とは／住宅の暖冷房設備／住宅の温熱環境

／暖冷房設備の熱負荷／暖冷房設備の計画／暖冷房設備の設計

／施工と維持管理B5判 120頁 定価(2,800円+税)9906 978-4-274-10236-3

わかりやすい住宅の設備

排水

空気調和・衛生工学会 編

本シリーズは各種の住宅設備・機器について、原理概要から設

計施工、維持管理上のポイントまでを、図解によりわかりやす

く解説している。

〔目次〕排水通気設備の基本的な考え方／排水通気設備の構成

／排水通気設備の計画と設計／施工上の留意点／維持管理上の

留意点／これからの排水通気設備B5判 128頁 定価(2,800円+税)9906 978-4-274-10237-0

劇場工学と舞台機構

小川俊朗 著

近年全国各地で建設が進められている各種ホール等の建設に関

わる技術者の方々のための実務参考書としても、あるいは、建

築史の一分野を網羅的に記述した研究書としても、充実した1

冊である。世界的に有名な劇場建築や舞台機構を、図や写真を

参照しつつ具体的に解説している。

B5変判 270頁 定価(5,000円+税)0004 978-4-274-10253-0

大工門ひな形
数寄屋門から四脚門・高麗門まで

富樫新三 編著

古くから伝わる「雛形本」の難解な文言を読み解き、丹念に図

面化した希有の「門」設計・施工マニュアル。瀟洒な住宅・茶

室の門から、荘重な寺院・神社の門まで集成。とくに現代の大

工職に貴重な部材等の大きさを全例に明示。

A4変判 216頁 定価(5,500円+税)1107 978-4-8445-3525-6
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大工宮ひな形
一間社から拝殿・鳥居まで （増補版）

富樫新三 編著

江戸時代より明治・大正頃において、各種の雛形本は多くの大
工にとって必携の設計・施工マニュアルであった。現在では難
解ともいえる文言をじっくりと読み解き、これからの大工仕事
にも対応できるように図面化したのが本書である。内容を把握
すれば神社建築への基礎が定まり、小さな屋敷神の祠から堂々
たる五間社本殿、あるいは拝殿にまで幅広い応用が可能。まさ
に、“必携の書”である。A4変判 224頁 定価(6,600円+税)0406 978-4-8445-3522-5

大工寺ひな形
本堂・門から五重塔まで

富樫新三 編著

古くから伝わる「雛形本」の難解な文言を読み解き、図面化し

た平成の寺院設計・施工マニュアル。各紙・誌で絶賛された前

著「大工宮ひな形」につづく第2弾!!

A4変判 242頁 定価(6,600円+税)0404 978-4-274-05035-0

図解

社寺建築
各部構造編

鶉 功 著

本書は、社寺図例編、各部構造編の二冊から成る。前者には社
寺建築の構造・歴史に関する参考図例を、後者には各部構造・
意匠に関する参考図例を収録した。配列した各図例の順を追っ
て行けば、日本建築の構造と意匠および仕組が理解できる。巻
末にはこれを補完する図譜を付した。社寺の設計・工作資料と
して建築技術者の方々はもとより、社寺建築に興味を持つ一般
の方々にも好適の書。B5判 192頁 定価(4,300円+税)9310 978-4-274-05029-9

図解

社寺建築
社寺図例編

鶉 功 著

本書は、社寺図例編、各部構造編の二冊から成る。前者には社
寺建築の構造・歴史に関する参考図例を、後者には各部構造・
意匠に関する参考図例を収録した。配列した各図例の順を追っ
て行けば、日本建築の構造と意匠および仕組が理解できる。巻
末にはこれを補完する図譜を付した。社寺の設計・工作資料と
して建築技術者の方々はもとより、社寺建築に興味を持つ一般
の方々にも好適の書。B5判 192頁 定価(4,300円+税)9309 978-4-8445-3499-0

社寺建築の工法

佐藤日出男 著

社寺の構造法は木造を基本とするわが国の建築の根源をささえ
る技術である。今日、木造建築の古い構造法は時代を反映して
忘れ去られている側面も多く、技術を後の世代へ伝え残す仕事
は貴重で急務でもある。本書は、木造の技術に造詣の深い著者
が日本建築に関する学問的な成果を参照して、資料・設計法・
工作法を整理・集録したものである。設計者、大工職の技術参
考書に好適。B5判 272頁 定価(4,700円+税)8305 978-4-8445-3472-3

現代都市理論講義

今村創平 著

現在都市を考える際に基礎となっており、今日においても充分

有効と考えられる1960-70年代を中心に提案・発表された都市

に関するプロジェクトや理論を再考する。メタボリズムやアー

キグラム、シュチュエーショニストからレム・コールハースま

で近代都市計画を乗り越えるために提唱されたキーワードから

現代都市を理解するためのヒントを探る。A5判 288頁 定価(2,600円+税)1303 978-4-274-21349-6

都市木造のヴィジョンと技術
腰原幹雄

小杉栄次郎

山田敏博

teamTimberize 共著

多層・高層木造、大規模木造の実現化に迫る一冊。《都市木造》

というのはシンプルなアイデアだが、都市や建築、環境や景

観、地域活性化から木造文化の継承まで、単体の建築だけにと

どまらない提案として注目されている。材料や法規、技術や構

造、産業や環境、歴史や文化の継承など、あらゆる角度から

《都市木造》の可能性を探る。B5判 194頁 定価(3,000円+税)1209 978-4-274-21259-8

大震災復興ビジョン
―「先駆的地域社会」の実現

横山禎徳 編
二神壯吉 著

東日本大震災後の復興ビジョンを提言する。政府復興会議で提

案し評価を得た内容をベースに、街づくり・社会づくりなど

「国として今後なすべきこと」をまとめた点が他書にない特徴。

政府の復興対策にも骨子が反映されている「社会システムデザ

イン」の考え方を基本とし、消費者・生活者の視点に立つ新し

い経済ビジョンのヒントを提案する。四六判 160頁 定価(1,500円+税)1110 978-4-274-50363-4

住まいと街をつくるための調査のデザイン
―インタビュー／アンケート／心理実験の手引き―

社団法人日本建築学会 編

建築系の環境心理調査、心理評価実験等のデザイン手法につい

て、実施上のプロセスを踏まえ、考え方から具体的な進め方ま

でをわかりやすくまとめた。マンションや戸建住宅・公共施設

等の建設初期段階や、都市計画の立案段階で行われ、今後は公

共施設の場合に義務化される方向にあるアンケート調査やイン

タビュー、収集データの解析等に関し、基本からまとめた。B5判 202頁 定価(3,300円+税)1103 978-4-274-20995-6

絵とき入門

都市工学

香坂文夫 著

“地域づくりを学び始める人達のためのまちづくり読本”とし

て、古代都市の発生など歴史的観点から、安全・健康・防災・

情報化・環境側面などの今日的観点までにわたり、都市計画を

中心に都市工学の概要・全体像を絵ときでわかりやすくまとめ

た参考書。

A5判 216頁 定価(2,800円+税)0708 978-4-274-20426-5
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ゼロから学ぶ土木の基本

景観とデザイン

内山久雄 監修
佐々木葉 著

イラスト・写真・図などを豊富に用いて、土木工学をわかりや

すく解説する「ゼロから学ぶ土木の基本」シリーズの『景観と

デザイン』編。景観における原理・原則をやさしく解説するこ

とを主眼におき、景観の評価基準とその方法、快適な空間の設

計方法など、デザインの基礎から実務までの理解を促すように

丁寧に解説していく内容。A5判 226頁 定価(2,500円+税)1503 978-4-274-21684-8

緑のランドスケープデザイン
―正しい植栽計画に基づく景観設計―

山﨑誠子 著

ランドスケープデザインは、様々な視点から総合的に考えなけ

ればならない。本書では、基礎調査の基本からプランニング手

法、建築用途に応じたランドスケープデザインの方法、植栽計

画のポイントなど、知っておくべきことのみを具体的に解説。

建物の植栽計画やランドスケープデザインについて実践的に知

りたい方におすすめ。A5判 248頁 定価(2,300円+税)1302 978-4-274-06900-0

基本

造園詳細図集

木村 了 著

造園設計の詳細図を一同に集めた実務書！本書は、造園設計の

要ともいえる詳細図を一同に集めた書籍である。造園施設とし

て一般的な施設・用途の詳細図を掲載することにより、各構造

物の材料・工法・寸法等の詳細が理解できる内容となってい

る。造園について知りたい建築家に向けた実務書である。

B5判 236頁 定価(2,800円+税)1011 978-4-274-20948-2

わかりやすい

造園実務ポケットブック

木村 了 著

実際の現場等において知りたい情報がすぐに手に入らない煩わ

しさはだれもが経験していることだろう。本書は、そんな悩み

をできるだけ軽減すべく、造園の設計・施工について基礎事項

を1冊に凝縮。実務上必要かつ重要な事項をコンパクトにまと

めているので、常に手元に置いて活用できるバイブルとなる。

A5判 288頁 定価(3,000円+税)0807 978-4-274-20568-2

建築・環境キーワード事典

建築設備技術者協会 編

省エネ・省資源・環境配慮・長寿社会対応など、環境対応への

意識は世界規模で高まりつつある。本書は、環境問題やエネル

ギー問題などに対応したこれからの建築・建築設備の在り方を

根本から問い直し、技術開発の進むべき方向を視野に収めつ

つ、実務上のキーワードをふんだんに盛り込んで平易に解説す

るコンパクト設計の実務事典。A5判 226頁 定価(2,800円+税)0203 978-4-274-10286-8

自然循環型環境の設計
―水と緑による地域の再生―

一般社団法人日本建築学会 編

ビオトープなど自然循環型環境設計を通じて、水と緑による地

域の環境再生を図ることを主旨として、それらの建築計画・設

計にまつわる事項を取り上げ、水環境、資源、エネルギー、そ

して生物多様性に関わる課題等といった視点を踏まえ、実例に

即してわかりやすくまとめた実務書。わかりやすい解説と豊富

な優良事例を掲載。カラー口絵を8頁収録。B5判 192頁 定価(3,300円+税)1206 978-4-274-21220-8

見る・使う・学ぶ

環境建築

社団法人日本建築学会 編

古き良き伝統を取り入れた新しい環境建築手法を実現するため

には、設計の段階から意匠・構造・設備までを一体的に捉える

ことが重要である。本書は、各種の理論的な裏付けのもとで、

これからの環境建築の在り方を提示する参考書籍として、13の

テーマを選出し、それぞれを「見る」「使う」「学ぶ」という三

つの視点で、わかりやすく解説するもの。B5判 176頁 定価(2,800円+税)1105 978-4-274-21031-0

ESP-rとRadianceによる

建築環境シミュレーション入門
小玉祐一郎 監修

小玉祐一郎・武政孝治

宮岡 大・松元良枝 共著

Linux上で利用できるオープンソースソフトESP-rとRadiance

を利用して、建築環境工学や建築デザインに関するシミュレー

ションを行うための実践的な解説書。これらのアプリケーショ

ンソフトESP-rとRadianceは、非常に高機能で、研究の場や実

設計に用いられており、また、建築環境シミュレーションを学

ぶ際にも良い道具を提供するものとなっている。B5判 196頁 定価(3,000円+税)1104 978-4-274-21016-7

におい
―基礎知識と不快対策・香りの活用―

楢崎正也 著

本書は、室内の空気環境をよりよくするために、「におい」に

どのように対処すればよいかを解説するもの。不快な「臭気」

への対策が必要であるのはもちろん、心地よい「香り」もある

との立場で、においについての正しい知識を提供するととも

に、におい環境の改善策について解説する。

四六判 304頁 定価(2,000円+税)1009 978-4-274-50229-3

わかる！

建築のゴミとリサイクル計画

関 五郎
大橋一正 編著

建築におけるゴミとリサイクルの考え方を「設計」、「施工」、

「運用」、「廃棄」の各側面からわかりやすく解説。

〔目次〕建築のゴミとリサイクル／建築の設計とリサイクル／

建築の施工とリサイクル／建物の運用とリサイクル／建物の廃

棄とリサイクル／リサイクルの実例／リサイクルと法令／ゴミ

に関する情報A5判 208頁 定価(2,800円+税)0211 978-4-274-10313-1

建築・土木118



現代

建築環境計画

小島武男
中村 洋 共編

教育内容の見直しを図り、建築・設備系のカリキュラムに沿っ

てまとめた建築環境計画の教科書。

〔目次〕建築環境の計画／音の環境／日照と日射の環境／熱と

湿気の環境／空気の環境／光の環境／色彩の環境／建築の環境

心理

A5判 328頁 定価(4,300円+税)8303 978-4-274-12796-0

大学課程

建築環境工学

伊藤克三 他著

建築環境工学全般にわたり、建築技術者として修得すべき基本

的事項に、その内容を精選し、最近の動向にも対応しうること

を目標として編集されたもので、大学の教科書として、さらに

一般建築技術者の参考書としても使える。

〔目次〕概説／日照・日射／視環境の調整／建築音響／熱環境

と建築伝熱／空気環境A5判 260頁 定価(3,300円+税)7806 978-4-274-12709-0

水環境設備ハンドブック
―「水」をめぐる都市・建築・施設・設備のすべてがわかる本―

紀谷文樹 監修

竹村公太郎・小泉 明

市川憲良・小瀬博之 共編

水の基本的性質、資源としての水、エネルギーとしての水、水

の安全確保、ウォータフロント施設、上下水道・浄水施設を含

む都市設備水関連施設、建築給排水衛生設備、水景施設、環境

共生、水環境保全、リサイクル、モニタリング、計測・診断な

ど、広範な領域を包含し一大学際領域を形成している「水環境

工学」の知識を体系化したハンドブック。B5判 576頁 定価(20,000円+税)1111 978-4-274-21089-1

ヒートアイランド対策
都市平熱化計画の考え方・進め方

空気調和・衛生工学会 編

近年の都市環境問題として学際的研究が進むヒートアイランド

現象を取り上げ、基礎知識から対策技術やその評価手法、更に

は具体的な事例までを、3編構成（Ⅰ編；ヒートアイランドの

考察の基礎、Ⅱ編；ヒートアイランド対策のための技術・情

報・システム、Ⅲ編；大阪平熱化計画の考察）でわかり易く解

説する実務書である。B5判 228頁 定価(3,500円+税)0904 978-4-274-20695-5

わかりやすい

空気清浄化のしくみ

環境科学フォーラム 編

私たちの生活になくてはならない空気をきれいに保つ技術が、

健康に生きるために大変重要になってきた。また、食中毒や院

内感染など各種の疾病を防止する上でも、空気清浄の重要性が

高まってきている。本書は空気に関する基礎知識から、空気を

きれいにするための理論や技術、産業応用までを図解により解

説する参考書。A5判 168頁 定価(2,300円+税)9909 978-4-274-10245-5

知っておきたい

安全・快適な室内／オフィスの空気環境

環境科学フォーラム 編

マンションや戸建住宅からオフイスや工場まで、室内の空気環

境に関して空気の質の現状、空気中に含まれる物質の挙動、安

全・安心な快適環境を維持するための制御方法、現在の各種法

規などを取り上げている。放射能の問題も取り上げており、空

気中放射性物質関係も、信頼できる最新情報を平易に解説して

いる。基礎データ、参考図書なども豊富に紹介。A5判 160頁 定価(2,000円+税)1308 978-4-274-21430-1

健康・快適な住宅づくりのチェックポイント

一般社団法人日本建築学会 編

健康や快適性、環境・省エネルギーに配慮した住宅づくりの基

本について解説した1冊。住宅設計・施工に際して、すぐにで

も取り入れたい実用的な内容を多数盛り込んでいる。各項目見

開きで、基本的な知見と関連テーマのQ&Aを収録。項目ごと

に完結した内容で、どこからでも読み始められる。新築にもリ

フォームにも、戸建にもマンションにも対応。B5判 176頁 定価(2,800円+税)1301 978-4-274-21322-9

写真と図で見る

建築衛生の実践ノウハウ

菊浦吉蔵 著

本書は、住宅やオフィスなどの居住環境で健康被害を引き起こ

す様々な要因、すなわち、カビ・結露・シックハウス化学物

質・害虫・アスベストを取り上げ、それらの予防と対策の実践

的なノウハウについて、写真や図面を主体的に用いてわかりや

すく解説した“実務者のためのノウハウ本”である。

A5判 256頁 定価(2,800円+税)0903 978-4-274-20681-8

健康的で快適な住環境をつくる
―住まいと暮らしのカレンダー―

菊浦吉蔵 著

健康住宅の在り方から、カビ・ダニ・結露・シックハウス・ア

スベスト・ゴキブリ・花粉などへの具体的な対策や、季節にあ

った住まい方を提案する『住まい方のカレンダー』など、長年

にわたる著者の実務経験をもとに、オリジナリティ豊かな提案

をわかりやすくまとめている。また、カラー口絵 4 頁を含め、

現場写真をふんだんに掲載している。B6判 218頁 定価(1,500円+税)0711 978-4-274-20476-0

写真で見る

有害生物防除事典
谷川 力 編

富岡康浩・池尻幸雄

白井英男・吉浪 誠 共著

ダニやカビ等によるアレルゲン被害の増大、ノロウイルス、鳥

インフルエンザやSARSなどの新しい病原ウイルスの登場、ま

たカやハエ、ゴキブリなどによる病原の媒介、外来生物による

環境影響など、有害生物による健康被害や環境問題に対する関

心が高まっている。有害生物（害虫・害獣・害鳥・微生物等）

を網羅し、生態とその防除方法を平易に解説。A5判 200頁 定価(2,200円+税)0703 978-4-274-50123-4
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シックハウス症候群とその対策
シックハウス・シックスクールを防ぐために

吉川敏一 編
住環境疾病予防研究会 編集協力

学校やオフィス、集合住宅、福祉施設などの公共的性格を持つ

各種施設の建築に際し、シックハウス症候群をはじめとする化

学物質による健康被害とその対策について、医療面の知見と建

築技術面の知見を織り交ぜて、わかりやすく解説する実務書で

ある。

B5判 152頁 定価(2,800円+税)0509 978-4-274-20136-3

室内の環境を測る
―ビル・住まい・学校環境―

村松 學 編

シックハウス（有害化学物質）問題に見られるように、住宅、

学校、会社等において、近年とみに室内空気環境の重要性が増

している。本書では、有害化学物質のほか、浮遊粉塵、照度、

騒音、振動、細菌などの測定方法と記録のしかたについて、ビ

ル管理実務者、学校薬剤師などに向け、実務的、具体的に解説

している。A5判 216頁 定価(3,000円+税)0505 978-4-274-20081-6

環境建築のための

太陽エネルギー利用

中島康孝
傘木和俊 編著

1993年12月発行の「地球環境のための太陽エネルギーの利用

法」の改題改訂版。その後の環境の変化、技術・材料の発展お

よび国の施策の変化等に伴い、内容の見直し変更を行うと共

に、新しい動向を追加した。

A5判 184頁 定価(2,500円+税)9804 978-4-274-10218-9

騒音・振動環境入門

中野有朋 著

音波と振動波に関するわかりやすい入門書。長年、環境測定を

行ってきた著者が実務的な観点からまとめた。環境関連の苦情

件数では、騒音・振動が圧倒的に多いが、目に見えない波が対

象なので取り扱いが難しい面があり、実務に即した解説書が望

まれている。また、風力発電に関連してマスコミ等で注目され

ているが、それらについても専門家の視点から言及している。A5判 178頁 定価(2,800円+税)1006 978-4-274-20890-4

マンション設備「マサカ」の話

山本廣資 著

マンションや戸建て住宅の設備がらみのトラブルに関して、著

者に寄せられた相談とそれに対する回答という形式で構成し、

原因がわからず困っている方々向けに、建築設備の専門家が平

易に解説している。トラブルの速い解決のためにも必読の書。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)0807 978-4-274-50190-6

わかりやすい

マンションの防音設計

平野 滋 著

中規模マンションを標準モデルとして、新築あるいはリフォー

ム時の防音（と振動）設計の実務のポイントを平易に解説。住

宅品質確保促進法、建築基準法、遮音性能基準等をベースとし

て図表を用い、ていねいに解説。

〔目次〕遮音性能／階壁（戸境壁）の遮音設計／界床の遮音設

計／界床の衝撃音遮断設計／他B5判 160頁 定価(2,800円+税)0104 978-4-274-10272-1

環境振動・固体音の測定技術マニュアル

日本建築学会 編

建築物をめぐる防音、防振、耐震設計に必要となる振動の測定

技術について、機器、測定法、分析法、事例などを具体的に解

説している。

〔目次〕本書の目的と使い方／振動測定に関する基礎知識／振

動測定・分析用機器／標準的な測定・分析方法と留意点／測定

事例一覧／付録 関連規格・基準（抜粋）B5判 208頁 定価(3,500円+税)9903 978-4-274-10232-5

はじめての環境・設備設計シミュレーション

CFDガイドブック

空気調和･衛生工学会 編

本書は、設備設計者やエンジニアがはじめてCFD解析するた

めの入門書。解析する前の基本事項から計算結果の判定、各種

室内への適用事例までを分かりやすく、簡素かつ丁寧に解説。

B5判 224頁 定価(3,800円+税)1711 978-4-274-22153-8

ビル空調のエネルギー・環境・設備のための統計解析

木下栄蔵
宮坂房千加 他著

オフィスの消費エネルギーの約半分を占める空調エネルギーの

消費効率を上げるなどの効果的対策が望まれている。本書は、

上記の課題に対して必要と考えられるビルの室内環境、エネル

ギー消費量および空調設備・自動制御の分析に関して、数理統

計を使って具体的な適用方法を解説する。

A5判 336頁 定価(3,800円+税)0604 978-4-274-06646-7

建設業のISO14001 規格解釈と審査
―イラストでわかる環境マネジメントシステム―

萩原良一
有馬正子
武田宏晃 共著

ISO14001は、1996年版規格から2004年版規格へ改訂された。

本書は、建設業に携わる企業や団体等において、ISO 14001の

取得や更新を目指す方々や環境対策に取り組む方々を主対象と

して、最新版規格の解釈と審査のポイントに焦点を当て、一連

のプロセスをイラストにより平易に解説する実戦的実務参考書

である。B5判 200頁 定価(2,800円+税)0604 978-4-274-20226-1
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日本インテリアデザイン史
内田 繁 監修
鈴木紀慶
今村創平 共著

日本のインテリアデザインは時代とどう向き合い、急速な発展

を遂げてきたのか。「インテリアデザイン」という言葉が生ま

れる前の社会の変化・ライフスタイルの変化からインテリアデ

ザインが生まれる背景を解き明かし、「インテリアデザイン」

が花開く1960〜80年代にいたるまでの流れを、「インテリアデ

ザイン史」として描こうという試み。A5判 352頁 定価(3,300円+税)1311 978-4-274-21437-0

インテリア デザイン＆コーディネート用語辞典
森谷延周

宮崎歌津子
飯嶋房樹 共著

インテリアの分野では、建築系、デザイン系、販売を担当する

営業マンなど様々な方が活躍している。その中で実務をこなし

てゆくには、共通語となる幅広い用語の知識が不可欠である。

本書は、インテリアの実務に関わる用語を12分野、約3500語を

ピックアップし、100字〜150字程度の簡潔な説明とわかりやす

い図・表により解説するものである。A5判 338頁 定価(3,300円+税)1006 978-4-274-20886-7

図解

インテリア構成材
―選び方・使い方―（改訂2版）

小宮容一 著

インテリアに関する各種材料を豊富なイラストにより、わかり

やすくまとめている。今回の改訂では、新素材、輸入材、室内

環境、リサイクル等といった最近の話題を取り込み、内容・構

成を全面的に見直している。

〔目次〕インテリア構成材／家具／内装仕上材／建具・窓／照

明器具／インテリアアクセサリーB5判 130頁 定価(2,500円+税)0204 978-4-274-10295-0

杉田式ノコギリ木工のすべて

杉田豊久 著

著者独自の統合的なノコギリ加工の方法を中心に紹介。これに

より木工の熟練者でなくても、比較的容易に高精度の木工加工

が実現できる。豊富な手順写真とイラストを多用し、オールカ

ラーで解説。ノコギリ以外にも関連事項として、西洋カンナ

や、木工に役立つ道具作りのための金属加工まで、総合的に紹

介している。B5判 240頁 定価(3,200円+税)1506 978-4-274-05062-6

図でみる

洋家具の歴史と様式
（増補縮刷版）

中林幸夫 著

名作家具の細密画1000点を収録。インテリア・建築・アート系

の方々の教材・デザイン資料として絶好である。縮刷版の刊行

にあたり、西洋家具136点を追加、さらに別章として中国家具

の章を新たに設けるなど、内容を大幅に増補。歴史資料として

もさらに充実した。

A5判 288頁 定価(2,800円+税)1207 978-4-8445-8233-5

みて描ける！ みてわかる！

家具のクイックスケッチ

大柴健宏
森谷延周 共著

アイデアを練ったり、現場でデザインを伝えるのにスケッチは

有効な伝達手段である。スケッチはとても大切な表現手段なの

に苦手とする人が多いのも事実。本書は、親しみやすいイラス

トと豊富な作例により、スケッチの概念からその書き方をやさ

しく導き、ちょっとがんばれば各種図法もマスターできる内

容。B5判 192頁 定価(2,600円+税)1009 978-4-274-06821-8

家具のデザイン
―椅子から学ぶ家具の設計―

森谷延周 著

インテリアや建築を学ぶ学生、設計事務所やデザイン事務所に

入ったばかりの実務者へ向けて、家具（椅子）のデザインと設

計製図に関する基礎的な知識から製作工程までを含めた実践的

な知識までを体系的まとめたもの。これまでの書籍では断片的

にしかまとめられていない要素を一冊に凝縮したバイブル。

B5判 188頁 定価(2,600円+税)0707 978-4-274-20425-8

生活雑貨のデザイン
―インテリアプロダクトの設計・製図入門―

石川はるな
礒部晴樹 共著

雑貨の製図の描き方について、製図規約の基礎から実例をもと

にした応用まで詳細に解説。インテリア図面とも、機械図面と

も違った、雑貨についての設計・製図の方法について、描き方

の手順にそって紹介。デザインを形づけるために重要となる製

図方法について総合的に学習できる内容。

B5変判 208頁 定価(2,700円+税)0609 978-4-274-20286-5

ハンディブック土木
（第3版）

粟津清蔵 監修

『ハンディブック土木』（2002年4月に改訂2版発行）の第3版。

技術的進展や関連諸法規等の整備・改正に対応し、今日的観点

から見直しを行い、新版化としてまとめた。初学者でも土木の

基礎から実際まで全般的かつ体系的に理解できることを目的と

している。項目毎の読み切りスタイルで構成されているため無

理なく読み進めることができる。A5判 682頁 定価(4,500円+税)1408 978-4-274-21593-3

ボーリングポケットブック
（第5版）

一般社団法人全国地質調査業協会連合会 編

多くの実務者から不動の信頼を得ている「ボーリングポケット

ブック」の改訂版。第5版の発刊に際し、ボーリング技術およ

びその周辺技術に関する記述を大幅に見直し、基礎から最先端

までを体系的にまとめた。ボーリング関係者必携の一冊！

A5判 560頁 定価(7,000円+税)1309 978-4-274-21445-5
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身近に楽しむ・学ぶ・語り継ぐ

ふるさとの歴史資産

緒方英樹 著

人々の日常生活を支え発展させてきた公共施設の中には、その

地域の歴史を形に表したシンボルとして親しまれ、後世に伝え

たいふるさとの財産「歴史資産」と言えるものが少なくない。

本書は、全国各地の歴史資産を取り上げ、それらの見どころ、

形成過程や、貢献した人物、地域との関わりなどについて、時

間軸・空間軸を織り交ぜて紹介している。A5判 186頁 定価(2,800円+税)1208 978-4-274-21240-6

人物で知る日本の国土史

緒方英樹 著

古代から近代にわたって“日本のインフラ”（主に建築土木分

野）をつくりあげた偉人50人の人物伝。週刊文春誌掲載中の

PRコラムをベースに、写真や年表付加する、平易な読み物。

人物の理解とともに、国づくり、モノづくり、地域への関心が

高まる本。

A5判 214頁 定価(2,000円+税)0808 978-4-274-20581-1

わかりやすい

土木の実務

速水洋志 著

初級実務者へ向けた土木業務の全体像が手早くわかる実務入門

書。最近の土木業界において、従来の分業体制がなくなりつつ

あり、造園や建築についての知識が必要となってきている。本

書は、土木業務全般についての基礎知識から設計、施工管理、

関連法規、他業種との関係等実務に係わる知識をまとめた現場

手引き書。A5判 256頁 定価(2,700円+税)0809 978-4-274-20589-7

コミック版

専門土木

伊藤武志 著

土木施工(専門土木)をよりよく理解するためには、現場の知識

が欠かせない。そこで、本書では、日頃は見る機会の少ない土

木施工の現場実務や、なじみの薄い専門用語に関し、知ってお

きたい基礎知識を、テーマごとにまんがでやさしく解説してい

る。

〔目次〕鋼構造／コンクリート構造／ダムとトンネルA5判 360頁 定価(2,600円+税)0311 978-4-274-10340-7

受注に成功する！

土木・建築の技術提案

降籏達生 著

現在、公共工事入札で行われる総合評価方式において「技術提

案」は必須の能力となっている。しかし、苦手意識を持つ建設

技術者がまだまだ多い。本書では、そのような技術者に、経験

豊かな建設コンサルタントが説得力ある技術提案の方法をわか

りやすく解説。技術提案力アップによる受注力強化を援護す

る。A5判 184頁 定価(2,500円+税)1208 978-4-274-50411-2

ゼロから学ぶ土木の基本

土木構造物の設計

内山久雄 監修
原 隆史 著

イラスト・写真・図などを豊富に用いて、土木工学をわかりや

すく解説する「ゼロから学ぶ土木の基本」シリーズの『土木構

造物の設計』編。設計における原理・原則を土木構造物ごとに

徹底的に解説している。橋脚/橋台、基礎、盛土、切土、トン

ネル、仮設構造物を中心に網羅的に学べる構成。また、設計に

関する素朴な疑問をコラムとして掲載。A5判 256頁 定価(2,700円+税)1408 978-4-274-21589-6

絵とき

応用力学
（改訂2版）

粟津清蔵 監修
石川 敦 他著

一般的な基礎知識から説き起こし、はりの計算、部材断面の性

質、さらに、柱やトラスから、たわみと不静定ばりまで、全般

にわたって、絵ときで平易にまとめた。改訂により、SI単位へ

移行した。

〔目次〕応用力学の基礎／はりの計算／部材断面の性質／はり

の応力度と設計／柱／トラス／たわみと不静定ばり／他A5判 208頁 定価(2,600円+税)9805 978-4-274-10219-6

計算の基本から学ぶ

土木構造力学

上田耕作 著

「構造力学は難解」と言われるが、計算の基本と考え方を正し

く理解していれば難しくない。本書では、はりの荷重状態での

反力の計算を学習した後、応力の計算、応力図の作成、影響線

と段階を踏みながら学ぶことができる。各章は豊富な図解、例

題演習、章末演習問題で構成してる。公務員（初・中級）、企

業の就職試験に出題されるレベルの問題も収録。A5判 212頁 定価(2,700円+税)1305 978-4-274-21389-2

解いてわかる！

構造力学

近畿高校土木会 編

長年にわたり、土木工学演習書の定本として親しまれてきた

「考え方・解き方 構造力学」（1997年12月発刊）を全面的に見

直した新しい演習書。

〔目次〕力の釣合い／静定構造物／影響線／部材断面の性質／

材料の強さ／梁の応力と設計／柱／トラス／梁のたわみ／不静

定構造物／演習問題＆解答A5判 176頁 定価(2,000円+税)1211 978-4-274-21301-4

ゼロから学ぶ土木の基本

構造力学

内山久雄 監修
佐伯昌之 著

土木の各分野についてゼロから学ぶ入門書。難しい数式が多

く、わかりにくいと思われがちな「構造力学」について、「力」

がイメージできる図を随所に掲載。「力」をイメージし、「構造

力学」を理解することができる。また、「例題」も掲載してい

るので、この「例題」を解き、「解答」の丁寧な解説を通して、

構造力学の基礎知識を無理なく確実に学習できる。A5判 222頁 定価(2,500円+税)1208 978-4-274-21258-1

建築・土木122



イメージで理解する

やさしい構造力学

本田忠彦 著

構造力学への苦手意識を持っているすべての人へ送る、数学を

使わずに構造力学を学ぶ書籍。豊富な図解を用いてイメージを

することによって、すんなりと学習できるようになっている。

解説の途中には演習問題も掲載しているので、より確実に理解

できるよう構成した。はじめて構造力学を学ぶ人へ最適の書

籍。A5判 216頁 定価(2,300円+税)0812 978-4-274-20636-8

基礎構造物の設計入門

土木設計研究会 編

本書の内容を理解すれば、現場経験に乏しくても、土木設計の

一連のプロセスの基本的な流れを理解できるようになる。基礎

構造物の設計をテーマとして、ペーパークラフト、厚紙等で物

づくり・模型づくりを実践できる点など、楽しみながら学べる

ように工夫されている。

A5判 168頁 定価(2,800円+税)0601 978-4-274-20183-7

ジオパークを楽しむ本
―日本列島ジオサイト地質百選―

一般社団法人全国地質調査業協会連合会
特定非営利活動法人地質情報整備活用機構・ジオ多様性研究会 共編

日本列島各地のジオパークやジオサイトで見られる地質の特徴

やメカニズム等を、カラー写真と地質図・景観写真を用いてわ

かりやすく解説している。科学的知識に加え、アクセス情報や

現地での「見どころ」なども紹介。PART 3では、科学的／歴

史・文化的知見に関する記述を“ジオ多様性”という観点から、

ケーススタディ10として収録。A5判 194頁 定価(2,800円+税)1310 978-4-274-21454-7

地質と地形で見る日本のジオサイト
―傾斜量図がひらく世界―

脇田浩二
井上 誠 共編

日本列島各地から具体的な地点・地域を70箇所取り上げ、そこ

に見られる地質の特長やメカニズム等々について、カラー写真

と地質図・景観写真、傾斜量図等を主体的に用い、見開き2ペ

ージでわかりやすく解説した。科学的知見に関する記述に加

え、アクセス情報など、実用面についても簡明に説明した。

A5判 184頁 定価(2,800円+税)1107 978-4-274-21048-8

世界のジオパーク

世界のジオパーク編集委員会
日本ジオパークネットワークJGN 共編

ユネスコの支援により2004年に設立され、ネットワークづくり

が進む世界の認定ジオパーク63箇所（2010年8月現在）につい

て、豊富な写真と基本情報で紹介し、地質と自然環境の面白さ

をオールカラーで解説。

〔目次〕I．アジアの世界ジオパーク／II．ヨーロッパの世界ジ

オパーク／III．ジオパークの仕組みとはA5判 208頁 定価(2,800円+税)1008 978-4-274-20905-5

ジオパーク・マネジメント入門

社団法人全国地質調査業協会連合会
特定非営利活動法人地質情報整備・活用機構 共編

2009年8月22日に、洞爺湖有珠山ジオパーク、糸魚川ジオパー

ク、島原半島ジオパークの三つが世界ジオパークとして認定さ

れた。本書は、「ジオパーク」のマネジメント全般に従事する

実務専門家が理解しておきたい実務的な知識をまとめた。新た

に設けられた資格『ジオガイド、ジオパーク・プランナー』を

取得するための標準テキストとして活用できる。A5判 158頁 定価(2,500円+税)1007 978-4-274-20897-3

日本列島ジオサイト 地質百選Ⅱ

社団法人全国地質調査業協会連合会
特定非営利活動法人地質情報整備・活用機構 編

第2次「日本の地質百選」に選定されたジオサイトを含む84か

所のジオサイトについて、現場カラー写真を豊富に用いつつ、

地質学的な特質や見学・観光のための諸情報などを見開き2ペ

ージ区切りでわかりやすくまとめるガイドブックである。地方

自治体の観光、地域振興、環境保全などの実務にかかわる方は

もちろん、地学に興味のある方にもお薦め。A5判 202頁 定価(2,800円+税)1005 978-4-274-20883-6

写真と図で見る

日本の地質

特定非営利活動法人地質情報整備・活用機構
独立行政法人 産業技術総合研究所地質調査総合センター 共編

『日本列島ジオサイト地質百選』の姉妹編。日本各地の具体的

な地点・地質を取り上げ、その特徴やメカニズムなどについて

カラー写真と地質図を多用し、1地点見開き2 頁でわかりやす

く解説。専門知識がなくても理解しやすいように、「地図と地

質図」「地質図の色」といった地質を理解するための実用的な

テーマについてもコラムで取り上げた。A5判 174頁 定価(2,800円+税)0903 978-4-274-20680-1

ジオパーク
地質遺産の活用・オンサイトツーリズムによる地域づくり

平野 勇 著

日本の地質遺産を活かす体験型国づくり、地域づくりの一環と

して「ジオパーク」の取組みが進められている。本書は、ジオ

パークの考え方と開設までの具体的な進め方をわかり易くまと

めている。

A5判 156頁 定価(2,500円+税)0812 978-4-274-20645-0

マンガでわかる

土質力学
加納陽輔 著

黒八 作画

ジーグレイプ 制作

好評の「マンガでわかる」シリーズ最新刊。土木設計のための

理論を学ぶ土質力学や地盤工学を、マンガでわかりやすく解

説。マンガの舞台は、とある大学のサークル「土質研究会」。

サークルのメンバーたちは「土とは何か？」「その性質は？」

「液状化現象はなぜ発生するのか？」という基礎事項を探求し

ながら土質力学を学ぶ。B5変判 288頁 定価(2,200円+税)1604 978-4-274-21861-3
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大学土木

土質力学
（改訂2版）

安田 進

山田恭央

片田敏行 共著

大学・専門学校を対象とした教科書『大学土木 土質力学』の

改訂3版。土の特性から応力分布、圧密や土圧理論等について、

工学的側面および実用的側面から適切・簡潔に記述している。

さらに、最新の知見も盛り込み、学びやすく、使いやすい標準

的な教科書とした。

A5判 194頁 定価(2,800円+税)1409 978-4-274-21643-5

絵とき

土質力学
（改訂3版）

粟津清蔵 監修

安川郁夫・今西清志

立石義孝 共著

土木を楽しく学習できるように、イラストや図で説明する「絵

とき」入門書。改訂2版の内容を全面的に見直した改訂3版。

「土質力学」について、土の基本的な性質から圧密や地盤の支

持力などまで、読者が全体像を把握し、さらに、基礎的理解が

得られるように、わかりやすくまとめている。各章末には理解

度をチェックできるように練習問題を設けた。A5判 260頁 定価(2,500円+税)1310 978-4-274-21459-2

解いてわかる！

土質力学

近畿高校土木会 編

「考え方・解き方 土質力学」を、最近の大学・工業高校におけ

るカリキュラムを元に内容・構成を見直したもの。日常学習の

友として、あるいは、各種の土木系資格試験、就職試験のため

の受験問題集として、さらに、現場で実務に携わる技術者の困

ったときのリファレンスとしても、大いに役立つ一冊。

A5判 178頁 定価(2,000円+税)1209 978-4-274-21266-6

Excelで学ぶ

土質力学

吉嶺充俊 著

本書の目的は土質力学・地盤工学を理解することであり、Ex-

celはあくまでその手段として位置づけている。地盤の破壊や

変形などの力学現象、構造計算などExcelによってシミュレー

ションすることができる。

B5変判 232頁 定価(2,800円+税)0610 978-4-274-06661-0

住宅地盤がわかる本
安全な地盤の基礎・設計の考え方

藤井 衛
金 哲鎬
渡辺佳勝 共著

本書は、建築設計者、施工者を対象に、地盤の基礎、調査方

法、補強方法等について、最低限度の知識を厳選してまとめた

もの。各種地図の見方、現地調査や文献調査の際に特に留意す

るべき点、軟弱地盤の見極め方等、実際の作業の流れにそって

地盤の安全について学ぶ。住宅地盤について実務上知っておけ

ば良い内容のみを厳選してまとめている。A5判 288頁 定価(2,800円+税)1410 978-4-274-05057-2

ゼロから学ぶ土木の基本

地盤工学

内山久雄 監修
内村太郎 著

イラスト・写真・図などを豊富に用いて、土木工学をわかりや

すく解説するシリーズ。地盤工学を取り上げる本書では、地面

やその土質について、基本の知識を網羅的に、豊富なイラスト

と図を用いてわかりやすく解説。また、Columnでは、地震等

で崩れた地盤の写真などを掲載し、地盤工学をより身近に感

じ、学ぶ意義を感じられるようになっている。A5判 228頁 定価(2,500円+税)1302 978-4-274-21337-3

絵とき

地震による液状化とその対策

全国地質調査業協会連合会 監修
関東地質調査業協会液状化研究会 編

地震による液状化は、海岸付近の埋立地や河川近隣だけでな

く、内陸部でも古い年代に埋め立てられた沼地や旧河道など、

思わぬ場所で起こっている。本書は、液状化の被害状況や発生

メカニズム、予測方法、液状化対策などとともに、戸建て住宅

の液状化被害と対策などを含め、1テーマ見開きで見やすく構

成した。A5判 228頁 定価(2,400円+税)1209 978-4-274-50415-0

地質リスクマネジメント入門

地質リスク学会
社団法人全国地質調査業協会連合会 共編

本書は、本分野の第一線で活躍している実務家の執筆により、

地質リスクとその評価から対策技術とリスクマネジメントの実

務までを系統的に解説する実務参考書である。

〔目次〕地質リスクとは／地質リスクマネジメントの課題と対

応策／地質リスクマネジメントの事例研究／ジオテクニカル・

ベースライン・レポートとは／（GBR）；訳者注記付きA5判 216頁 定価(3,500円+税)1004 978-4-274-20866-9

実務者のための

戸建住宅の地盤改良・補強工法
―考え方から適用まで―

日本材料学会地盤改良部門委員会 編

戸建住宅の地盤改良工法／補強工法の実務ノウハウを実践的に

まとめた！基礎地盤とその改良等の工事について関心が高まっ

ているなか、本書は、戸建住宅の基礎構造の設計・施工の際に

理解しておく必要がある地盤改良・診断・補強の実務知識につ

いて、住宅基礎や住宅瑕疵担保責任に関連する最新法規等に準

拠し、図解により実践的にまとめる実務書である。B5判 290頁 定価(4,400円+税)1002 978-4-274-20818-8

土木地質 達人の知恵

土木地質の達人編集委員会 編

経験豊富な複数の地質技術者が、安全で経済的な土木構造物を

つくるために欠かせない土木地質についての知識を提供する実

務書である。調査現場のスケッチや図写真を適宜盛り込み、理

解を助ける各種の工夫をしている。

A5判 194頁 定価(2,500円+税)0909 978-4-274-20765-5
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IT対応

地質調査報告書のまとめ方

社団法人全国地質調査業協会連合会 編

これからの地質調査報告書に着目し、建設CALS/ECから報告

書作成の要点、電子納品のしくみと活用法までを体系化し、実

務に役立つように具体例に基づきわかりやすく解説する入門レ

ベルの実務参考書。（CD-ROM付）

B5判 208頁 定価(3,000円+税)0206 978-4-274-10301-8

実務に役立つ

地質図の知識

脇田浩二
井上 誠 共編

地震対策などの防災分野をはじめ、地質図から情報を読み取る

こと、またそれを活用することは、さまざまな産業や研究と深

く関わる重要な技術である。本書は、地質図を利用する主要な

産業分野で、地質図をどのように活用し、それぞれの産業に役

立てるかをまとめている。地質図を活用する各ユーザの視点か

ら、実務現場の実例を用いて解説している。B5判 256頁 定価(3,300円+税)0604 978-4-274-20210-0

見方・使い方

地質図
小玉喜三郎
磯部一洋
湯浅真人 共著

地質図面をどのように見るか、その後の作業にどのように反映

させていくかには、図面読取りの技術と経験が必要である。本

書は、地質図活用の現場実務を学ぶために、地質図の見方や活

用のしかたについて例を挙げながら図解でわかりやすく解説し

ている。

B5判 148頁 定価(2,500円+税)0409 978-4-274-10359-9

土木材料学
町田篤彦 編

町田篤彦

関 博

薄水征三

増田陳紀 共著

土木構造物の施工や設計において、最低限知っておかなければ

いけない土木材料の知識をまとめた一冊。材料特性の善し悪し

を正しく学び、適材適所に使えることが必要である。本書は、

大学生から実務者まで、安全で経済的な土木構造物をつくるた

めに欠かせない土木材料についての知識を提供する参考書。

A5判 272頁 定価(3,000円+税)1108 978-4-274-21064-8

絵とき

コンクリート
（改訂3版）

粟津清蔵 監修

浅賀榮三・渡辺和之

高際浩治・村上英二 他共著

「コンクリート」の基本的な性質から説き起こし、配合や圧縮

強度を加味した設計の基礎まで、コンクリート全般にわたって

基礎的理解が得られるようにまとめた。各章末には問題を設け

ているので知識の確認に役立つ。簡潔な解説と絵とで好評のシ

リーズ、待望の改訂版。

A5判 168頁 定価(2,400円+税)1505 978-4-274-21761-6

ゼロから学ぶ土木の基本

コンクリート
内山久雄 監修

牧 剛史

加藤佳孝

山口明伸 共著

イラスト・写真・図などを豊富に用いて土木工学をわかりやす

く解説するシリーズ。構造物を造る上で重要なコンクリートに

ついて、その製造からコンクリートを用いた構造物の建設、さ

らに維持管理という「コンクリートの一生」を網羅的に学ぶこ

とができる。また、腐食などの過程を順を追ったわかりやすい

図などで解説し、より興味を持って学べるようになっている。A5判 220頁 定価(2,500円+税)1212 978-4-274-21307-6

マンガでわかる

コンクリート
石田哲也 著

はるお 作画

トレンド・プロ 制作

建築系や土木系でコンクリートをはじめて学ぶ人のために、マ

ンガで基礎から解説。コンクリートの歴史から作り方、身近で

代表的なコンクリート建造物を紹介。コンクリートで起こるひ

び割れや劣化はなぜ起こるのか、その原因とメカニズムを、マ

ンガはもちろん、豊富な写真を使って解説する。

B5変判 224頁 定価(2,000円+税)1109 978-4-274-06860-7

コンクリート構造診断工学

魚本健人
加藤佳孝 共編

コンクリート構造物を取り巻く状況は、大きく変わりつつあ

る。今後の社会基盤においては、新規投資への見込みは低く、

現在あるストックを効率的に維持管理していくことになる。そ

のような状況をふまえ、大学の教育も維持管理側へとシフトし

ていく必要があり、今後、維持管理の授業を行う大学が増える

ことが予測される。A5判 256頁 定価(2,600円+税)0807 978-4-274-20570-5

コンクリート構造物のマテリアルデザイン

魚本健人 監修

コンクリート構造物を長期にわたり維持管理するには、コンク

リート構造物を構成するセメントや骨材など、多岐にわたる材

料を適切に設計（デザイン）することが非常に重要。コンクリ

ート材料に関して、基礎的な内容から劣化機構までを図表を多

数用いてわかりやすくまとめている。

A5判 248頁 定価(2,800円+税)0707 978-4-274-20420-3

図解

生コンと材料の品質検査法
小林一輔 編

十河茂幸

森野奎二

坂井悦郎 共著

適切な維持管理を行うには、コンクリート構造物の状態を的確

に把握することが重要。そこで、生コンクリートと骨材などの

品質検査を中心に、それらの種類と方法を図解することでわか

りやすくまとめた。基本的な内容や検査の原理は、各章冒頭の

Q＆Aで簡潔にまとめ、コンクリート関連技術者が、実務に直

接役立てることができる内容を厳選して記述。B5判 162頁 定価(2,800円+税)0612 978-4-274-20347-3
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コンクリート実務便覧

小林一輔 監修

新たな構造物・建築物を造り出すのではなく、今あるものを検

査、修復し、長期間にわたり維持・管理することに主眼が置か

れつつある。そこで、実務者のために、これからの時代に必要

とされるコンクリートに関する一定レベル以上の知識と技術を

まとめ、コンクリート技士資格取得者などが、実務に携わる際

の座右の書となる。B5判 606頁 定価(6,800円+税)0412 978-4-274-10356-8

図解

コンクリート事典

小林一輔 他編

剥落事故などで関心が高まってきているコンクリートおよびコ

ンクリート構造物に関する用語をわかりやすく解説している。

各用語は、1ページまたは見開き2ページ構成で、図表を多く盛

り込み、口絵写真でカラーで解説している。

〔目次〕物性・耐久性／材料／施工／測定・試験／構造設計

B5判 212頁 定価(3,500円+税)0112 978-4-274-10284-4

大学土木

水理学
（改訂2版）

玉井信行・有田正光 共編

浅枝 隆・有田正光

池谷 毅 他共著

〔目次〕序論／静水力学／質量の保存則とエネルギーの保存則

／運動量の保存則／流れと抵抗／管水路の流れ／開水路の流れ

／生態水理学／次元解析と相似則

A5判 264頁 定価(2,800円+税)1411 978-4-274-21673-2

絵とき

水理学
（改訂3版）

粟津清蔵 監修

國澤正和・西田秀行

福山和夫 共著

土木をイラストや図でわかりやすく説明する入門書シリーズ。

本書は、「水理学」について、水の性質の基礎から説き起こし、

静水圧、管水路・開水路、さらに、地中の水理学まで、水理学

全般にわたって基礎的理解が得られるようにまとめたもの。各

章末にはまとめ問題を設けて、問題を解くことにより理解度の

自己確認ができるようになっている。A5判 220頁 定価(2,600円+税)1406 978-4-274-21566-7

ゼロから学ぶ土木の基本

水理学

内山久雄 監修
内山雄介 著

土木工学をわかりやすく解説する「ゼロから学ぶ土木の基本」

シリーズ。流体力学を学ぶうえで重要な水理学について、「流

体（水）とは何か」から「力学的な理論や式」をイラストや図

などを用いて解説しており、水理学について網羅的に学ぶこと

ができる一冊。また、Columnなどから、『水理学』により興味

を持って学べるようになっている。A5判 232頁 定価(2,500円+税)1301 978-4-274-21320-5

解いてわかる！

水理

近畿高校土木会 編

本書の前身「考え方・解き方シリーズ 水理」は、わかりやす

く丁寧に解説することで、初版発行以来、長年にわたり定本と

して親しまれてきた。このたび、最近の大学・工業高校におけ

るカリキュラムを元に、内容・構成を見直し、さらに実戦力を

高めた新しい演習参考書として発行する。日常学習の友とし

て、本書をご活用いただきたい。A5判 160頁 定価(2,000円+税)1208 978-4-274-21247-5

Excelで学ぶ

水理学

長岡 裕 著

水理学で学ばなければならない基本に焦点を絞り、Excelを利

用して理解を助けるもの。特に実用的に重要な、管路および開

水路の水理学を、ビジュアル的なグラフを通して理解すること

を重視している。水理学の基礎的な内容も紹介。これ一冊で水

理学の入門書として利用できる。

B5変判 264頁 定価(2,800円+税)0504 978-4-274-06603-0

現代

水力学

笠原英司 編著

水力学の立場に立ちながら流体力学の一部分をとり入れた新し

い水力学の教科書である。

〔目次〕流体の物理的性質／流体の静力学／流体運動の基礎／

流速と流量の測定／運動量の理論／流体摩擦／管路と水路の流

れ／波と水撃作用／次元解析と相似則／物体のまわりの流れ／

圧縮性流体の流れ／付録A5判 260頁 定価(3,100円+税)8302 978-4-274-12788-5

大学土木

河川工学
（改訂2版）

玉井信行 編

浅枝 隆・鈴木 篤

玉井信行・西川 肇 他共著

〔目次〕河川と社会／河川技術の基礎／川と治水／川と利水／

川と環境

A5判 208頁 定価(2,800円+税)1410 978-4-274-21653-4

大学土木

水環境工学
（改訂3版）

松尾友矩 編

田中修三・神子直之

齋藤利晃・長岡 裕 共著

大学2〜3年用教科書『大学土木 水理環境工学』の改訂版。

上・下水道や河川流域などの水環境について、工学的側面およ

び実用的側面から記述。水道法・下水道法などの改正を踏まえ

て内容を全面的に見直し、また「水環境技術の歴史的展開」と

して序章を新たに設けた。さらに土壌汚染や放射性物質など水

環境工学の最新の知見も盛り込んだ。A5判 276頁 定価(2,800円+税)1403 978-4-274-21525-4
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交通システム
（第2版）

塚口博司・塚本直幸

日野泰雄・内田 敬

小川圭一 他共著

土木計画のプロセスに対応させつつ、交通施設計画について論

述した点が大きな特徴である教科書。交通計画を初めて学ぶ学

生を対象に平易に記述していますが、交通計画の分野に興味を

持たれる方々にとっても興味深い内容。なお、本書は1996年に

国民科学社から発行された交通手段を総合的な見地から言及し

た教科書「交通システム」の第2版。A5判 248頁 定価(2,800円+税)1604 978-4-274-21866-8

交通工学

飯田恭敬 監修
北村隆一 編著

交通工学を「人間」「車」「道路」「環境・景観」の4側面の最適

関係を論議する学問領域として捉えて解説。

〔目次〕交通工学の意義と目的／交通調査／トリップベースの

交通需要分析／交通行動分析／道路交通流解析／道路の計画と

設計／交差点とインターチェンジ・ランプの設計／道路ネット

ワーク解析／輸送サービス供給の解析と設計A5判 380頁 定価(4,200円+税)0811 978-4-274-20638-2

大学土木

道路工学
（改訂3版）

稲垣竜興 編

中村俊行・稲垣竜興

小梁川雅 共著

『大学土木 道路工学』の12年ぶりの改訂版。現在のカリキュ

ラムに沿った形で刷新するとともに、最新の道路法等に関係す

る事項について全面的に見直しました。話題の電柱の無柱化や

道路の補修・改修、都市における集中豪雨と排水施設など、設

備動向・技術についても加筆・修正を加えています。

A5判 264頁 定価(2,800円+税)1508 978-4-274-21787-6

土木計画学
社会資本整備とマネジメント

伊豆原浩二
嶋田喜昭 共編

1999年発行の『新編 土木計画学』（西村昂・本多義明編著）

は、土木計画の理論的な基礎から説き起こし、各種統計的手

法、OR的手法、工程管理計画と維持管理計画など土木計画の

全体像が理解できる教科書である。本書はその内容構成を土台

として、「社会資本整備」と「マネジメント」に重点を置いて

頁数を圧縮し、セメスター制に対応させた。A5判 206頁 定価(2,500円+税)1312 978-4-274-21478-3

絵とき

土木計画
（改訂2版）

粟津清蔵 監修

宮田隆弘・渡辺 淳

岡 武久・琢磨雅人 他共著

土木のさまざまな分野をイラストや図でわかりやすく説明する

入門書。「土木計画」について、歴史から説き起こし、社会基

盤となる設備やそのシステム、環境や防災との関連等の基礎的

理解が得られるようにまとめたもの。土木工学をはじめて学ぶ

方から、ベテランの実務者まで、楽しく読み進められるよう

に、項目単位の見開き区切りの明快な解説が特長。A5判 274頁 定価(2,500円+税)1307 978-4-274-21412-7

新編

土木計画学

西村 昂
本多義明 編著

1999年に国民科学社より発行されたロングセラー教科書『新編

土木計画学』をオーム社から再刊。本書は、土木計画の理論的

な基礎から説き起こし、各種統計的手法、OR的手法、更に工

程管理計画と維持管理計画、土木計画の新しい潮流と、土木計

画の全体像が理解できる定本教科書として親しまれている。

A5判 272頁 定価(3,200円+税)1204 978-4-274-21201-7

大学課程

橋梁設計例
（第7版）

菊池洋一
近藤明雅 共著

〔目次〕橋梁の計画と設計計算／橋梁製図／鉄道橋プレートガ

ーダーの設計例（設計条件／曲げモーメント／反力およびせん

断力／他）／道路橋合成桁の設計計算例（床版／主桁／荷重分

配横桁／対傾構／横構／他）／道路橋トラスの設計例（設計条

件（上部工）／床版／縦桁／横桁／主構／他）／付録

A5判 372頁 定価(4,700円+税)9503 978-4-274-13000-7

大学課程

橋梁工学
（第6版）

菊池洋一
近藤明雅 共著

〔目次〕総論（橋の歴史／橋の構成／橋の分類／荷重）／鋼橋

総論（概説／構造材料としての鋼および鋼材の特性／橋梁用鋼

材／他）／桁橋（桁橋総論／桁に作用する曲げモーメント／主

桁／合成桁／他）／トラス橋（総論／トラス部材の応力／部材

の設計／格点／他）／橋梁特論（連続橋／ゲルバー橋／アーチ

橋／他）A5判 336頁 定価(3,800円+税)9502 978-4-274-12997-1

水力ドットコム

阿久根寿紀 著

「ダムマニア」に続く土木系エンタテイメント第2弾。水力発電

所の巨大造形美を愉しみながら、水力発電の基礎知識を学ぶこ

とができる。水力発電は、エコロジーでクリーン、かつシンプ

ルな発電方式で、明治時代から現在にいたるまで、日本の電力

の足元を支えています。著者は水力発電所を探訪する人気

Webサイト「水力ドットコム」の管理人。A5判 200頁 定価(2,200円+税)1211 978-4-274-50427-3

ダムマニア

宮島 咲 著

ダムは、土木構造物の中でもその種類や形式、歴史、構造、放

流のダイナミズムなどからもっともコミュニティが成熟してい

るジャンルである。著者は「ダムマニア」として各種メディ

ア、関連イベントで注目を集める宮島咲氏。近年急速に増えつ

つあるダムファンに向けて、ダムの基礎知識や見どころを豊富

な写真とマニア心をくすぐる文章で伝える。A5判 184頁 定価(2,200円+税)1109 978-4-274-50351-1
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土木構造物の調査と機能診断
稲垣正晴
速水洋志
斎藤 豊 共著

主に土木技術者を対象として、土木構造物の機能診断につい

て、基礎的かつ実務上必要な知識を、豊富な実例と図表ととも

にコンパクトにまとめた実務書である。実際の現場で遭遇する

諸問題に対し、どのように調査結果を導き、どう機能診断を行

えばよいかを実践的に解説している。

A5判 208頁 定価(2,700円+税)0908 978-4-274-20749-5

解いてわかる！

測量

近畿高校土木会 編

「考え方・解き方」シリーズの「測量」を全面的に見直したも

の。最近のカリキュラムに沿った内容・構成、考え方と解き方

が理解できる紙面構成とし、日常学習の友としてあるいは、現

場で実務に携わる技術者の困ったときのリファレンスとして活

用できる。測量士補試験をはじめとする資格試験や、就職試験

のための受験問題集としても役立つ一冊。A5判 206頁 定価(2,000円+税)1307 978-4-274-21403-5

ゼロから学ぶ土木の基本

測量

内山久雄 著

イラスト・写真・図などを豊富に用いて、土木工学をわかりや

すく解説。土木建設の際に必ず必要な「測量」について、その

発展の歴史から測定の理論を学ぶことができる。

〔目次〕天を測り地を量る／測定値から真値を推定する／基準

点の位置座標を求める／角度、距離、高低差を測る／地図を作

り地籍を調べる／写真から3次元空間を創るA5判 230頁 定価(2,500円+税)1211 978-4-274-21297-0

絵とき

測量
（改訂3版）

粟津清蔵 監修

包国 勝・茶畑洋介

平田健一・小松博英 共著

初めて土木を学ぶ方が楽しく学習できるように、土木のさまざ

まな分野をイラストや図でわかりやすく説明する「絵とき」入

門書。「測量」について基礎的理解が得られるようにまとめた

もので、各章末には「章のまとめ」を設けている。改訂を機

に、「路線測量」や「測量技術の応用」に関する章を新たに設

け、今日的観点で平易に解説している。A5判 224頁 定価(2,800円+税)1006 978-4-274-20887-4

わかりやすい

測量の数学
行列と最小二乗法

小白井亮一 著

GPSやレーザ測量など、測量システムが著しく進歩する中で、

基本となる数学的な手法はともすればブラックボックス化しや

すく、応用力が必要な実務において支障を来たしつつある。本

書は、測量技術を支える測量数学の必須項目である行列と最小

二乗法について、学生や若手技術者を主対象に、基礎からわか

りやすく解説するもの。A5判 240頁 定価(2,600円+税)0903 978-4-274-20687-0

マンガでわかる

測量
栗原哲彦

佐藤安雄 共著

吉野はるか 作画

パルスクリエイティブハウス 制作

土木・建設事業の調査・設計・施工においても欠かすことがで

きない測量の基礎をマンガでわかりやすく解説。距離の測量、

角度の測量、高低差の測量をマンガの主人公達と無理なく学習

できる。

B5変判 240頁 定価(2,400円+税)0809 978-4-274-06725-9

Excelで学ぶ

測量

内山一男
内山峯雄 共著

本書は測量を基礎からやさしく解説しつつ、Excelで測量計算

用ワークシートを作成するもの。測量の基礎知識から、実務に

合致する測量（GPS測量や最新の測量計算）、各種計算方法を

ていねいに解説する。

B5変判 372頁 定価(3,000円+税)0405 978-4-274-06563-7

大学課程

測量（1）
（第2版）

丸安隆和 著

〔目次〕測量に必要な基礎事項／測量の精度と作業の進め方／

測量器械の選び方と使い方／計算の仕方／測定値の調整計算―

最小自乗法の概要―／距離測量／水準測量／コンパス測量／ト

ランシット測量／トラバース測量／スタジア測量／電磁波を利

用する測量／平板測量／面積の測定

A5判 242頁 定価(2,700円+税)9111 978-4-274-12887-5

大学課程

測量（2）
（第2版）

丸安隆和 著

〔目次〕三角測量・三辺測量・解析法による交会法／地図の仕

組みと利用法／写真測量／リモートセンシング／数値地形モデ

ル（DTM）／地理情報システムとデジタルマッピング／工事

用測量／路線測量／河川測量／地籍測量（地籍測量の意味／基

準点測量／一筆地の調査／補助基準点測量／細部測量

A5判 232頁 定価(3,100円+税)9202 978-4-274-12891-2

わかりやすい

GPS測量

小白井亮一 著

測量技術の中でもブラックボックス化の著しいGPS測量につい

て、基本的な原理を、具体的な例や多彩な図やイラストにより

解説する。実務に生かせるのはもちろん、受験対策にも活用で

きるようにした。

〔目次〕まずはGPSの基礎知識を知ろう／単独測位を理解しよ

う／GPS測量を知ろう／などA5判 184頁 定価(2,500円+税)1011 978-4-274-20954-3
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GPS測量技術

佐田達典 著

高精度・広範囲の測量が可能となり、注目を集めているGPS測

量について、機器のしくみや特性といった基礎的事項から、実

際の作業手順、注意点など実務に至るまでを、項目ごとにやさ

しく解説。各項目は1〜3ページで完結。図表を多用してわかり

やすく解説し、さらに、それぞれに関連する例題やコラムで、

理解を深めることができる。A5判 176頁 定価(2,400円+税)0310 978-4-274-10337-7

すぐに使える！

工事成績評定85点獲得のコツ
水村俊幸
宮前保美
石田義昭 共著

質の高い施工を維持し、発展していくためには、工事成績評定

の高得点を獲得することは欠かせない。工事成績評定高得点獲

得を狙うため、経験豊富な著者陣がそのポイントをまとめた。

施工業者の現場代理人、監理技術者、経営者の方に必携の一冊

で。

B5判 208頁 定価(3,500円+税)1507 978-4-274-21772-2

わかりやすい

土木施工管理の実務

速水洋志 著

2020年に開かれる東京オリンピック、高度成長期以降に構築さ

れたインフラ整備、震災復興需要など、大規模な工事が行われ

るため圧倒的に土木施工技術者が不足している。このような背

景から、初級土木技術者を対象に、土木施工の関連の初歩的な

知識などを体系的にまとめた。現場に1冊必要な実務入門書。

A5判 264頁 定価(2,500円+税)1505 978-4-274-21754-8

解いてわかる！

土木施工

近畿高校土木会 編

土木工学演習書「考え方・解き方」シリーズを全面的に見直し

た新しい演習書。考え方と解き方が理解できる紙面構成とし

た。日常学習の友として、あるいは、現場で実務に携わる技術

者の困ったときのリファレンスとして活用できる。2級土木施

工管理技士試験をはじめとする資格試験や、就職試験のための

受験問題集としても役立つ一冊。A5判 208頁 定価(2,000円+税)1305 978-4-274-21368-7

絵とき

土木施工
（改訂2版）

粟津清蔵 監修

浅野繁喜・村尾 豊

山本竜哉・藤岡宏一郎 共著

土木施工について基礎的理解が得られるようにイラストや図で

わかりやすくまとめたもの。改訂を機に、環境保全と建設廃棄

物処理とリサイクルにもふれ、今日的観点で平易に解説した。

〔目次〕土木材料／土工機械と土工の実施／土工の計画・設計

／基礎工／コンクリート工／舗装工／トンネル工／河川工事・

海岸工事／環境保全／建設廃棄物処理とリサイクルA5判 226頁 定価(2,800円+税)0911 978-4-274-20784-6

絵とき

土木施工管理
粟津清蔵 監修

福島博行

前田全英 他著

土木施工管理管理は、高速道路や連絡橋などに代表される構造

物を、より早く、より安く、より良い品質でより安全に施工す

るために不可欠な手法である。本書は、この内容を工程・品

質・原価・安全管理の面からページ単位で解説。

〔目次〕施工管理の意義／工程管理／品質管理／原価管理／安

全管理A5判 192頁 定価(2,500円+税)9501 978-4-274-12993-3
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情報科学・ネットワーク・コンピュータ

IT人材白書2009

独立行政法人 情報処理推進機構 IT人材育成本部 編

わが国IT産業の人材に関しての実態を調査したものである。

企業や、学生からといった切り口でもまとめ、就業中の人材動

向はもちろん、これからIT産業に就く学生から見た印象もま

とめられている。人事担当、就職担当、戦略担当者は必見の書

である。本書データを収録したCD-ROM 1枚付き。

A4変判 360頁 定価(3,429円+税)0905 978-4-274-50231-6

コンパクト版

情報処理ハンドブック

情報処理学会 編

1995年11月に発行したハンドブックのコンパクト版。実用性と

使いやすさを考慮した廉価版。

〔目次〕アルゴリズムとデータ構造／ハードウェア／計算機ア

ーキテクチャ／オペレーティングシステム／プログラミング／

ソフトウェア工学／情報の基礎的解析・分析／データベース／

コンピュータネットワーク／他A5判 2,058頁 定価(15,000円+税)9709 978-4-274-07853-8

ハンディブックコンピュータ

安西祐一郎 監修

情報処理に関する技術全般の中から知っておかなければならな

い必須の事項・知識を精選し、わかりやすくまとめた。

〔目次〕コンピュータの基礎／ハードウェア／ソフトウェア／

アルゴリズム／通信ネットワーク／制御系システムの開発／ビ

ジネス系システムの開発／コンピュータ利用の実際／コンピュ

ータセキュリティ／課題研究［コンピュータ応用］A5判 512頁 定価(3,800円+税)9705 978-4-274-07850-7

日本のコンピュータ史

情報処理学会歴史特別委員会 編

日本のコンピュータ・情報処理の発展を伝える正史！日本のコ

ンピュータの歴史を情報処理学会歴史特別委員会で検証してま

とめたもの。1980年以降2000年頃までを主対象とし、1980年以

前は付録としてCD-ROMを添付。パソコンとインターネット

の時代へとITが大きな変貌と遂げた激変の時代を最前線で関

わった人達が解説。A5判 388頁 定価(7,600円+税)1010 978-4-274-20933-8

日本のコンピュータ発達史

情報処理学会歴史特別委員会 編

情報処理学会では1960年頃までのわが国のコンピュータの歴史

をまとめた。本書は1960年以降1980年頃まで約20年間のわが国

の計算機技術と情報産業の変遷を公式にまとめたもの。1960年

以前と1980年以降の概略もふれ通史として読める。(CD-ROM

付)

A5判 364頁 定価(6,500円+税)9806 978-4-274-07864-4

新版

コンピュータ英語活用辞典

相磯秀夫 監修
三島 浩 著

コンピュータに関する英語はコンピュータの分野でしか使用さ

れない特異な用語や表現が多い。新版は、特異な表現例約4,

000例を掲載し、ネットワーク、インターネット、EC等の関連

専門用語約9,500語を同時に収録した活用辞典。

A5判 676頁 定価(7,500円+税)9806 978-4-274-07863-7

プログラミングのための

計算機科学入門〔Ⅰ〕
始めるための基本事項

島川博光 編著

島川博光・高田秀志

原田史子・山本哲男 他共著

プログラミングを効率よく習得するための基礎知識をまとめ
た。
〔目次〕なぜプログラミングか／ユーザ入門―UNIXの基礎―
／プログラムどおりに動く仕組／プログラミングの基礎―コン
ピュータに命令する仕組み―／プログラミング、かくあるべし
／HTML入門／プログラミングでプログラムよりも大切なこ
と―ソフトウェア開発と文書作成の技術A5判 216頁 定価(2,500円+税)1412 978-4-274-21618-3

プログラミングのための

計算機科学入門〔Ⅱ〕
―巣立つための体系的知識―

島川博光 編著

高田秀志・毛利公一

横田裕介・桑原寛明 共著

本書は、要素となる知識を系統立てて教えるために執筆され
た。ゆっくりと少しずつ学習を進めるために要素となる知識を
厳選している。状態の概念に始まり、コンピュータ、プログラ
ミング、ネットワークの諸概念へと進み、最後にコンピュータ
を使いこなすためのシェル・プログラミングを説明している。
多くの読者にプログラミングを通じて計算機科学を楽しんでい
ただきたい。A5判 152頁 定価(2,000円+税)1409 978-4-274-21619-0

コンピュータ工学概論
―コンピュータはなぜ計算ができるのか？―

荒木健治 著

「コンピュータ工学」の入門教科書。まず、コンピュータの歴

史、現在のコンピュータの主流であるノイマン型コンピュータ

の仕組みを解説。続いて、コンピュータ内部でのデータ表現、

命令方法、記憶方法、実行方法となどについてわかりやすく解

説し、「コンピュータがなぜ計算できるのか」を理解できる構

成となっている。A5判 142頁 定価(2,500円+税)1304 978-4-274-21362-5

情報科学・ネットワーク・コンピュータ130



InfoCom Be-TEXT

情報通信概論
西園敏弘
増田悦夫
宮保憲治 共著

コンピュータネットワークを支える「情報通信技術」の基礎的

な項目を厳選した書籍。情報通信分野の専門技術修得を志す学

生の入門書として、基礎が完全に理解できるように工夫されて

いる。演習問題の解答や豊富な小テストがWeb経由で入手で

きる点も本書の特徴。

B5判 200頁 定価(2,800円+税)1110 978-4-274-50355-9

基本を学ぶ

コンピュータ概論
安井浩之
木村誠聡
辻 裕之 共著

電気・電子・情報系の大学学部向け2単位用のテキストシリー

ズの一巻。主に工学部電気・電子・情報系学科の教科書とし

て、ハードウェア、ソフトウェアの両面からコンピュータやネ

ットワークの内部構成や動作原理について、基礎的かつ重要な

事項に的を絞って解説している。

A5判 192頁 定価(2,500円+税)1110 978-4-274-21097-6

IT Text（一般教育シリーズ）

情報とコンピュータ
河村一樹・和田 勉

山下和之・立田ルミ

岡田 正 共著

情報処理学会教科書シリーズ「IT Text」の一巻。大学初年級

の学生を対象とし、コンピュータ・情報処理のしくみや原理の

理解ができ、情報を扱う上での素養を身につけられる教科書。

高校指導要領の改訂を踏まえ、大学一般教養課程や文系での情

報処理の必須知識としてまとめたもの。

A5判 180頁 定価(2,200円+税)1109 978-4-274-21086-0

IT Text（一般教育シリーズ）

情報システム基礎

神沼靖子 編著

情報処理学会編集の大学一般教育・文系情報関係学部向け教科

書シリーズ「IT Text（一般教育シリーズ）」の一巻。本書は、

情報システムが社会の変遷と大きくかかわっていることを理解

し、各種情報システム事例をもとに、情報システムの活用によ

りビジネスがどう変わってきているか、情報システムがどのよ

うに構築されるかが学べる。A5判 228頁 定価(2,500円+税)0610 978-4-274-20309-1

IT情報学概論

定道 宏 著

情報系学部・学科における「コンピュータ」や「情報処理」の教
科書として、高校での教科「情報」の履修を意識し、コンピュータ
のハードウェア、ソフトウェアなど最新のシステムを踏まえた現在の
情報システムの要点をわかりやすく解説。
〔目次〕コンピュータの基本／マシン語命令とマシン語データ／メモ
リ／ハードディスク／マイクロアーキテクチャ／コンピュータの高速
化／コンピュータ処理の高速化／オペレーティングシステム

A5判 168頁 定価(2,800円+税)0910 978-4-274-20770-9

コンピュータシミュレーション

伊藤俊秀
草薙信照 著

シミュレーションは、コンピュータの普及と応用ソフトウェア

の発展により、経営や経済問題など幅広く用いられ、文科系大

学で身につける基礎的な素養になっている。本書は、この文科

系学部を主対象とした教科書。確率分布や乱数などシミュレー

ションの基礎から、遺伝的アルゴリズムなどの新しい方法論ま

で図やグラフで直感的に理解できる。A5判 240頁 定価(2,400円+税)0603 978-4-274-20218-6

みんなの

パソコン学

武井惠雄
大岩 元 監修

検定教科書普通科「情報B」の内容を生かし、おもに高校教員

に向けた参考書としてアレンジした書籍。コンピュータを利用

して情報社会に対応する知識と能力を身につけることを目的と

し、とくに情報科学的側面を重視した内容としている。

B5判 200頁 定価(1,800円+税)0106 978-4-274-13217-9

よくわかる

コンピュータ概論
松山 実
杉本公弘
横井利彰 共著

情報の表現や論理回路、命令の実行など基礎的かつ重要な事項

を中心に、最新の技術動向もできるだけ盛り込み、専攻分野を

問わずコンピュータの概要が学べる教科書。

〔目次〕情報社会とコンピュータ／2値論と情報の表現／ブール

代数と論理回路／ハードウエア／ソフトウエア／コンピュータ

システムA5判 164頁 定価(2,500円+税)9601 978-4-274-03466-4

入門

計算機概論

大條 廣 著

〔目次〕計算機の技術の経緯／情報の表現と演算／モデル計算

機とプログラム／モデル計算機の制御／入出力制御／データ転

送とネットワーク（転送データの形式、書式／誤りの制御／デ

ータの圧縮／コンピュータネットワーク）／計算機システム

（OS／プログラム記述言語とプログラムの実行／計算機システ

ムの性能評価／他の形式の計算機モデル）A5判 148頁 定価(2,400円+税)9311 978-4-274-12956-8

グッド・マス
―ギークのための数・論理・計算機科学―

Mark C. Chu-Carroll 著
cocoatomo 訳

“A Geek's Guide to the Beauty of Numbers, Logic, and

Computation”の翻訳書。現代数学における「問題のとらえ方」

に慣れ親しみながら、本格的な数学を用いてプログラミングの

理論や計算機科学の深い内容を27のトピックを通じて楽しく学

ぶことができる構成。

A5判 288頁 定価(2,600円+税)1606 978-4-274-21896-5
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情報基礎数学
佐藤泰介

高橋篤司

伊東利哉

上野修一 共著

本書は計算機による情報処理を学ぶにあたって必要な数学的基

礎をじっくり解説した入門書である。集合・関数・論理など数

学のどの分野でも基礎的素養となるもの、数学的帰納法や木構

造など計算機科学に必須となるものをバランスよく解説してい

る。高校の復習段階から始めて階段を一歩一歩登るように配慮

した。A5判 232頁 定価(2,700円+税)1409 978-4-274-21610-7

IT Text

数理最適化
久野誉人

繁野麻衣子
後藤順哉 共著

情報処理学会教科書シリーズ。本書は、数理最適化の初学者に

必要な基礎的知識を、例を交えて解説し、方法論だけではな

く、応用への道筋が分かるようにしたもの。

〔目次〕数理最適化とは／線形計画問題／ネットワーク最適化

問題／非線形計画問題／組合せ最適化問題

A5判 272頁 定価(3,300円+税)1208 978-4-274-21244-4

IT Text

離散数学
松原良太・大嶌彰昇

藤田慎也・小関健太

中上川友樹 他共著

情報学に必要な離散数学を基礎から身につけよう！情報系を学

ぶ学生にとっての基礎数学として、わかりやすい言葉と高校ま

でに学んだ範囲で離散数学を基礎から丁寧に解説した教科書。

システム開発者や他分野の方にも基礎概念の整理に役立つ一

冊。

A5判 256頁 定価(2,800円+税)1010 978-4-274-20941-3

プログラミングのための

確率統計

平岡和幸 著

数式による定理の証明とその説明という数学教科書の一般的な

スタイルとは異なったかたちで確率統計を解説している。数学

的な概念のイメージを補うわかりやすい日本語と図表、そして

動作するプログラム（本書では主に確率的な事象のシミュレー

ションに利用）により確率統計を理解することができる。

B5変判 336頁 定価(3,000円+税)0910 978-4-274-06775-4

プログラマのための論理パズル
難題を突破する論理思考トレーニング

Dennis E. Shasha 著
吉平健治 訳

この本には、プログラマの能力を試し、鍛えるのに適したパズ

ルを掲載しており、コンピュータサイエンスでよく知られた技

法のいくつかを現実の問題に当てはめた実例も、その思考過程

を含めて掲載している。一部の難しいパズルでは、それを解く

プログラムの疑似コードも掲載している。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)0903 978-4-274-06755-6

数を表現する技術
―伝わるレポート・論文・プレゼンテーション―

Jane E.Miller 著
長塚 隆 監訳

数字やデータを文章で表現することに着目し、効果的に数字や

データを文章で第三者に伝える方法を段階的に説明したもの。

実例を数多く用い、「悪い例」や「やや良い例」も紹介するな

ど、説明にも工夫が凝らされている。プレゼン・文章化するテ

クニックを扱った本として、数字データを根拠に物事を説明す

ることができる。A5判 288頁 定価(2,300円+税)0606 978-4-274-06653-5

プログラミングのための線形代数

平岡和幸
堀 玄 著

ベクトルや行列を扱う線形代数は、CGをはじめとする画像処

理プログラミングだけでなく、構造化されたデータを扱うすべ

ての処理の背景となる。本書は、プログラミングをする方を対

象に、線形代数とそのコンピュータサイエンスにおける応用を

わかりやすく説明している。

B5変判 320頁 定価(3,000円+税)0410 978-4-274-06578-1

ゲーム開発のための物理シミュレーション入門

DavidM. Bourg 著
榊原一矢 監訳

ゲームにとって物理シミュレーションは重要な要素の一つとな

りつつあります。本書は、コンピュータゲームの作成にあたっ

て有用な物理学の知識と、ゲームへの応用方法を、ゲームプロ

グラマ向けに具体的なコードを用いて解説します。

B5変判 376頁 定価(4,200円+税)0307 978-4-274-06526-2

マグロウヒル大学演習

離散数学
―コンピュータサイエンスの基礎数学―

Seymour Lipschutz 著
成嶋 弘 監訳

コンピュータ科学に必要な数学の基礎を例題や演習問題と共に

解説。

〔目次〕集合論／関係／関数／ベクトルと行列／グラフ理論／

平面的グラフ、彩色、木／有向グラフ、有限オートマトン／組

合せ解析／代数系、形式言語／順序集合と束／命題計算／ブー

ル代数B5判 296頁 定価(2,700円+税)9503 978-4-274-13005-2

情報系の数学入門

林 晋
八杉満利子 共著

ソフトウェアの基礎の理解に必要な論理数学の教科書。

〔目次〕集合・写像・関係／再帰・計算・帰納（再帰的構造／

Minのプログラム／関数の再帰的定義／関数の計算可能性／手

続き型と関数型／帰納法）／論理（文の記号化／命題論理の意

味論／ブール代数／命題論理の体系／ワンのアルゴリズム／述

語論理）A5判 160頁 定価(2,300円+税)9309 978-4-274-12948-3
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情報基礎と情報処理（第4版）
―Windows10&Office2016対応―

寺沢幹雄
松田高行
福田 收 共著

〔目次〕情報基礎（情報社会／情報化社会における知識の創造と
活用／情報量／コンピュータシステム（ハードウェア）／CPUの動
作原理／演算処理／コンピュータシステム（ソフトウェア）／デー
タベース理論／コンピュータネットワーク／インターネットとビジネス
／データ通信／セキュリティ／プライバシーと個人情報／メディアリ
テラシー／SNSリテラシー）／情報処理（パソコンの基本操作／ワ
ードプロセッサ／表計算／プレゼンテーション）A5判 248頁 定価(2,600円+税)1612 978-4-274-21992-4

情報文化スキル（第3版）
Windows8.1＆Office2013対応

城所弘泰
井上彰宏
今井 賢 共著

本書では主に大学学部1年生を対象に、インターネットを利用

するうえでの基本情報、リテラシー、ソフトの扱い方、情報倫

理などをまとめたなお、扱うOSは「Windows 8」、使用ソフト

は「Office2013」としている。

B5判 232頁 定価(2,500円+税)1412 978-4-274-21685-5

ディジタル作法
―カーニハン先生の「情報」教室―

BrianW.Kernighan 著
久野 靖 訳

技術系ではない多くの学生がITに関するニュースを正しく理

解し、間違った内容であれば指摘できるようになることを目指

して、ITの普遍的な技術や概念を丁寧に分りやすく解説。あ

らゆるものがディジタル化されている現代の社会で、一人前の

社会人として生きていくために知っておくべき教養がこの一冊

に濃縮されている。A5判 336頁 定価(2,200円+税)1302 978-4-274-06909-3

情報理論

今井秀樹 著

大学学部、情報通信系学科の必修課目「情報理論」の教科書。

〔目次〕1章序論／2章情報理論の問題／3章情報源と通信路のモ

デル／4章情報源符号化とその限界／5章情報量のひずみ／6章

通信路符号化の限界／7章通信路符号化法／8章アナログ情報源

とアナログ通信路

A5判 250頁 定価(2,900円+税)1409 978-4-274-21601-5

情報理論のエッセンス

平田廣則 著

大学学部、情報通信系学科の必修課目「情報理論」の教科書。

本書は、初学者が難しいところでつまずかないよう、情報理論

の本質的な部分をやさしく解説した。補足的な説明やより進ん

だ説明をコラムとして配し、発展的な応用問題には*印を付し、

学習上の区分けが明確になるよう配慮した。

A5判 192頁 定価(2,700円+税)1408 978-4-274-21603-9

情報理論の基礎

小沢一雅 著

情報理論は発展しつつある理論であり、今後その応用が期待さ

れている。本書は、国民科学社発行の同名書籍を新たに発行す

るもの。無用の一般化を排し、数式の乱用を避け、理論上の厳

密さよりも事の本質や意義を正しく理解できることを重視し、

直感的に理解できるように工夫した例題や図説を豊富に盛り込

んで、情報理論の基礎をわかりやすく解説した。A5判 178頁 定価(2,000円+税)1103 978-4-274-21006-8

新インターユニバーシティ

情報理論

内匠 逸 編著

情報理論の基礎がコンパクトにまとまった、待望の教科書。電

気電子情報系の大学学部向け2単位用のテキストシリーズの一

巻。主に工学部電気・電子・情報系学科の教科書として、情報

理論の基礎から情報源符号化、通信路符号化の各種符号化方

式、アルゴリズムまでを解説したもの。

A5判 176頁 定価(2,300円+税)1009 978-4-274-20926-0

IT Text

情報理論
白木善尚 編

村松 純

岩田賢一

有村光晴・渋谷智治 共著

情報理論は、コンピュータと通信ネットワークが融合した時代

に無くてはならない基礎理論であり、情報圧縮や誤り訂正に幅

広く応用されている。本書は、この情報理論の基礎的な内容に

ついて、情報量の基本概念から情報源符号化手法、誤り訂正に

ついてわかりやすく解説した大学学部向け教科書。

A5判 248頁 定価(2,800円+税)0809 978-4-274-20595-8

IT Text

自然言語処理
天野真家

石崎 俊・宇津呂武仁

成田真澄・福本淳一 共著

形態素解析、句構文解析など自然言語処理の基礎から、仮名漢

字変換や機械翻訳、検索エンジンなどの応用技術まで、体系的

に自然言語処理を学べる内容構成。図による説明や多様な例で

わかりやすく解説され、演習問題も充実している。

A5判 192頁 定価(2,500円+税)0710 978-4-274-20465-4

微分方程式＋モデルデザイン教本
橋本洋志

石井千春

山浦富雄

大山恭弘 共著

自然現象や工学現象のモデル化に必要な微分方程式の扱い方、

数値計算法や微分方程式を適用したモデリング手法を習得する

ための教科書。例題解説を豊富に挿入するとともにフリーソフ

トによるグラフ化やアニメーションとの連係も図っている。

B5判 208頁 定価(2,500円+税)0312 978-4-274-13290-2
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複雑系の科学
―セル・オートマタ体験CD-ROM付―

市川惇信 著

セル・オートマタの世界を実際に体験することを通じて、シス

テムの複雑性の一端に触れ、その性質を理解できるように、著

者独自のプログラムを収録した付属CD-ROM（ハイブリッド

版）を添付し、各プログラムの初期設定を様々に変えて、セ

ル・オートマタの多彩な動きを実体験することができる。

B5変判 152頁 定価(3,500円+税)0210 978-4-274-02486-3

インターユニバーシティ

ソフトコンピューティング

岩田 彰 編著

インターユニバーシティは、新鮮な切り口と紙面構成で編集し

た教科書シリーズ。

〔目次〕ソフトコンピューティングの学び方／知識をどう処理

するか／ニューロ情報処理について学ぼう／ファジィ情報処理

について学ぼう／GA、カオスとその応用について学ぼう／感

性情報処理について学ぼうA5判 140頁 定価(2,300円+税)0010 978-4-274-13215-5

先端技術の手ほどきシリーズ

複雑系の理論と応用

中嶋正之 監修
映像情報メディア学会 編

新しい学際的領域の一つになりつつある複雑系の科学につい

て、その代表例であるカオス、フラクタル、人工生命、ニュー

ラルネットなどをもとに基礎から応用までをわかりやすく解

説。

〔目次〕複雑系の科学／フラクタルの理論とその応用／カオス

の理論とその応用／ソリトンとその応用／他A5判 216頁 定価(2,900円+税)9811 978-4-274-03509-8

わかりやすい

ディジタル情報理論

塩野 充 著

情報理論は工学部電子情報系の学科だけでなく、近年では理工

系・文系を問わず一般教育科目の一つとしてその重要性が認識

されつつある。

〔目次〕2進数の基礎／確率論の基礎知識／情報量とエントロピ

ー／情報源と通信路／符号化／暗号による通信／演習習問題80

選／章末問題略解／演習問題80選略解／他A5判 192頁 定価(2,300円+税)9804 978-4-274-13138-7

IT Text

メディア学概論

山口治男 著

情報処理学会編集の教科書シリーズ。これからのメディア関連

のコンテンツ制作・配信、メディアと社会との関わりなどメデ

ィア全般を概観した大学学部向け教科書。メディアの文化・社

会的側面、制作手法や技術の概要を、最新の技術環境で解説。

〔目次〕メディアの基礎／メディア発展の歴史／メディアの構

造とコミュニケーションの形態／ディジタルメディア技術／他A5判 188頁 定価(2,400円+税)1103 978-4-274-21003-7

情報メディア・スタディシリーズ

情報メディア学入門

伊藤俊治 編

本書は、映像・表現に欠かせない情報メディアについて、その

成り立ちから、歴史を築いた人物・技術が与えた社会的影響を

解説する。巻末には、アーティストであれば参照したい作品解

説・書籍紹介掲載。

A5判 240頁 定価(1,800円+税)0608 978-4-274-94711-7

IT Text（一般教育シリーズ）

情報と社会

川合 慧 監修
駒谷昇一 編

高等学校での情報教育により、見直しが迫られている大学等に

おける一般教育課程の教科書。本書は、情報活動が主に人間や

社会にかかわる側面について学ぶものであり、コミュニケーシ

ョンの基礎知識からネットワークなどの情報システムの実際の

使われ方・影響など、法律や危機管理も含めて解説。

A5判 236頁 定価(2,500円+税)0410 978-4-274-13310-7

情報と人間

囬陽博史 著

理系・文系の大学学部での情報学、メディア学、コミュニケー

ション学などを教科書としてまとめた。

〔目次〕情報と人間／情報の性質／ディジタル革命／情報の表

現技術／コミュニケーションの構造／通信の仕組み／コンピュ

ータの仕組み／インターネットの仕組み／情報社会の脆弱性／

仮想空間とライフスタイル／他A5判 242頁 定価(2,200円+税)0310 978-4-274-13287-2

IT Text

情報と職業
（改訂2版）

駒谷昇一
辰己丈夫 共著

〔目次〕緒論／スイッチングデバイスの種類と特性／チョッパ

回路／DC/DCコンバータ／インバータの主回路／インバータ

の制御／整流回路／交流変換回路／ソフトスイッチング

A5判 240頁 定価(2,500円+税)1511 978-4-274-21675-6

情報科教育法
（改訂3版）

久野 靖
辰己丈夫 監修

高校の情報科の教員免許取得には欠かせない大学教職課程の講

義「情報科教育法」の教科書。現在の高校の教科「情報」の教

育実態に合わせた記述となるよう全体的に見直して、改訂3版

として発行。

A5判 240頁 定価(2,400円+税)1608 978-4-274-21920-7
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教育デザイン入門
―大学教育とFDプログラム―

実践的ソフトウェア教育コンソーシアム 編

情報系専門教育のあるべき姿とは何か、実践的なソフトウェア

教育の産と学のニーズの行き違いはどこにあるか、教育者の考

えることは何か。本書は、これらの問いかけに答えるための書

籍でり、「実践的な問題解決能力をいかに養うか」という本質

的な解決策を掲げ、FD（ファカルティデベロップメント）へ

の実際の取り組みを解説する。A5判 224頁 定価(2,400円+税)0711 978-4-274-50163-0

eラーニング実践法
―サイバーアライアンスの世界―

玉木欽也 他編
青山院大学総合研究所AML IIプロジェクト 著

eラーニングの大学授業への導入が急速に展開しようとしてい

る。本書は、このeラーニングの背景から、必要な基盤システ

ムや学内における進め方、教材・教育ソフトコンテンツの企

画・制作法、国際標準化など、eラーニングシステム構築に必

要な知識と方法論を、青山学院大学における実例を通したノウ

ハウを入れつつ解説。A5判 228頁 定価(2,900円+税)0302 978-4-274-07956-6

情報リテラシー教科書
―Windows 10/ Office 2016対応版―

矢野文彦 監修

大学学部において必要となる情報リテラシーの教科書。情報基

礎がしっかり身につく解説、イントロダクションにはマンガペ

ージを設けるなど学生の学習意欲を沸かせるように工夫を凝ら

した内容。Windows 10/ Office 2016対応。

B5判 256頁 定価(1,900円+税)1701 978-4-274-21986-3

情報リテラシー教科書
―Windows 10/ Office 2016+Access 2016対応版―

矢野文彦 監修

大学学部において必要となる情報リテラシーの教科書。情報基

礎がしっかり身につく解説、イントロダクションにはマンガペ

ージを設けるなど学生の学習意欲を沸かせるように工夫を凝ら

した内容。Windows 10/ Office 2016+Access 2016対応。

B5判 304頁 定価(2,200円+税)1701 978-4-274-21987-0

新版

コンピュータリテラシ
情報環境の使い方

米﨑直樹
脇田 建 共著

〔目次〕情報倫理／ウェブ／電子メール／文書作成（pLaTeX2

εと組版／TeXShopの使い方／TEXファイルの基本要素／見

出し／図／表／数式／箇条書き／相互参照／参考文献とその引

用―thebibliography環境―）

B5判 168頁 定価(1,800円+税)1412 978-4-274-21602-2

情報リテラシー教科書
Windows8/Office2013対応版

矢野文彦 監修

大学で必要となる情報リテラシーを身につけるための教科書。

Windows8対応版。OSの使い方、電子メールなどPCの基礎知

識をはじめ、情報検索、レポート作成、プレゼンテーション、

データ処理、グラフ作成を解説。情報基礎がしっかり身につく

解説と、さらにマンガによるイントロダクションなど学生の学

習意欲を沸かせるように工夫を凝らしている。B5判 224頁 定価(1,900円+税)1311 978-4-274-06948-2

情報リテラシー教科書
Windows8/Office2013+Access対応版

矢野文彦 監修

大学で必要な情報リテラシーの教科書。Windows8対応版。OS

の使い方、電子メールなどPCの基礎知識をはじめ、Office2013

にAccessも加わり、情報検索、レポート作成、プレゼンテー

ション、データ処理、グラフ作成、データベースを解説。マン

ガによるイントロダクションなど学生の学習意欲を沸かせるよ

うに工夫を凝らしている。B5判 272頁 定価(2,200円+税)1311 978-4-274-06949-9

情報リテラシー教科書
Windows7/Office2010+Access対応版

矢野文彦 監修

大学において必要となる、情報リテラシーを身につけることを

目標とする教科書。情報検索、レポート作成、プレゼンテーシ

ョン、データの処理、グラフ作成、データベースなどの必要な

基礎知識を解説。『情報リテラシー教科書 Windows 7/Office

2010対応版』のAccess 2010対応版。

B5判 272頁 定価(2,200円+税)1110 978-4-274-06863-8

情報リテラシー教科書
Windows7/Office2010対応版

矢野文彦 監修

大学において必要となる、情報リテラシーを身につけることを

目標とする教科書。情報検索、レポート作成、プレゼンテーシ

ョン、データの処理、グラフ作成に必要な基礎知識を解説。

（『情報リテラシー教科書―インターネット・Word・Excel・

PowerPoint―』のWindows 7/Office2010対応版）

B5判 228頁 定価(1,900円+税)1010 978-4-274-06827-0

情報リテラシー教科書
インターネット・Word・Excel・PowerPoint

矢野文彦 監修

大学において必要となる、情報リテラシーを身につけることを

目標とする教科書。具体的には、情報検索、レポート作成、プ

レゼンテーション、データの処理、グラフ作成に必要な基礎知

識を解説。また、マンガによるイントロダクションを導入する

ことで、学生の興味を惹き、学習意欲を高める工夫をしてい

る。B5判 224頁 定価(1,900円+税)0911 978-4-274-06782-2
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コンピュータ倫理学
Deborah G. Johnson 著

水谷雅彦
江口 聡 監訳

サイバーネットワーク時代となった今、新たな犯罪、迷惑行為

がネットワーク上で横行している。本書は、米国の大学におい

て広く採用されている定番教科書を翻訳したもので、執筆者

は、哲学科応用倫理学の専門家で、多くの米国大学で教鞭の経

験がある。文系理系の大学生、専門学校生のほか、企業内の実

務教育テキストとしても最適な一冊。A5判 366頁 定価(2,500円+税)0212 978-4-274-07954-2

インターネット情報学セミナー

キャンパスコンピューティング

宮崎 耕 著

Word, AL-Mail, Excel, PowerPoint, Accessを使って、文書や図

表の作成、電子メール、データ分析、発表方法、データ管理ま

で、例題と演習問題をこなすことで高度なテクニックまで習得

できる大学やIT講習会での実習用テキスト。

〔目次〕基本操作／文書作成／ネットワーク利用／データ分析

／レポート・論文作成／研究発表／データ管理B5変判 168頁 定価(2,500円+税)0211 978-4-274-13251-3

IT Text

情報リテラシー

海野 敏
田村恭久 共著

情報検索技術、チャート化技術、文章や発表の論理的構成法な

ど、文系を中心とした大学学部の共通教科書として、また企業

でのビジネスにも活用できる内容・構成で解説。

〔目次〕情報化社会の読み書き算盤／情報を収集する／情報を

分析する／情報を構成する／情報を表現する／情報化社会のル

ールとマナーA5判 248頁 定価(2,800円+税)0210 978-4-274-13261-2

NewText電子情報系シリーズ

論理回路

髙木直史 著

ディジタル回路の設計・解析がよく理解できるよう、自習書に

もなるほど丁寧な解説をした学部教科書である。情報工学、計

算機科学の基礎でよく出てくるアルゴリズム、組合せ最適化問

題等を論理回路側から解説し、論理的思考が習得できるよう配

慮するとともに興味の湧く教科書となるよう執筆されている。

A5判 192頁 定価(3,000円+税)1410 978-4-274-21599-5

新インターユニバーシティ

論理回路

髙木直史 編著

大学の電気・電子・情報系学科の専門課目である「論理回路」

の教科書。論理回路の基礎から、論理回路の構成や設計までを

解説。章末にはまとめと演習問題が充実。

〔目次〕2進数／論理代数と論理関数／論理関数の表現／論理関

数の諸性質／組合せ回路／二段組合せ回路の設計／多段組合せ

回路の設計／有限状態機械／他A5判 152頁 定価(2,300円+税)1012 978-4-274-20959-8

リコンフィギャラブルシステム

末吉敏則
天野英晴 編著

プログラマブルデバイスとシステムLSIの中間に位置する計算

機システムであるリコンフィギャラブルシステムが注目されて

いる。本書は、基礎としてのプログラマブルデバイスとそれを

用いた設計法から、リコンフィギャラブルシステムのアーキテ

クチャと使い方について実例とともに詳細に解説している。

A5判 314頁 定価(3,800円+税)0508 978-4-274-20071-7

インターユニバーシティ

論理回路とオートマトン

稲垣康善 編

コンピュータの基本回路である論理回路とコンピュータによる

計算の原理のオートマトンの基礎が理解でき、論理設計の基礎

が身につけられるよう、2単位のカリキュラムにあったボリュ

ームとわかりやすい解説により編集した教科書。

〔目次〕論理回路とオートマトンの学び方／論理関数／論理関

数の簡単化／組合せ論理回路／順序回路／他A5判 144頁 定価(2,300円+税)9801 978-4-274-13126-4

図解コンピュータ概論

ハードウェア
（改訂4版）

橋本洋志・小林裕之

天野直紀・中後大輔 共著

〔目次〕コンピュータの構成と利用／データ表現／論理回路／

プロセッサ／記憶装置／入出力装置／コンピュータの性能と信

頼性

A5判 272頁 定価(2,500円+税)1711 978-4-274-22144-6

コンピュータアーキテクチャ
（改訂4版）

馬場敬信 著

アーキテクチャについて基礎から最新の技術全般を詳細に解説

する教科書。改訂に際して、最新の技術動向踏まえた内容の刷

新を図るとともに、前版同様に基礎は初学者でも理解できるよ

う、丁寧に解説しているので大学教科書として、また応用分野

は実務者の学習書・企業研修のテキストとしても最適。

A5判 426頁 定価(3,700円+税)1611 978-4-274-21984-9

OHM大学テキスト

コンピュータアーキテクチャ

中島康彦 編著

〔目次〕基本素子と情報の表現／演算器と記憶機構／プログラ

ミング／パイプライン／浮動小数点演算とマルチメディア命令

／プログラムとメモリ／キャッシュと予測／スーパスカラと

VLIW／アクセラレータ／オペレーティングシステム（OS）

の役割／プロセス／記憶階層／I/O装置／仮想化技術／マルチ

コア向けOSA5判 192頁 定価(2,600円+税)1209 978-4-274-21253-6
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実践

コンピュータアーキテクチャ
―MIPSのアセンブリ言語とVHDL設計―

仲野 巧 著

大学・高専の学生、関連の初級技術者向けに、MIPSを題材と

して、コンピュータアーキテクチャを学習できる参考書。

〔目次〕コンピュータアーキテクチャとMIPSの構成、命令の動

作／MIPSシミュレータSPIMによるアセンブリ言語の活用／

VHDLによるMIPSノンパイプラインの設計と命令の拡張／

VHDLによるMIPSパイプラインの設計と高速化技術A5判 256頁 定価(2,800円+税)1003 978-4-274-20849-2

IT Text

コンピュータアーキテクチャ

内田啓一郎
小柳 滋 共著

大学や高専の情報関連学部・学科におけるコンピュータアーキ

テクチャの教科書として、学習するうえでの予備知識から、基

本概念、構造・役割まで、基礎から体系的に理解できるよう解

説。

A5判 232頁 定価(2,800円+税)0408 978-4-274-13304-6

現代

計算機アーキテクチャ

齊藤忠夫
大森健児 共著

コンピュータアーキテクチャの基礎から、新しいアーキテクチ

ャの専用マシン、またネットワーク技術まで含め解説。

〔目次〕基本的コンピュータ／情報の表現／命令方式／プロセ

ッサの制御方式／記憶の階層化／入出力方式／高速化の手法／

各種のコンピュータ／オペレーティングシステム／コンピュー

タネットワークA5判 276頁 定価(3,400円+税)9404 978-4-274-12962-9

IT Text

認知インタフェース

加藤 隆 著

〔目次〕認知インタフェースの基本概念／認知インタフェース

とは／人と認知的人工物のインタラクション／人間情報処理の

認知特性／知識の表象と処理過程／注意と遂行：意識的な処理

と無意識的な処理／記憶のしくみと符号化処理／記憶の検索過

程／潜在的な認知／知識の利用／認知インタフェースのデザイ

ン／認知インタタラクションの可視化／他A5判 248頁 定価(2,800円+税)0211 978-4-274-13262-9

ヒューマンインタフェース

田村 博 編

計測自動制御学会ヒューマン・インタフェース部会10周年記念

の出版企画。成果を踏まえて、基礎理論を集大成するととも

に、急速に広まりつつある様々な応用分野の現状と今後の展望

を、それぞれの分野の第一人者がまとめた内容となっている。

A5判 588頁 定価(5,500円+税)9805 978-4-274-07860-6

マンガでわかる

CPU
渋谷道雄 著

十凪高志 作画

オフィスsawa 制作

本書は、CPUの理解に必要となる算術・論理演算をはじめ、

コンピュータのマイクロアーキテクチャについて、マンガを読

みながら理解できるようになっている。CPUとは何かとう問

からスタートし、最終章では産業機器への応用など掲載し、組

み込み用のプロセッサやそれ以外のディジタル信号処理に共通

なものを取り上げている。B5変判 256頁 定価(2,000円+税)1411 978-4-274-05061-9

IT Text

システムLSI設計工学

藤田昌宏 編著

本書は、システムLSI設計の基本的事項について、ハードウェ

ア設計だけではなく、ハードウェア・ソフトウェア協調設計、

ソフトウェア開発、テストまで解説した教科書。演習問題集も

豊富に収録。

A5判 226頁 定価(2,800円+税)0610 978-4-274-20297-1

図解

マイクロコンピュータZ-80アセンブラプログラミング入門

湯田幸八
伊藤 彰 共著

マイクロプロセッサZ-80を素子レベルで使っている人または

CPUがZ-80のパーソナルコンピュータを扱っている人を対象

にしている。内容は、Z-80の命令構成などのハードウェアと

アセンブラプログラムを豊富な例題とともにページ単位で整理

し、アセンブラプログラムの考え方、手法を楽しいイラストと

豊富な図でやさしく解説。A5判 236頁 定価(2,700円+税)8210 978-4-274-07129-4

図解

PICマイコンとネットワーク

櫻木嘉典 著

マイコン制御技術は、ネットワーク利用の集中管理、遠隔制御

応用が今後の焦点である。本書は、初級技術者を対象に上記観

点で入出力制御や計測処理の基本を平易に解説するもの。基本

デバイスとしてのPICマイコンや必須言語Javaの基礎から応用

制御プログラムに至るまで、従来書がなかなか入門書たり得な

かった点の克服にポイントを置いている。B5変判 240頁 定価(2,500円+税)1211 978-4-274-50406-8

ARMマイコンによる

組込みプログラミング入門
―ロボットで学ぶC言語―

ロボット実習教材研究会 監修
ヴイストン株式会社 編

C言語による組込プログラミングを、ARMマイコン

（LPC1343）を使って、テキストに従いプログラム環境の構築

やサンプルプログラムの作成をしながら学ぶことができる。C

言語などのプログラムの経験のない方を対象としているので、

プログラム環境の入手方法や開発環境の構築方法からわかりや

すく解説し、自学自習ができる構成となっている。B5判 144頁 定価(2,300円+税)1106 978-4-274-21047-1
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キホンからはじめる

PICマイコン
―C言語をフリーのコンパイラで使う―

中尾真治 著

C言語によるPICマイコンのプログラミングの入門書。初心者

でも使いこなせるように、C言語の文法の基礎から解説。PIC

マイコンについても、基本的な機能から周辺機能までを使うた

めのプログラミングの手法を紹介している。各機能について

は、よく使われるものをポイントを押さえて解説。コンパイラ

はフリーの「HI-TECHCPROlitemode」を使用。B5判 244頁 定価(2,900円+税)1007 978-4-274-20902-4

これならわかる！

PSoCマイコン活用術

小林一行
鈴木 郁 共著

PSoC（Programmable System-on-Chip：ピーソック）マイコ

ンは、従来のワンチップマイコンの周辺機能をプログラムで自

由自在に変更できるワンチップマイコンである。本書は、

PSoCの概要と特長を解説し、PSoC開発ツールPSoC Designer

の使い方を丁寧に解説。また、PSoCの特性を活かした、すぐ

に製作可能な事例を取り上げている。B5判 212頁 定価(2,800円+税)0907 978-4-274-20730-3

H8マイコンによる

組込みプログラミング入門
ロボットで学ぶC言語

ロボット実習教材研究会 監修
ヴイストン株式会社 編

本書は、H8マイコンを使って、C言語による組込プログラミン

グを勉強する初学者が、テキストに従ってプログラム環境の構

築や、サンプルプログラムの作成をしていくことで、C言語に

よる組込みプログラミングを学んでいく内容。全くC言語など

のプログラムの経験のない方を対象に、基礎的な力をつけるこ

とを目的としている。B5判 136頁 定価(2,300円+税)0906 978-4-274-20720-4

SuperHファミリのCプログラミング

鹿取祐二 著

ルネサステクノロジの組込RISC、SuperHファミリ（コントロ
ーラ系、プロセッサ系両方）をC言語でプログラミングするた
めの知識を解説するもの。ソフトウェアの技術者向けに、スタ
ートアップや効率アップ、FPUやDSPのコプロセッサ、例外
処理やキャッシュメモリの効果的な利用方法を解説。なお、本
書内で解説しているサンプルプログラムは、オーム社ホームペ
ージより提供。B5判 210頁 定価(2,700円+税)0809 978-4-274-20594-1

SuperHプロセッサのアーキテクチャ

藤澤幸穂 著

本書はプロセッサ系SuperHマイコンのアーキテクチャについ

て、基礎的な部分から詳しく解説した、技術者向けの解説書。

キャッシュやMMUなどシングルチップ系のマイコンとは異な

る部分や、開発環境、内蔵周辺機器のドライバプログラミング

等を解説する。

B5判 308頁 定価(3,800円+税)0606 978-4-274-20260-5

これならわかる

SuperHマイコン

藤沢幸穂 著

SuperHシリーズは、H8マイコンの上位デバイスにあたり、豊

富な製品群と効率の良い開発環境などの実績により、いまや32

ビットRISCマイコンのスタンダードともいえる存在となって

いる。本書はSuperHマイコンの基礎部分を解説するとともに、

内外周辺機能を接続した応用例を通してSuperHマイコンの使

いやすさを紹介（CD-ROM付）。B5判 208頁 定価(2,900円+税)0302 978-4-274-07957-3

ITRONプログラミング入門
―H8マイコンとHOSで始める組み込み開発―

濱原和明 著

組み込みOSの標準仕様であるITRONのオープンソース実装

（HOS）を用いて、組み込みOSによるプログラミングを具体的

に解説する。既刊のITRON関連書と異なり、組み込みOSによ

る開発の基本から簡単なアプリケーションの作成までを実際に

手を動かしながら学習できる。ターゲットとするマイコンは

H8。B5変判 288頁 定価(2,600円+税)0504 978-4-274-06604-7

H8マイコン完全マニュアル

藤沢幸穂 著

H8マイコンは広く普及しているが、初心者が学習するための

教科書は少ない。本書はH8マイコンの使い方を基礎から応用

までをわかりやすく解説しており、H8マイコンを学ぶうえで

最適な書籍である。本文中で紹介したサンプルプログラムなど

を収録したCD-ROMが付属。

B5変判 200頁 定価(2,800円+税)0012 978-4-274-07910-8

はじめての

M16C/Tinyマイコン

寺下晴一 著

産業用として広く使われているルネサステクノロジ社のM16C

の使い方について、高校生にも理解できるよう平易にまとめた

もの。LEDやモータドライブなど、M16C/Tinyを使った多く

の実例を例示し、もの作りをしながら、本マイコンの特徴を活

かしたアセンブラプログラムが学べる。開発ツールとサンプル

プログラムを収録したCD-ROM付。B5判 184頁 定価(2,500円+税)0408 978-4-274-07974-0

おもしろい

PICマイコン
―PIC12F675を使いこなす―

中尾真治 著

PIC12F675のプログラムメモリはフラッシュメモリなので、ラ

イタで書き込みもでき、またA/Dコンバータ、アナログコン

パレータ、タイマ、データEEPROMなど、いろいろな機能を

搭載するなど、初心者に扱いやすいマイコンである。本書は、

このPICマイコンPIC12F675の使い方をわかりやすく解説した

初心者向け入門書。B5判 212頁 定価(2,300円+税)0403 978-4-274-07967-2
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C言語でH8マイコンを使いこなす

鹿取祐二 著

組込み系C言語による具体的な制御方法を中心に、H8マイコン

を使いこなすために必要な知識をわかりやすく解説。

〔目次〕組み込み系C言語の特徴／H8マイコンと開発環境／内

蔵周辺機能制御／割り込み制御／メモリ領域の算出／実行環境

の設定

B5判 180頁 定価(2,700円+税)0310 978-4-274-07964-1

RoboBooks

はじめてのPICマイコン

中尾真治 著

PICシリーズの中でもいちばんよく使われているPIC16F84Aを

取り上げ、マイコンの具体的な使い方を初心者に向けてわかり

やすく解説したPICマイコンの入門書である。

〔目次〕はじめの一歩／PICマイコンの基本／命令／メモリ／

各機能について

B5判 258頁 定価(2,000円+税)0108 978-4-274-03560-9

図解コンピュータ概論

ソフトウェア・通信ネットワーク
（改訂4版）

橋本洋志

菊地浩明

横田 祥 共著

〔目次〕コンピュータの構成／ソフトウェア／プログラミング

言語／オペレーティングシステム／ファイルとデータベース／

通信ネットワーク／情報化社会と情報リテラシー／情報セキュ

リティ／情報システム

A5判 280頁 定価(2,500円+税)1711 978-4-274-22143-9

IT Text

ソフトウェア工学

平山雅之
鵜林尚靖 共著

情報処理学会ソフトウェア工学研究会40周年事業の一環の位置

づけにもある、社会を支えるソフトウェアシステム（ITシス

テム）を念頭に、そのためのの技術についてわかりやすく解説

する教科書シリーズ。

A5判 256頁 定価(2,600円+税)1703 978-4-274-21988-7

SPINモデル検査入門
Mordechai Ben-Ari 著

中島 震 監訳

谷津弘一

野中 哲

足立太郎 共訳

モデル検査ツールSPINは、並行分散系のモデル記述および検

証に広く用いられてる。本書はSPINを学ぶための優れた入門

書の日本語翻訳で、逐次プログラムから並行分散系へと徐々に

カリキュラムの難度を上げながらSPINを実際に動かしつつ、

モデル記述やSPINを用いた検証を支える考え方や概念まで着

実に身に着くもの。A5判 264頁 定価(3,300円+税)1003 978-4-274-20844-7

欠陥ソフトウェアの経済学
―その高すぎる代償―

David Rice 著

宮本久仁男 監訳

鈴木順子 訳

欠陥のあるソフトウェアがいかに人間の生活や経済に損害をも

たらすかを、わかりやすい言葉で具体例を挙げ、それに依存し

た社会の危うさを明らかにした書籍。システム管理者やSE、

プログラマにぜひ読んでほしい一冊。原書は“Geekonomics:

TheRealCostofInsecureSoftware”（2007、Addison-Wesley）

A5判 292頁 定価(3,800円+税)1003 978-4-274-06797-6

Building Secure Software
JohnViega

GaryMcGraw 共著
齋藤孝道 監訳

すべてのセキュリティ問題の根幹には、出来の悪いソフトウェ

アが存在する。本書は、ソフトウェア開発者が知るべきコンピ

ュータセキュリティの基礎を切り出し、安全なソフトウェアを

作成するための実践的な手立てを解説している。

B5変判 528頁 定価(4,200円+税)0607 978-4-274-06655-9

IT Text

ソフトウェア工学演習

伊藤 潔
廣田豊彦 他著

情報処理学会教科書シリーズの一冊として企画したもので、ソ

フトウェア工学の基本的な概念や手法を、実践的な例題・演習

を交えて説明した。

〔目次〕ソフトウェア工学の概要／対象システムの説明／デー

タフロー図によるシステム記述／エンテティリレーションシッ

プ図によるシステム記述／他A5判 226頁 定価(2,800円+税)0109 978-4-274-13234-6

ゴール＆ストラテジー入門
―残念なシステムの無くし方―

Victor Basili 他共著

鷲崎弘宜 他監訳

早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所ゴール指向経営研究会 訳

本書で解説するGQM+Strategies（目標・質問・メトリクス＋

戦略）アプローチは、目標に沿って測ることを決めるという意

識的・無意識的に広く用いられているGQM（目標・質問・メ

トリクス）法を拡張し、残念なITシステムを作らないように

するためのものである。

A5判 224頁 定価(2,800円+税)1509 978-4-274-50584-3

IT Text

ソフトウェア開発
（改訂2版）

小泉寿男・辻 秀一

吉田幸二・中島 毅 共著

情報処理学会編集の教科書シリーズ。ソフトウェアの設計から

プロジェクト管理までのソフトウェア開発について、最近のオ

ブジェクト指向の手法を中心に、開発に必要な一連の作業の基

本事項から実践までを学ぶことができる。改訂2版では、Web

ソフトウェア開発など最新技術を盛り込むとともに、例題を多

く入れた。A5判 244頁 定価(2,800円+税)1512 978-4-274-21841-5
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ソフトウェアの世界でキャリアを築く
―Making it Big in Software―

Sam Lightstone 著
吉平健治 訳

IBMソフトウェアグループでプログラムディレクターを務める

著者が、ソフトウェア企業を目指す学生や、より良いキャリア

を求める若手技術者に向け、ソフトウェア業界でキャリアを積

みコーポレートラダーを登って成功する方法を、基礎知識から

丁寧に解説した、入門者向けキャリア構築マニュアルの決定

版。業界の著名人18人のインタビューも収録。A5判 480頁 定価(2,800円+税)1204 978-4-274-06881-2

Cによる

数値計算とシミュレーション

小高知宏 著

C言語の文法は、ひと通り学んでいるものの自分でプログラミ
ングするとなかなかできないという方を対象に、数値罫線とシ
ミュレーションについて解説した書籍。物理シミュレーショ
ン、確率的シミュレーション、エージェントベースの数値シミ
ュレーションなどを実例で示している。「Cによるソフトウェ
ア開発の基礎データ構造とアルゴリズムの基礎から」の姉妹
書。A5判 208頁 定価(2,400円+税)0909 978-4-274-06769-3

Cによる

ソフトウェア開発の基礎
データ構造とアルゴリズムの基礎から

小高知宏 著

本書は、C言語によるデータ構造とアルゴリズムの話題を軸

に、C言語を用いたソフトウェアシステム構築の方法を順を追

って示すことで、プログラムを作成するとは何をすることなの

かを実例で示す。はじめは簡単なプログラムから始め、構造を

もったデータの扱いやファイルの扱いや、それらに関連するア

ルゴリズムをさまざまな例題を紹介する。A5判 216頁 定価(2,400円+税)0906 978-4-274-06764-8

Release It !
本番用ソフトウェア製品の設計とデプロイのために

MichaelTNygard 著
でびあんぐる 監訳

2008年のJolt Award一般書部門で、“Manage It!”とともにPro-

ductivity Winnerを受賞した原書を翻訳。動くだけではない製

品としてのソフトウェアでは、開発だけでなく運用の面でも設

計の時点から知っているべき事柄やノウハウが多々ある。本書

ではそれらをパターン／アンチパターンとして解説していく。

A5判 352頁 定価(3,600円+税)0902 978-4-274-06749-5

コンピュータシステム開発入門
松永俊雄
中村太一
亀田弘之 共著

情報系大学学部1、2年生向けのコンピュータシステム開発の教

科書。身近なコンピュータシステムを例に挙げながら、コンピ

ュータシステムの定義からシステム開発工程までをわかりやす

く解説。開発の現場で必須となっているUMLを用いた開発例

で、実際の開発過程が理解でき、実践にも役立つ。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)0809 978-4-274-20592-7

実例で学ぶ

ソフトウェア開発

NTTデータ ソフトウェア工学推進センター 編著

実例を通じてソフトウェア開発を学べる大学生、院生、IT系

の初級ソフトウェア技術者のための教科書である。NTTデー

タの技術者陣が講師として大学教育で培ったノウハウを盛り込

んだ内容になっている。図書館システムを実例にして、Web

ベースのアプリケーション開発を習うことができる。

B5変判 312頁 定価(2,800円+税)0803 978-4-274-50172-2

Joel on Software

Joel Spolsky 著
青木 靖 訳

深い洞察力で物事の核心に迫り、それを軽妙な語り口で端的に

表現するJoel氏の記事は、世界各国でも有志により翻訳が公開

され、すでに日本でも多数の読者を得ている。原書は、それら

の記事をJoel氏自身が編纂してまとめたもの。

A5判 386頁 定価(2,800円+税)0512 978-4-274-06630-6

エクストリームプログラミング
Kent Beck

CynthiaAndres 共著
角 征典 訳

優れた技術力と良好な人間関係をもってしてソフトウェア開発

を成功に導く、ケント・ベックによるXP（エクストリームプ

ログラミング）のすべてを集約した名著 “Extreme Program-

ming Explained: Embrace Change”の新訳版。アジャイル開発

の原点を知る必読の一冊。

A5判 224頁 定価(2,200円+税)1506 978-4-274-21762-3

リーン開発の現場
カンバンによる大規模プロジェクトの運営

HenrikKniberg 著

角谷信太郎 監訳

市谷聡啓

藤原 大 共訳

“Lean from the Trenches:Managing Large-Scale Projects with

Kanban”の日本語翻訳版。官公庁の大規模システム開発プロジ

ェクトにおける著者の経験に基づき、理論だけではなく、開発

の現場で実際にどのように適用するか、カンバンシステムを軸

にしたプロジェクト進行の様子を解説している。

A5判 208頁 定価(2,400円+税)1310 978-4-274-06932-1

実践

反復型ソフトウェア開発

津田義史 著

反復型ソフトウェア開発とは、計画と開発を絶えず繰り返し行

っていくことで、最終的にきちんと動作するソフトウェアを手

に入れることを目的とした開発手法。本書は、ソフトウェア開

発プロジェクトを制御するために理解すべき原則と、従うべき

規律を説明する。反復型ソフトウェア開発の基本から高度な応

用まで、豊富な情報が満載。A5判 320頁 定価(2,800円+税)1211 978-4-274-06898-0

情報科学・ネットワーク・コンピュータ140



形式手法入門
―ロジックによるソフトウェア設計―

中島 震 著

プログラム記述は年々複雑化し、曖昧さも多くなって取り扱い

に慎重さが求められている。しかし、数理理論に基づく論理構

造で構築する形式手法を用いることによって曖昧さのないプロ

グラム記述が可能になる。本書は、形式手法について基礎から

実務レベルまでを解説する。大学初年度程度の数学、プログラ

ミングの知識があれば読み進めることができる。A5判 228頁 定価(2,800円+税)1204 978-4-274-21188-1

抽象によるソフトウェア設計
―Alloyではじめる形式手法―

Daniel Jackson 著

中島 震 監訳

今井健男・酒井政裕

遠藤侑介 他共訳

形式手法は、高度な信頼性が求められるソフトウェアの開発で

利用されてきた、数学に基づく開発技術。Alloyは、形式手法

を誰もが実践できることを目指したツールであり、テストでは

排除できないソフトウェアの欠陥について検証するためのも

の。Alloyによるさまざまな事例のモデリングを通じ、「アジャ

イルで軽量な形式手法」ともいえる技術を学ぶ。A5判 374頁 定価(4,500円+税)1107 978-4-274-06858-4

アジャイルサムライ
―達人開発者への道―

Jonathan Rasmusson 著

西村直人・角谷信太郎 監訳

近藤修平・角掛拓未 訳

経験豊富な現場開発者が執筆した、“The Agile Samurai”の翻

訳書。近年日本でも組織的な導入が進んでいる「アジャイル開

発手法」について、豊富な図と親しみやすい言葉を用いて実践

的に解説している。アジャイルソフトウェア開発手法を導入し

たいと考えているグループや組織に向けた手引きとして活用で

きる。A5判 336頁 定価(2,600円+税)1107 978-4-274-06856-0

CoBRA法入門
―「勘」を見える化する見積り手法―

CoBRA研究会 編

開発現場の習熟者は、自身の経験から、ある程度の工数を勘で

見積もることができる。CoBRA法は、習熟者の勘と基本的な

工数データを組み合わせることで、正確な工数見積りモデルを

得ることが出来るものである。容易に取り組め、精度が高く、

条件を変えての再計算が容易、という特徴がある。本書は、こ

のCoBRA法についての入門書である。A5判 228頁 定価(2,600円+税)1104 978-4-274-50335-1

アジャイルプラクティス
―達人プログラマに学ぶ現場開発者の習慣―

Venkat Subramaniam

AndyHunt 共著

角谷信太郎

木下史彦 監訳

アジャイル開発の実践的な側面を解説した書籍。単なる開発手

法の教科書ではなく、実際の開発現場から生まれたアドバイス

や手引きを、具体例を用いて達人プログラマが伝える。原書

は、2007年Software Develompent誌Jolt Awardで一般書籍部

門のProductivity Awardを獲得。

A5判 220頁 定価(2,400円+税)0712 978-4-274-06694-8

アジャイルレトロスペクティブズ
―強いチームを育てる「ふりかえり」の手引き―

EstherDerby andDiana Larsen 著
角 征典 訳

ソフトウェア開発に「ふりかえり」を導入してチームを成功に
導く！ アジャイル開発の核心ともいえる「レトロスペクティ
ブ（ふりかえり）」について実践的に解説し、高く評価されて
いる原書Agile Retrospectives：Making Good Teams Great
（2006年7月発行）を翻訳。チームの状態を点検・改善してプロ
ジェクトを成功に導くレトロスペクティブの方法を具体的に詳
解する。A5判 184頁 定価(2,400円+税)0709 978-4-274-06698-6

プロジェクトを成功させる実践力が身につく本
北野利光

向後忠明

竹久友二

濱 久人 共著

IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）のプロジェクトマネ

ジメント委員会の有志によって『プロジェクトを必ず成功させ

る高い実践力とは何か？』という疑問に答えたPM実践力の実

務解説書。

A5判 208頁 定価(2,400円+税)1702 978-4-274-22030-2

プロジェクトマネジメント標準 PMBOK入門
PMBOK第5版対応版

広兼 修 著

プロジェクトマネジメント標準手法「PMBOK」について、要

点をしぼって解説した書籍。どういったものがプロジェクトな

のか、プロジェクトとは何かを説明した上で、PMBOKの知識

体系がどのように現場で生かされているのかを、具体的な場面

を想定して紹介。巻末には、事例にそったPMBOK活用法を確

認するための小テスト付き。A5判 208頁 定価(2,000円+税)1403 978-4-274-06993-2

チケット＆計測でITプロジェクト運営の体質改善

神谷芳樹 著

チケット駆動などの定番ソフトウェア開発環境から自動的に収

集したデータに基づき、プロジェクトの進捗状況や課題を可視

化する「見える化」ツールについて、導入から運用までを解

説。可視化データの分析事例も多数収録し、ITプロジェクト

のマネージャーなら知っておきたい管理技法が見通せるITプ

ロジェクトマネジメントのガイドブック。A5判 184頁 定価(2,400円+税)1311 978-4-274-50477-8

実践

WBS
―プロジェクト指向経営の基礎―

林 謙三

村上浩貴

鈴木祐介 共著

WBSの手法はあらゆるプロジェクトのマネジメントに必須で

ある。本書は、WBSおよびWBSに基づく品質、コスト、スケ

ジュールなどを統合管理するWPについて、基本的な考え方か

ら構築と形成、実際的な適用・活用までを、指導経験豊富な経

営コンサルタントおよびプロジェクトマネジメントのシステム

構築・運用の専門家の筆によりまとめたもの。A5判 232頁 定価(3,000円+税)1302 978-4-274-21336-6
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PMBOKガイド活用法
―日本の企業文化に適応させるためのヒント―

PMI日本支部 編

国内のPMP有資格者は年々増加しているが、実際の日本企業

の現場において有効なツールとして活用しきれていないのが実

情である。本書は、PMI日本支部が各会員からリサーチした

『PMBOKガイド活用に際しての課題や問題点』を具体的に取

りあげ、どう対応すべきか、実践的な指針や方法論を事例もま

じえて、丁寧に展開する実務書である。A5判 172頁 定価(2,200円+税)1201 978-4-274-21155-3

マンガでわかる

プロジェクトマネジメント
広兼 修 著

さぬきやん 作画

トレンド・プロ 制作

マンガでプロジェクトマネジメントとは何かを説明し、その基

本手法を解説する。プロジェクトの立ち上げから終了までを、

ストーリーを追って解説する形式をとっている。従来のマンガ

でわかるシリーズと同じく、「マンガ部分+解説」という構成

で、解説の主軸には、プロジェクトマネジメントの知識体系の

ひとつである「PMBOK」を使用する。B5変判 208頁 定価(2,200円+税)1106 978-4-274-06854-6

プロジェクトマネジメント ハンドブック

プロジェクトマネジメント ハンドブック編集委員会 編

企業の技術者やプロジェクトマネジメントの実務に携わる方々

に、PMBOKをはじめとする理論的な面について、正確な理解

と詳しい周辺知識、実際のプロジェクトを運用する上でのノウ

ハウ、事例などをふんだんに盛り込み実務に役立つよう、体系

的にまとめている。

A5判 814頁 定価(9,500円+税)0909 978-4-274-20759-4

OpenProj入門
Microsoft Project対応

E-Trainer.jp 著

OpenProjはオープンソースで開発されているプロジェクト管

理ソフト。Microsoft Projectの代替ソフトとして開発されてお

り、データに互換性がある。本書ははじめてOpenProjを使う

人のためにインストールからプロジェクトマネジメントの基本

プロセス、Microsoft Projectファイル（MPP）との互換性、計

画・設定の変更などを解説する。A5判 208頁 定価(2,800円+税)0909 978-4-274-06771-6

戦略的PMO
新しいプロジェクトマネジメント経営

PMI日本支部 編

プロジェクトマネジメント・オフィスとは、複数のプロジェク

トのマネジメントを一元化し、効率的な管理・調整を行う組織

の一部門である。本書は、わが国においてプロジェクトマネジ

メントの普及・教育に中心的な役割を果たしているPMI（Pro-

ject Management Institute）日本支部によって、PMOの構築・

導入・運用に関する実務ノウハウを詳しく解説している。B5判 264頁 定価(3,300円+税)0905 978-4-274-20705-1

Manage It!
現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメント

Johanna Rothman 著
でびあんぐる 監訳

机上のプロジェクトを前提に特定の方法論を推薦したり特別な

ツールを紹介したりするのでなく、現代的なソフトウェア開発

の現場で実際に生じるリスクや問題を発見し、それを乗り越え

るためにどんな方法論が応用できるのかを実践的に解説してい

る。原書は、2008年のJolt Award一般書部門でProductivity

Winnerを受賞。A5判 352頁 定価(3,200円+税)0810 978-4-274-06729-7

システム開発を見える化するマインドマップ
6つのケーススタディから学ぶ応用例

シンプル・ビジョン 監修
渡邉安夫 著

放射思考法「マインドマッピング」の利用法を、システム

（IT）エンジニアを対象に紹介する。カバーするのは、システ

ム開発プロジェクトの仕事のイロハからマネジメント的な領域

までとなる。マインドマップは、ソフトを使ったほうが効率よ

くできるため、マッピングツール「MindManager」を利用し

た作成方法も紹介している。A5判 232頁 定価(1,900円+税)0804 978-4-274-06719-8

生産WBS入門
―個別設計生産のマネジメント―

林 謙三 著

個別設計生産におけるWBS（Work Breakdown Structure）の

適用について解説した実務書。WBSの手法は、すでにIT系の

プロジェクトマネジメントでは必須となっており、PMBOKで

も重要な位置づけがなされている。本書は、その手法を製造業

における生産マネジメントに応用しようとするものである。

A5判 144頁 定価(2,400円+税)0710 978-4-274-20463-0

Ship It！
ソフトウェアプロジェクト 成功のための達人式ガイドブック

Jared Richardson
WilliamGwaltney Jr. 共著
でびあんぐる 監訳

実践的な手引きである“Ship It！ A Practical Guide to Success-

ful Software Projects”の日本語版。優れたソフトウェアは開発

するされるだけでなく、期限までに現実的なコストの範囲内で

顧客のもとへ成果物を出荷・納品(ship)しなければならない。

本書はソフトウェア開発プロジェクトを成功させるための方法

を、実践的な視点で解説している。A5判 208頁 定価(2,600円+税)0608 978-4-274-06656-6

オープンソースプロジェクトの管理と運営

Jan Sandred 著
でびあんぐる 監訳

オープンソース手法とはどういったものであるか、そしてどう

すればオープンソースプロジェクトを成功させることができる

かということについて、技術者以外の方にもわかる言葉で具体

的に解説している。オープンソースプロジェクトの運営者やオ

ープンソースの力を企業等で活かしたいと考えている方にとっ

て価値ある一冊である。B5変判 256頁 定価(2,800円+税)0111 978-4-274-06450-0

情報科学・ネットワーク・コンピュータ142



Cによるアルゴリズムとデータ構造

茨木俊秀 著

本書はアルゴリズムの実現やアルゴリズム設計を中心として理

工系の学部学生を対象に、精選した話題を丁寧に解説してい

る。

〔目次〕アルゴリズムとその計算量／基本的なデータ構造／順

序つき集合の処理／整列のアルゴリズム／アルゴリズムの設計

／アルゴリズムの実現A5判 240頁 定価(2,700円+税)1409 978-4-274-21604-6

金融工学のための

遺伝的アルゴリズム

伊庭斉志 著

システムトレーディングやアルゴリズムトレードと呼ばれる金

融分野では、遺伝的アルゴリズムおよび遺伝的プログラミング

GPが実用レベルまできている。本書は、金融に興味のある実

務者や初心者を対象としたGA/GPと金融工学についての入門

書。さらに金融工学のスタンダードツールとして確立されてい

るMT4を用いたGA/GPシステムを提供している。A5判 240頁 定価(4,200円+税)1103 978-4-274-06843-0

Cで学ぶ

データ構造とアルゴリズム

西原清一 著

多くの情報関連学部・学科で基礎科目として設けられている

「データ構造とアルゴリズム」の教科書。現在の情報処理シス

テムにおけるプログラム設計で使われるデータ構造やアルゴリ

ズムを中心に、基礎からプログラミングレベルまで、PADとC

言語で解説。

A5判 232頁 定価(2,600円+税)0801 978-4-274-20500-2

Excelで学ぶ

遺伝的アルゴリズム

伊庭斉志 著

遺伝的アルゴリズム（GA, Genetic Algorithms)は、効率的な

最適化手法として工学的に広く応用されている。本書では、

Excel上のシミュレータでの実習を通して、GAによる最適化手

法について分かりやすく解説。多くの例題を通して、進化論的

計算手法の基本的な考え方の理解を深め、GAを自ら応用して

使えるようになることを目的とする。B5変判 216頁 定価(3,800円+税)0511 978-4-274-06627-6

IT Text

アルゴリズム論
浅野哲夫
和田幸一
増澤利光 共著

最適なアルゴリズムについてどのように改善して洗練されたア

ルゴリズムに到達できたかを説明することにより、アルゴリズ

ムの基礎から標準的な設計技法まで学べる。

〔目次〕アルゴリズムの重要性／探索問題／基本的なデータ構

造／動的探索問題とデータ構造／データの整列／グラフアルゴ

リズム／文字列のアルゴリズム／他A5判 242頁 定価(2,800円+税)0307 978-4-274-13278-0

遺伝的アルゴリズムの基礎
―GAの謎を解く―

伊庭斉志 著

問題解決の手法の一つとして、最近特に注目されている遺伝的

アルゴリズムを他分野の専門家向けに解説したもので、新しい

アプローチを紹介。

〔目次〕GAの扱う世界／さまざまな問題にGAを適用してみよ

う／GAの最適値探索／GAの理論的背景と最近の研究／遺伝的

プログラミングへの応用／人工生命への応用A5判 268頁 定価(3,700円+税)9409 978-4-274-07802-6

現場がわかる

組込みソフトウェア開発

出口雄一 著

本書は、組込みソフトウェア開発の現場の知識を学ぶことがで

きる実務入門書。現場で必要となる知識をQ&Aの形式で整理

し、現場に配属された新人・若手エンジニアの成長の流れに沿

ってまとめているので、どこで知識が必要になるのかを具体的

にイメージしながら仕事の要点を学んでいくことができる。先

輩が教えてくれるようなかたちで記述している。A5判 216頁 定価(2,000円+税)1407 978-4-274-21583-4

IT Text

組込みシステム

阪田史郎
高田広章 編著

情報処理学会編集の大学学部・院向けの教科書シリーズの一

冊。本書は、現在さまざまな機器やシステムに導入されている

組込みシステムを、ハードウェア・ソフトウェア面から解説す

るとともに、その開発技法についてまとめたもの。開発事例を

豊富に交え、理論と実際が結びつくように構成。

A5判 280頁 定価(3,000円+税)0610 978-4-274-20310-7

ユーザビリティエンジニアリング
（第2版）ユーザエクスペリエンスのための調査、設計、評価手法

樽本徹也 著

2005年10月発行『ユーザビリティエンジニアリング』の第2版。

調査・分析、設計、評価の三部構成とし、実践ガイドとしての

使い勝手を考慮。認知的ウォークスルーにも言及し、内容を充

実させた。さらに、ユーザが真にやりたいことを楽しく、面白

く、心地よく行える点を提供価値として考える「ユーザエクス

ペリエンス」についても言及している。A5判 282頁 定価(2,500円+税)1402 978-4-274-21483-7

アジャイル・ユーザビリティ
―ユーザエクスペリエンスのためのDIYテスティング―

樽本徹也 著

アジャイル開発やリーンスタートアップの拡がりを背景とし

て、UXの分野でも高速で低コストかつ“軽い”手法＝ゲリラリ

サーチが重視されるようになり、その代表的な手法が「DIYユ

ーザテスト」である。本書は現場でそれを実践するための書

で、本書を片手にDo-it-yourself方式でテストを実施できるう

な内容となっている。A5判 152頁 定価(2,200円+税)1202 978-4-274-21160-7
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ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系
―SWEBOK V3.0―

松本𠮷弘 訳

本書は、IEEE発行のGuide to the SWEBOK（Software En-

gineering Body of Knowledge）V3.0の邦訳書。ソフトウェアエ

ンジニアリングを事業として営むために必要なソフトウェアエ

ンジニアリング知識体系（SWEBOK）はエンジニア必読の一

冊。

B5判 432頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-274-50521-8

ソフトウェア品質知識体系ガイド（第2版）
―SQuBOK Guide V2―

SQuBOK策定部会 編

本書は、ソフトウェア、ITシステムの専門家である著者らが

長年取り組んできたソフトウェアの品質についての体系を表す

もの。体系だった情報により、ソフトウェアの品質がどのよう

なものであるのか、その確保についての検討が可能となる。

B5変判 424頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-274-50522-5

ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系
―SWEBOK 2004―

松本𠮷弘 監訳

IEEE発行のGuide to the SWEBOK（Software Engineering

Body of Knowledge 2004 Version）の邦訳書。ソフトウェアエ

ンジニアリングを事業として営むために必要な、ソフトウェア

エンジニアリング基礎知識体系（SWEBOKと略称）である本

書は、ソフトウェア産業に従事する者および教育者にとっての

必読書。B5変判 336頁 定価(4,000円+税)0506 978-4-274-50029-9

ソフトウェア開発へのSWEBOKの適用

松本𠮷弘 著

IEEE SWEBOK（ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体

系）の最新版である2004 Versionを、適切に開発の現場へ生か

す指針である。開発事例は、できるだけわが国での身近な開発

実践慣行に近く、わが国ソフトウェア技術者の共感を得やすい

ように工夫しているため、SWEBOKの理解を深めるのみ最適

の書といえる。A5判 288頁 定価(3,000円+税)0505 978-4-274-50037-4

ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系
―Guide to the SWEBOK―

松本𠮷弘 監訳

IEEE発行のGuide to the SWEBOK（Software Engineering

Body of Knowledge）の邦訳書。ソフトウェアエンジニアリン

グを事業として営むために必要な、ソフトウェアエンジニアリ

ング基礎知識体系（SWEBOKと略称）の基礎部分である本書

は、多くのエンジニアの混乱を鎮め、よりよいソフトウェアの

開発を可能とする多くの事柄を記している。B5変判 320頁 定価(3,800円+税)0306 978-4-274-94676-9

SEC BOOKS

組込みソフトウェア開発向けコーディング作法ガイド
［C+＋言語版］

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

プログラムの書き方を一定の規約としてまとめるためのポイン

トをまとめたものである。開発スタッフで規約を共有すること

により、読みやすくバグの少ないコーディングが可能となり、

開発効率のアップや品質向上をもたらすことができる。全ソフ

トウェア開発者は、一見の価値がある書である。

B5変判 204頁 定価(1,714円+税)1012 978-4-274-50316-0

SEC BOOKS

共通フレーム2007
経営者、業務部門が参画するシステム開発および取引のために（第2版）

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

ソフトウェアの構想から廃棄まで（ソフトウェアライフサイク

ルプロセス）の必要な作業内容を共通フレームとして規定した

もので、経済産業省及びIPA/SECが中心になってまとめたも

ので、関係者のコミュニケーションを円滑にするものです。

1998年規定の共通フレーム98から、約10年ぶりの改定です。第

1版に加え、「超上流」等の考えを強化。折込み拡大図3枚あり。B5判 344頁 定価(2,381円+税)0910 978-4-274-50247-7

SEC BOOKS

プロセス改善ナビゲーションガイド
∼虎の巻編∼

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

企業の業績向上には、業務の進め方の見直しを行う場合がある

が、プロセス改善という手法は非常に有用である。本書は、プ

ロセス改善を行うためのノウハウをまとめた。事例もあり、実

践的に使える内容である。10の勘所をまとめた折り込み付き。

改善のゴールに一歩近づくために。

A5判 142頁 定価(1,429円+税)0903 978-4-274-50205-7

SEC BOOKS

プロセス改善ナビゲーションガイド
―ベストプラクティス編―

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

企業の業績向上には、業務の進め方の見直しを行う場合がある

が、プロセス改善という手法は非常に有用である。本書は、プ

ロセス改善を行った企業10社の例をとりあげ、分析し、プロセ

ス改善の取組みへの参考となる。

A5判 208頁 定価(1,619円+税)0802 978-4-274-50175-3

OSS BOOKS

自治体にオープンソースソフトウェアを導入しよう！
―システム基礎編―

独立行政法人 情報処理推進機構 オープンソースソフトウェア・センター 編

自治体におけるオープンソースソフトウェアを、システム基盤

として導入する過程を追うものである。実際の導入過程におけ

る様々な事柄を、自治体組織特有の出来事もふくめてまとめら

れてる。自治体の担当者およびベンダー担当者必読の書。

A5判 104頁 定価(500円+税)0712 978-4-274-50166-1
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OSS BOOKS

オープンソースで構築！ ITシステム導入虎の巻

独立行政法人 情報処理推進機構 オープンソースソフトウェア・センター 編

オープンソースは安価or高価？ オープンソースは安定or不安

定？ オープンソースの導入には高度な技術が要or不要？ 90年

代以降オープンソースは本格化したが、実際のところはどうな

のか。本書では、オープンソース導入の判断材料について、実

例や技術者の考察をもとに、ポイントを押さえてまとめた。

A5判 224頁 定価(1,600円+税)0711 978-4-274-50143-2

SEC BOOKS

ソフトウェア改良開発見積りガイドブック
―既存システムがある場合の開発―

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

既存のソフトウェアシステムの改良は新規開発に比べ、現シス

テムの状態を適切に把握すること等が必要であり、コストの変

動要因が多く、適切な見積りが難しい。そして不適切な見積り

は工期誤りや欠陥等を生む土壌にもなっている。本書は、この

改良開発に関する見積りのガイドである。

A5判 160頁 定価(1,238円+税)0710 978-4-274-50159-3

SEC BOOKS

プロセス改善ナビゲーションガイド
∼なぜなに編∼

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

企業の生産効率を高めるためには、さまざなまプロセスを見直

すことが必要である。本書は、このプロセス改善についての入

門的な内容であり、経営者やマネージャーの方に読んで頂きた

い1冊。また、本書を読まれたあとには『プロセス診断活用編』

でぜひ実践頂きたい。

A5判 160頁 定価(1,429円+税)0704 978-4-274-50131-9

SEC BOOKS

プロセス改善ナビゲーションガイド
∼プロセス診断活用編∼

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

企業の生産効率を高めるためには、さまざなまプロセスを見直

すことが必要である。本書は、このプロセス改善について、国

際標準等のアセスメントモデルを活用する方法をまとめた実践

的な書籍。また、本書を読まれる前には、『なぜなに編』をぜ

ひお読み頂きたい。

A5判 160頁 定価(1,429円+税)0704 978-4-274-50132-6

SEC BOOKS

組込みシステムの安全性向上の勧め
（機能安全編）

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

航空機、電力、自動車、携帯電話、家電その他多くのシステム

に組込みソフトウェアが搭載されており、利便性の向上ととも

に潜在的な危険も増えてきている。本書は、これら組込みシス

テムの安全性を向上させることについて、最新の事情・技術を

伝えるものである。

A5判 80頁 定価(571円+税)0611 978-4-274-50113-5

SEC BOOKS

経営者が参画する要求品質の確保
∼超上流から攻めるIT化の勘どころ∼ （第2版）

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

情報化にあたってユーザ企業の経営層や利用部門は何を認識し

なければならないのか。ユーザ企業のITシステム開発・調達

の現場およびその実現のためのパートナーであるベンダ企業で

は現在いったい何が起こっているのか。それぞれの問題の本質

を超上流工程からあきらかにする。（CD-ROM付）

A5判 128頁 定価(1,714円+税)0606 978-4-274-50076-3

SEC BOOKS

ソフトウェア開発見積りガイドブック
∼ITユーザとベンダにおける定量的見積りの実現∼

独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター 編

本ガイドラインは、既刊書「ITユーザとベンダのための定量

的見積りの勧め」の、特にソフトウェア開発の見積りに焦点を

当て、具体的な方法およびノウハウを紹介するもの。構成は大

きく二つに分かれており、第1部が「総論」、第2部が「見積り

手法の事例集」となっている。貴重なデータが多く、業界関係

者必読の書。A5判 240頁 定価(1,524円+税)0604 978-4-274-50068-8

新世代工学シリーズ

オペレーティングシステム

大久保英嗣 編著

オペレーティングシステムの概念を解説し、主要機能の基礎に

ついて述べ、具体的なOSとしてUNIX、Windows NTを例にと

り、その歴史から各種機能までを解説。

〔目次〕オペレーティングシステムの概要／プロセス管理とス

ケジューリング／メモリ管理／ファイルシステム／UNIX／

Windows NTB5判 154頁 定価(2,500円+税)9912 978-4-274-13193-6

オペレーティングシステムの基礎

電子情報通信学会 編
吉澤康文 著

〔目次〕序論／ハードウェアとの接点／入出力制御とファイル

管理／プロセス管理／プロセス間通信／メモリ管理／仮想記憶

制御方式／OSの構成法と仮想計算機／TCP/IPの通信処理／ネ

ットワークプログラミング

A5判 240頁 定価(3,000円+税)1511 978-4-274-21833-0

OS X Server

実践ワークグループ＆インターネットサーバ構築
―Mountain Lion対応版―

イージー・ライダーズ 甲斐 穣 著

Apple のOS X Serverは、高機能なサーバをユーザフレンドリ

ーなGUI管理ツールにより容易に構築・運用することのできる

サーバOSである。本書は、OS X Serverによるイントラ向けネ

ットワークサーバとインターネットサーバの構築・設定方法に

ついて、ステップごとの画面例を紹介しながらわかりやすく解

説する。B5変判 256頁 定価(3,500円+税)1211 978-4-274-06903-1
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OS X Lion Server
実践ワークグループ＆インターネットサーバ構築

イージー・ライダーズ 甲斐 穣 著

Apple社のOS X Lion Serverは、UNIX完全準拠のサーバOSと

しての機能にユーザフレンドリーなインタフェースを兼ね備え

た、サーバ構築・運用のためのオペレーティングシステムであ

る。本書は実践的なサーバ構築方法を解説する。必要なパート

を読み進めていくことで目的のサーバ環境が構築できる設定・

活用ガイド。B5変判 336頁 定価(3,800円+税)1204 978-4-274-06883-6

Mac OS X Server 10.6
実践ワークグループ＆インターネットサーバ構築

イージー・ライダーズ 甲斐 穣 著

Mac OS X Server10.6（SnowLeopard）は、UNIXベースのサ

ーバOSとしての機能に、Mac OS Xのユーザフレンドリーなイ

ンタフェースを兼ね備えた、サーバ構築・運用のためのオペレ

ーティングシステムである。本書は、多岐にわたる10.6の設定

項目を、想定される構築手順に沿って解説し、活用の実例を併

せて紹介している。B5変判 568頁 定価(5,400円+税)1003 978-4-274-06798-3

だれでもデキル！

Linux入門

橋本洋志
小林裕之 著

文科系の大学などにおいてもオープンソースを用いた学習環境

を構築しようという動きが盛んとなっている。また、Win-

dowsからLinuxへの切替え考えている一般ユーザも多い。本書

は、Linux（Debian GNU/Linux）のインストールから環境設

定、アプリケーションソフトの使い方まで、操作画面や図・イ

ラストを中心にわかりやすく解説。A5判 270頁 定価(2,200円+税)0601 978-4-274-20180-6

IT Text

Linux演習
前野譲二
落合 昭
生野壮一郎 他著

多くの大学でUNIX（Linux）は、専門課程でコンピュータを

活用するための必須のOSとして教育が行われている。本書は、

その教育用テキストとして、Linuxのパソコンへのインストー

ルから、アプリケーションソフトの使い方、高度なプログラミ

ングまで解説。各種環境の設定やシステムの構築が演習を通し

て身に付く。A5判 212頁 定価(2,500円+税)0512 978-4-274-20169-1

なるほどナットク！

Linuxがわかる本

吉川明広 著

技術・工学に興味をお持ちの方々に基礎的な知識と最新の技術

動向、トピックスを含めた情報を提供する書籍群「なるほどナ

ットク！」シリーズの1冊。本書は、Linuxを使いこなす上で

必要最低限の知識に限定し、その歴史観を含めてわかりやすく

解説するもの。また、プログラミング等上級書籍への橋渡し役

を担えるような構成となっている。B6判 224頁 定価(1,200円+税)0412 978-4-274-07969-6

Linuxシステムプログラミング

羽山 博 監修
垰井正雄 著

LinuxはフリーのUNIX互換OSで、PC-UNIXでは最も普及して

います。こうした背景からUNIXからLinuxへのソースリスト

の置き換えを図り、そのシステムの基礎からコマンドの実行、

ファイルシステムの作成等を図やイラスト、さらにはわかりや

すい言葉を用いて解説した入門書と上級書の橋渡し的な位置づ

けの書籍である。B5変判 178頁 定価(2,500円+税)0407 978-4-274-07972-6

C言語によるUNIXシステムプログラミング入門

河野清尊 著

UNIX初心者を対象に、ファイル、プロセスおよびネットワー

クを使ったプロセス間通信の概念と仕組み、そして、それらの

機能を利用できるようにするために、UNIXがプログラムイン

タフェースとして提供しているシステムコールの使い方につい

て解説。難易度の高い内容もサンプルプログラムを使って説明

している。B5変判 480頁 定価(2,800円+税)0302 978-4-274-06499-9

UNIXという考え方

Mike Gancarz 著
芳尾 桂 監訳

Linuxも含めてUNIX系のOSを使いこなすためには、UNIX的

なものの考え方を理解することが必要である。本書は、今まで

文章で表されることが少なかったUNIX哲学を、具体的な言葉

で明らかにしている。UNIXをUNIXらしく使いこなしたい

UNIXらしいプログラムを作りたい方のための一冊。

A5判 176頁 定価(1,600円+税)0102 978-4-274-06406-7

Androidプログラミング マスターブック

見手倉理弘 著

Androidアプリを開発するために、Androidアプリでよく使わ

れている技術を解説する。基礎知識、基礎技術はもちろん、つ

まづきがちなアプリの開発環境構築をていねいに解説。掲載さ

れているサンプルアプリを追っていくことで、Androidの特徴

を活かした実践的なプログラミング技術を身につけられる構成

になっている。B5変判 320頁 定価(3,000円+税)1211 978-4-274-50428-0

WiiRemoteプログラミング
白井暁彦

小坂崇之

くるくる研究室

木村秀敬 共著

WiiRemoteの応用に興味があるプログラミング初学者向けに、

WiiRemoteをPCから扱うためのプログラミングを解説する。

ハードウェア寄りのゲームプログラミング入門書として、ステ

ップバイステップでソースコードを解説する。具体的なサンプ

ルを開発しながら、インタラクション技術を独習できる。

B5判 400頁 定価(2,800円+税)0907 978-4-274-06750-1
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なるほどナットク！

ITRON／JTRONがわかる本

美崎 薫 著

私たちの身の回りの電子機器に組み込みシステムやリアルタイ

ムOSとして活用され、目に見えない形で利用されている

TRONをカーナビやビデオカメラなど、実際に搭載されている

機器等を例にTRONのシステム構造、内部設計をわかりやすく

解説する。

B6判 228頁 定価(1,200円+税)0102 978-4-274-07914-6

テスト駆動開発

Kent Beck 著
和田卓人 訳

テスト駆動開発の考案者であるKent Beck自身によって書かれ

た原典を、日本におけるテスト駆動開発の第一人者である和田

卓人氏によって日本語訳。テスト駆動開発とは単にテスト自動

化を行うことではなく、ユニットテストとリファクタリングを

両輪とした小さいサイクルを回すことで不確実性を制御し、不

断の設計進化を可能にする手法であること解説。A5判 344頁 定価(2,800円+税)1710 978-4-274-21788-3

アジャイルコーチング
RachelDavies

Liz Sedley 共著

永瀬美穂

角 征典 共訳

ソフトウェア開発手法の一つである「アジャイル開発」。アジ

ャイル開発を実践するチームにおけるコーチ（プロジェクトチ

ームメンバーの指導者）のあり方について、実用的な側面から

解説。

A5判 236頁 定価(2,800円+税)1701 978-4-274-21937-5

子どもに教えるためのプログラミング入門
―ExcelではじめるVisual Basic―

田中一成 著

2020年度の新学習指導要領から予定されている「小中学校での

プログラミング教育の必修化」により、教員や親達にもプログ

ラムに触れる機会が増えることは必至。本書は、家族ぐるみで

プログラミングを学びたい人たちが、プログラミングの基礎・

楽しさを実感するのに最適の一冊。

B5変判 212頁 定価(2,000円+税)1611 978-4-274-21985-6

新装版

達人プログラマー
職人から名匠への道

AndrewHunt

DavidThomas 共著

村上雅章 訳

ソフトウェアを開発するにあたり、心がけたい考え方やどのよ

うなツールを選ぶか、また、どのように開発を進めるかなどに

ついて、普遍的な内容について記述。すべてのソフトウェア開

発者、プログラマはもちろん、何らかのプロジェクトにかかわ

る方には立場を問わず必ず読んでほしい名著。

A5判 384頁 定価(3,200円+税)1610 978-4-274-21933-7

新装版

リファクタリング
既存のコードを安全に改善する

Martin Fowler 著

児玉公信・友野晶夫

平澤 章・梅澤真史 共訳

プログラムに潜む扱いにくい部分を見つけ出し、その動作を変

えずに内部の構造を改善していくためのテクニックを整理した

名著『リファクタリング プログラミングの体質改善テクニッ

ク』を、オリジナルの訳者による丁寧な見直しと現代的なJava

開発環境による「再リファクタリング」を施した書き下ろし付

録を収録して再発行する。B5変判 488頁 定価(4,200円+税)1407 978-4-274-05019-0

型システム入門
―プログラミング言語と型の理論―

Benjamin C.Pierce 著

住井英二郎 監訳

遠藤侑介・酒井政裕

今井敬吾 他共訳

型システムとは、プログラミング言語の安全性や効率を高める

うえで重要な理論・手法。本書は、型システムについて基礎的

な話題を網羅し、実装例を交えて丁寧に解説した“Types And

Programming Languages”を翻訳したもの。静的型付言語を深

く理解して活用したいプログラマーにとっても貴重な情報とな

っている。B5判 528頁 定価(6,800円+税)1303 978-4-274-06911-6

7つの言語 7つの世界
BruceA.Tate 著

まつもとゆきひろ 監訳
田和 勝 訳

現代のソフトウェア開発者は、複雑なソフトウェアを作り上げ
るために、複数のプログラミング言語とパラダイムを使いこな
すことを求められている。本書は、1週間で1つの新しい言語を
学ぶ“Seven Languages in Seven Weeks”の翻訳書。言語の特徴
をおとぎ話や映画などになぞらえて、それぞれ特徴的な7つの
言語を紹介。主要な言語の特性やプログラミングパラダイムを
解説します。A5判 304頁 定価(3,200円+税)1107 978-4-274-06857-7

Coders at Work
―プログラミングの技をめぐる探求―

Peter Seibel 著
青木 靖 訳

世界的に著名な15人のプログラマへのインタビュー集。コンピ

ュータにかかわる人であれば誰もが知っている、さまざまなプ

ログラミング言語やOS、Webブラウザを生み出してきたカリ

スマたちから、そのプログラミングに対する考え方や自身のエ

ピソードを聞きだしている。伝説的なコーダーたちの創造の秘

密が生き生きと浮き彫りになる一冊！A5判 608頁 定価(2,800円+税)1105 978-4-274-06847-8

情熱プログラマー
―ソフトウェア開発者の幸せな生き方―

Chad Fowler 著
でびあんぐる 監訳

プログラマが素晴らしいキャリアを築くための実践的な考え方

と方法を説く！本書は、等身大のプログラマの一人がキャリア

開発の重要性を説き、そのための心構えなどを示したもの。

「プログラマはビジネス視点を持って意識的なキャリア開発を

すべき」という視点から、その実践方法を著者独特の生き生き

とした共感できる語り口で伝える。A5判 216頁 定価(2,400円+税)1002 978-4-274-06793-8
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なぜプログラミングができないのか
―イメージとパターンで学ぶJavaプログラミング―

羽山 博 著

「プログラミングとは現実の世界をいかに抽象化するかという

こと」という考えのもと、現実の世界と抽象化されたプログラ

ムの世界を結ぶ「イメージ」と抽象化のさまざまな「パター

ン」を、できるだけ具体的に丁寧に説明している。単なる文法

書ではなく、プログラムを作るプロセスが手にとるようにわか

る他に類を見ない一冊となっている。A5判 256頁 定価(2,400円+税)0607 978-4-274-20264-3

ハッカーと画家 コンピュータ時代の創造者たち

Paul Graham 著
川合史朗 監訳

本書の著者Paul Grahamは、LISPプログラミングの達人である

と同時に、後のYahoo!Storeとなるソフトウェアを作り、ベン

チャー創業者として大きな成功を収めたことで知られる。本書

でGrahamは、コンピュータが大きな役割を担う時代におい

て、いかに発想を広げ、美しいものを設計し作り上げるかを、

さまざまな切り口から大胆に考察している。A5判 272頁 定価(2,400円+税)0501 978-4-274-06597-2

IT Text

プログラム仕様記述論

荒木啓二郎
張 漢明 共著

高品質のソフトウェアを効率良く開発するために、プログラム

の正しさを証明するためのプログラム検証理論と形式仕様記述

との初歩を解説。

〔目次〕プログラムの正しさ／Floyd-Hoare 論理／仕様として

の事前条件と事後条件／VDM-SLによる仕様記述入門／例題

で見るシステム仕様記述／他A5判 210頁 定価(2,800円+税)0211 978-4-274-13263-6

オブジェクト指向とエージェント
―基礎と応用―

電気学会 新ソフトウェア・アーキテクチャの産業応用調査専門委員会 編

情報通信技術の発達によりオブジェクト指向による情報システ

ム開発が主流となり、エージェント技術の導入も進んでいる。

しかし、それらの技術を産業に適用する書籍はなく、実用が妨

げられている。本書は、オブジェクト指向とエージェント技術

の基礎からその特徴をさまざまな産業で適用するための効果的

な方法を実例で解説している。A5判 250頁 定価(4,300円+税)0107 978-4-274-07924-5

新世代工学シリーズ

プログラミング言語

鯵坂恒夫 編著

大学学部を主対象にしたプログラミングの教科書。C言語で各

種演算子、ポインタ、ライブラリなどのプログラムを構成する

要素技術について、それらを集約した実際の応用であるCGプ

ログラミングについて詳しく解説している。

〔目次〕プログラミングをはじめるにあたって／プログラムを

作ってみよう／他B5判 178頁 定価(2,500円+税)0007 978-4-274-13204-9

プログラミングがわかる本

本田哲夫 著

昨今のプログラミング環境やシステム開発環境は以前と異なり

多角化が進んでいる。そこで本書は、学生を含めエンドユーザ

がプログラム開発をするのに役立つように、その基礎と開発環

境についてイラストを交えやさしく解説。また、誰もがわかる

例をBASIC、C++、Java、VisualBasicで例示し、比較しなが

ら理解できる。A5判 148頁 定価(1,500円+税)9912 978-4-274-07894-1

インターユニバーシティ

プログラミング

阿部圭一 編

言語としてC言語をとりあげ、囲み記事、演習問題によりプロ

グラミングの本質が理解できる一冊。

〔目次〕プログラミングの学び方／プログラミングを体験しよ

う／実行の流れを変えよう／関数を作ろう／いろいろな記法を

学ぼう／配列を使おう／文字列を使おう／演算子を使おう／フ

ァイルを作ろう／他A5判 168頁 定価(2,300円+税)9903 978-4-274-13145-5

オブジェクト指向がわかる本

佐藤英人 著

オブジェクト指向とは何か、そこで使われる用語をまずわかり

やすく解説することからはじめ、オブジェクトの実装／定義を

経て、簡単な例題（もぐらたたきゲーム）を取り上げ、そのオ

ブジェクト指向プログラミングをjavaで説明。最後にオブジェ

クト指向の分析と設計を行い、オブジェクト指向の全貌を理解

できるようにまとめた。A5判 136頁 定価(1,600円+税)9804 978-4-274-07858-3

コンパイラ
―作りながら学ぶ―

中田育男 著

コンパイラを通してソフトウェアのしくみとアルゴリズムを考

えるのに役立つよう、例を用いて具体的に記述。図表やプログ

ラムを多用し、わかりやすくまとめているので、教科書、参考

書として適している。

A5判 216頁 定価(3,000円+税)1710 978-4-274-22116-3

情報工学入門選書

コンパイラ

辻野嘉宏 著

プログラミングの基礎知識のある人を対象として、コンパイラ

を構成するアルゴリズムの理解、コンパイラ作成支援ツールの

理解、コンパイラを自分で作成できる、までを詳しく解説した

学部教科書。豊富な問題と演習課題と実例により確実に理解で

きる。

A5判 240頁 定価(3,300円+税)1409 978-4-274-21627-5
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情報系教科書シリーズ

コンパイラ

湯淺太一 著

大学学部、情報系学科の専門課目「コンパイラ」の教科書。本
書はコンパイラの基礎的な理論も紹介しているが、理論そのも
のよりもそれらがコンパイラ開発にどう活かされるかに重点を
置いて解説している。具体例を示すためにC言語とPentiumプ
ロセッサを主たる対象としている。コンパイラを構成するさま
ざまな処理に対して、紙面の許す限り処理プログラムを掲載し
た。A5判 258頁 定価(3,300円+税)1409 978-4-274-21620-6

IT Text

コンパイラとバーチャルマシン

今城哲二 他著

好評のIT Textシリーズの一巻。コンパイラを主に、コンピュ

ータでプログラムを実行できるようにする言語処理の基本概念

から諸機能の実現法まで、バーチャルマシンにおけるインタプ

リタも含めて、基礎が確実に理解できるよう体系的に解説した

教科書。

A5判 224頁 定価(2,800円+税)0409 978-4-274-13308-4

新コンピュータサイエンス講座

コンパイラ

中田育男 著

コンパイラを通してソフトウェア全般のアルゴリズムを考える

理解に役立つ内容。図表やプログラムを多用し、わかりやすく

まとまめている。

〔目次〕コンパイラの概要／コンパイラの簡単な例／文法と言

語／字句解析／下向き構文解析／意味解析／誤りの処理／仮想

マシンと通訳系A5判 210頁 定価(3,200円+税)9506 978-4-274-13013-7

初めて学ぶ

Visual Basic入門早わかり

堀 桂太郎 著

工業高校の電気科・電子科で学ぶ情報基礎、情報技術に対応し

た教科書準拠版の副読本である。Windows版 Visual Basicを

使ったやさしいプログラミング入門書。電気技術者のためのコ

ンピュータ・リテラシーの新しい基礎知識読本として発行した

もの。

B5判 148頁 定価(1,800円+税)0002 978-4-274-94622-6

Cで学ぶデータ構造とプログラム

LeendertAmmeraal 著
小山裕徳 訳

C言語を用いて、動的データ構造を含む高度なプログラミング

テクニックを体系的に解説。

〔目次〕プログラミング・スタイル、繰返しと再帰／配列とフ

ァイルの操作／組合せ問題／連結リスト／2分木／B−木／ト

ライ／グラフ／インタプリタとコンパイラの基礎／CとC++に

ついて／プログラムの章別一覧A5判 344頁 定価(3,800円+税)9511 978-4-274-07827-9

組込みユーザのための

アセンブリ/C言語読本
橋本洋志
小林裕之
冨永和人 共著

アセンブラやCコンパイラにより実際のプログラムがどのよう

に動作しているのかを理解することで、効率的なプログラムを

作れるようになることを目的とした。

〔目次〕組込みシステムのプログラミングへの導入／アセンブ

リ言語によるプログラミングの基礎／C言語プログラムの動作

解析／インターバル動作A5判 256頁 定価(2,600円+税)1005 978-4-274-20871-3

書き込んで使える

Cプログラミングの教科書

羽山 博 著

本書は、主に大学での講義や企業研修で使用できる、そしてた

だ読むだけでなく書き込んで使うことで、C言語プログラミン

グの学習を挫折させないよう配慮した書籍として企画したも

の。すべての事項を網羅するのではなく、ステップアップの基

礎がきちんとできることを目指し、かつ、必要な情報を詳しく

記述することとしている。B5判 224頁 定価(2,400円+税)0901 978-4-274-20657-3

Cによる探索プログラミング
―基礎から遺伝的アルゴリズムまで―

伊庭斉志 著

アルゴリズムの知識を前提としない初心者向けに、C言語の基

礎的部分から、複雑なデータ構造の利用方法、最適値探索と遺

伝的アルゴリズム（GA）の実装までをわかりやすく解説する。

随所に演習を盛り込み、ゲームやパズル解法のプログラムを作

成しながらプログラミングに習熟することができる。

A5判 296頁 定価(3,200円+税)0809 978-4-274-06730-3

C言語ではじめる

医用情報処理
―生体情報計測と医用電子工学―

小高知宏 著

本書は、生体信号や生体情報をC言語で解析して実行するも

の。画像では、DICOM(Digital Imaging and Communications

in Medicine：医用画像機器間の通信プロトコルを定義した標

準規格)についても触れる。各章でのプログラムによる処理対

象データは、心電図や血圧波形、X線写真などを使う。

B5判 336頁 定価(3,600円+税)0802 978-4-274-06713-6

C言語によるプログラミング
―応用編―(第2版)

内田智史 監修
株式会社システム計画研究所 編

文法の基礎事項をはじめ、分割コンパイル、マクロ、関数、ラ

イブラリ、ポインタ、ビット処理、データ構造、ネットワー

ク、数値解析、ソフトウェア開発手法など、C言語による本格

的なプログラミングテクニックの知識を一冊に凝縮。実践的な

プログラミングに役立つさまざまなノウハウや注意点を、豊富

なサンプルプログラムを紹介しながら解説。B5判 400頁 定価(2,400円+税)0209 978-4-274-06487-6
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C言語によるプログラミング
―基礎編―(第2版)

内田智史 監修
株式会社システム計画研究所 編

初めてC言語を学ぶ方のために、C言語の文法の習得を中心に、

プログラミングに必要な基礎知識をさまざまなプログラミング

テクニックについても解説しているので、本格的なシステムプ

ログラミングへの足がかりを得ることができる内容となってい

る。

B5判 400頁 定価(2,200円+税)0111 978-4-274-06440-1

C言語によるプログラミング
―スーパーリファレンス編―

内田智史
秋元 勝
北川雅巳 他著

C言語の文法や構文規則、標準ライブラリなどの仕様につい

て、体系的かつ実用的に解説する。各解説の理解を助けるため

に図解を多用し、また実用的なプログラミングを行う際のヒン

トやつまずきやすい点を詳しく紹介しているので、C言語の初

心者はもちろん、日常的にプログラミングを行っている方ま

で、幅広く対応した内容である。B5判 560頁 定価(2,800円+税)0001 978-4-274-06337-4

定本

入門COBOL

西村恕彦
植村俊亮 共著

JIS改訂に合わせ、待望の改訂！現場プログラムエンジニアか

ら学校教育まで多くの方に読まれてきた定番書を、2011年の

JIS COBOL全面改定に沿って改訂。「COBOL標準語をできる

だけわかりやすく、広くしかも正確に解説した入門書」という

初版以来の編集思想で全般を説明した。

B5判 390頁 定価(5,200円+税)1201 978-4-274-21131-7

SGML／XMLがわかる本

芝野耕司 著

XMLは、電子化文書の国際標準であるSGMLとその応用とし

てインターネットで使われるHTMLの双方の機能をもつ。本

書は、SGMLの誕生とその構造からネットワークを背景とした

HTMLへの進展、そしてそれらの統合的な役割をもつXMLに

ついて、イラストを混じえわかりやすくまとめた。

A5判 162頁 定価(1,500円+税)0005 978-4-274-07893-4

JavaScriptプログラミング入門
（第2版）

大津 真 著

JavaScriptの基礎をしっかり身に付けたいユーザに向けた書

籍。JavaScriptの入門書として定評のある旧版に、近年注目を

浴びているAjaxの話題などを取り入れ、現在の状況に合わせ

て改訂したもの。Webページを持っている個人ユーザや、プ

ログラミング初心者、プログラミングの基礎を学びたい人に

は、特におすすめ。B5変判 432頁 定価(2,800円+税)0609 978-4-274-06660-3

UMLがわかる本

樫山友一 著

オブジェクト指向でのソフト開発プロセスに関係する方々にと

って、UMLの表記を修得することは不可欠である。本書は、

オブジェクト指向を初めて学ぶ方々を主な対象に、その標準モ

デル記述言語であるUMLとは何なのか、その表記法は、どの

ように読み書きするのか、といったことを中心に、わかりやす

くまとめた。A5判 120頁 定価(1,500円+税)0402 978-4-274-07966-5

わかりやすい

UML入門
―UML1.4とJ2EE対応―

樫山友一
日野泰臣 共著

ご好評をいただいた「わかりやすいUML入門」をUML1.4に対

応し、またWebベースのシステム開発が主流になってきてい

るのでJ2EEのアプリケーションサーバの利用などを考慮し、

全面的に見直しをした最新のUMLの実務入門書である。オブ

ジェクト指向開発プロジェクトに関わるソフトウェアエンジニ

アの方々にとって必携の書。B5変判 192頁 定価(2,000円+税)0209 978-4-274-07952-8

わかりやすい

SQL

平尾隆行 著

最近、リレーショナルデータベース（関係データベース：

RDB）が一般化している。SQL自体が拡大してきており、世

界標準およびJIS標準のデータベース言語として規格制定され

ている。RDBを処理するための言語であるSQLについて90項

目に分け、その基礎からデータ操作、定義そして実際の処理ま

でを図解で解説。A5判 256頁 定価(2,800円+税)9903 978-4-274-07880-4

SQLがわかる本

芝野耕司 著

リレーショナルデータベースやSQLを初めて学ぶ人を主対象

に、SQLの基礎、基本について、例題やイラストを混じえわか

りやすくまとめた。

〔目次〕リレーショナルデータベースとSQL／SQLでの問合せ

SELECT文とMSAccessのクエリー／表とビューの定義／式、

探索条件、述語、SQLの句／他A5判 134頁 定価(1,400円+税)9811 978-4-274-07872-9

IT Text

Java/UMLによるアプリケーション開発
森澤好臣 監修

布広永示

高橋英男 共著

Javaによるアプリケーションプログラムの実践力が身につくよ

う、商用のアプリケーションを開発するために必要な基礎知識

を学習するとともに、実際のアプリケーションのJavaプログラ

ムの例題と演習を実際のコンピュータで動かし、動作原理を理

解しながら学習できる教科書。講義用の資料も充実。

A5判 230頁 定価(2,600円+税)0811 978-4-274-20634-4
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IT Text

Javaオブジェクト指向プログラミング

布広永示 編著

オブジェクト指向プログラミングに必要なオブジェクト指向の

主要な概念を解説するとともにスレッド、アプレットなどのプ

ログラミング例により実践的に理解できる。

〔目次〕Javaプログラミングの基礎／クラスの定義と呼び出し

／クラス継承／スレッド処理／JavaのGUI／オブジェクト指向

プログラミングの例題／Java実行環境についてA5判 264頁 定価(2,800円+税)0811 978-4-274-20639-9

IT Text

Java基本プログラミング
今城哲二 編

マッキン ケネスジェームス

大見嘉弘 共著

文理融合系の情報学部のプログラミング教育で多く使われてい

るJava言語による初学年におけるプログラミング教育用の標準

教科書。読者がプログラミングやJava言語の文法の知識を有し

ないことを前提に、Javaによるプログラミングの基本を解説。

A5判 248頁 定価(2,500円+税)0712 978-4-274-20485-2

なるほどナットク！

Javaがわかる本

鈴木啓高 著

はじめてJavaに触れる人やこれから学ぼうとする方々がJavaの

世界を概観できるよう、その開発の歴史や背景、Javaに関連す

る様々な用語、アプリケーション開発ツールの動向等を無理な

く理解できるよう、筋道をたててやさしく解説する。

B6判 216頁 定価(1,200円+税)0405 978-4-274-07970-2

Pythonによる

テキストマイニング入門

山内長承 著

Pythonを使ったテキストマイニングの入門書。Pythonのイン

ストールから基本文法、ライブラリパッケージの使用方法など

についてもていねいに解説を行っているのでPython初学者に

も対応。テキストマイニングについては概要から実例に至るま

で一から解説を行っている。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)1711 978-4-274-22141-5

算数でわかるPythonプログラミング

田中一成 著

「算数」を題材にPythonを学ぶ内容。Pythonのプログラミング

の基本中の基本を勉強するために、「上手なプログラム」では

なく「理解するためのプログラム」としているので、プログラ

ミングチャレンジへの第一歩を踏み出すに最適の内容。

B5変判 180頁 定価(1,700円+税)1710 978-4-274-22113-2

たのしいプログラミング

Pythonではじめよう！
Jason R. Briggs 著

磯 蘭水

藤永奈保子

鈴木 悠 共訳

プログラミングに二の足を踏んでいる方、あきらめている方に

向けた、楽しいプログラミング世界の入門書。世界中で大人気

のプログラミング言語Pythonなら、覚えることも最小限。楽

しみながらプログラミングを満喫！“Python for Kids：A Play-

ful Introduction to Programming”の邦訳。

B5変判 280頁 定価(2,800円+税)1402 978-4-274-06944-4

Rubyのしくみ
―Ruby Under a Microscope―

Pat Shaughnessy 著

島田浩二

角谷信太郎 共訳

本書はVMベースのインタプリタ型言語処理系であるRubyが

コードをどのように解釈し、どうやって実行するかを解説した

書籍。図版と短いコードの実験を多用した構成により、事前知

識がなくても、プログラミング言語処理系の実装の仕組みを無

理なく学ぶことができる。

A5判 360頁 定価(3,200円+税)1411 978-4-274-05065-7

プログラミングRuby 1.9
―言語編―

DaveThomas with Chad Fowler andAndyHunt 著

まつもとゆきひろ 監訳

田和 勝 訳

Rubyは、まつもとゆきひろ氏によるオブジェクト指向プログ

ラミング言語。本来の強力さと使いやすさに加え、アジャイル

開発との相性の良さ、Webアプリケーション開発フレームワ

ークRubyonRailsの人気などにより世界中で使われている。

〔目次〕第I部 Rubyの基礎／第II部 Rubyとその周辺／第III部

Rubyの文法と動作の仕組みB5変判 464頁 定価(3,800円+税)1005 978-4-274-06809-6

プログラミングRuby 1.9
―ライブラリ編―

DaveThomas with Chad Fowler andAndyHunt 著

まつもとゆきひろ 監訳

田和 勝 訳

Rubyは、まつもとゆきひろ氏によるオブジェクト指向プログ

ラミング言語。本来の強力さと使いやすさに加え、アジャイル

開発との相性の良さ、Webアプリケーション開発フレームワ

ークRubyonRailsの人気などにより世界中で使われている。

〔目次〕組み込みのクラスとモジュール／標準ライブラリ／

Rubyを拡張するB5変判 496頁 定価(4,400円+税)1005 978-4-274-06810-2

Rubyアプリケーションプログラミング
前田修吾

まつもとゆきひろ

やまだあきら

永井秀利 共著

Rubyでアプリケーションプログラムを書くときに役立つ、重

要なノウハウを重点解説。（CD-ROM付）

〔目次〕イントロダクション：Rubyとは／オブジェクト指向プ

ログラミング／CGIプログラミング／マルチスレッド／ネット

ワークプログラミング／RubyとGUI−Ruby/Tk入門／Ruby/

Tkの詳細／他B5変判 560頁 定価(3,500円+税)0204 978-4-274-06461-6
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Rubyプログラミング入門

まつもとゆきひろ 監修
原信一郎 著

Rubyは、Perlと同等以上の機能を持ち、さらに、直観的に楽

しくプログラミングできるという特長を持っている。本書は、

カバーする分野を主にRubyの基礎とテキスト処理に絞って、

分かりやすく丁寧に解説する。Ruby界の第一人者を著者に、

Rubyの作者自身を監修者に迎えた入門書として決定版といえ

る1冊。B5変判 352頁 定価(2,800円+税)0010 978-4-274-06385-5

関数プログラミング 珠玉のアルゴリズムデザイン

Richard Bird 著
山下伸夫 訳

探索、木、有効グラフ、文字列照合、パズル、計算幾何、算術

符号、組合せ論的問題、……。さまざまな問題に対するアルゴ

リズムには、その背景に興味深い考え方が隠されている。本書

では、それらをHaskellのコードとして書き出し、そこから効

率の良いプログラムを導出していく。

A5判 288頁 定価(4,200円+税)1411 978-4-274-05064-0

すごいErlangゆかいに学ぼう！

Fred Hébert 著
山口能迪 訳

サーバアプリの開発にも数多く利用されているプログラミング

言語Erlang。その構文から並行プログラミングの基礎、OTP

と呼ばれるツール群の使い方、分散処理、テスト、アプリケー

ションのリリース方法、型を用いた静的解析ツールDialyzerに

いたるまで、Erlangのすべてを徹底的に解説。

A5判 624頁 定価(3,800円+税)1407 978-4-274-06912-3

プログラミングErlang

JoeArmstrong 著
榊原一矢 訳

Erlang（アーラン）とは、近年再評価されて注目を集めている

関数型プログラミング言語。本書は、並行プログラミングに有

効な言語として急速に一般にも認知され始めたプログラミング

言語Erlangのバイブル的な解説書を翻訳するもの。原著者は

Erlangの初期の頃からの開発者の一人。

B5変判 480頁 定価(4,400円+税)0802 978-4-274-06714-3

プログラミングClojure
（第2版）

Stuart Halloway andAaron Bedra 著
川合史朗 訳

Clojure（クロージャ）は、関数型プログラミングや並行プロ

グラミングといった、強力なプログラミング手法をサポートす

るプログラミング言語です。進んだパラダイムと実用性との見

事なバランス、オープンソースでの公開やJavaとの親和性の高

さなどが特徴。“Programming Clojure”の2nd editionを翻訳。

A5判 292頁 定価(3,400円+税)1304 978-4-274-06913-0

関数プログラミング入門
―Haskellで学ぶ原理と技法―

Richard Bird 著
山下伸夫 訳

本書はHaskell、OCaml、F#、Scalaといった言語の普及によ

り改めて注目される「関数プログラミング」の理論を体系的に

学ぶ教科書 “Introduction to Functional Programming using

Haskell”の翻訳。関数プログラミングにおける評価戦略、デー

タ構造、計算量、型、モナドの仕組みなどについて、Haskell

によるシンプルなコードを例に解説している。A5判 480頁 定価(3,800円+税)1210 978-4-274-06896-6

すごいHaskellたのしく学ぼう！
Miran Lipovaĉa 著
田中英行
村主崇行 共訳

丁寧な解説とポップな例題で本物のHaskellプログラミングを

習得できる入門書。原書は、型、遅延評価、モナドといった難

しい概念にも自然に慣れていけるよう工夫された構成、他の言

語経験者への配慮、それに原著者による楽しいイラストによっ

て、もっとも分かりやすいHaskell本として高く評価されてい

る。A5判 416頁 定価(2,800円+税)1205 978-4-274-06885-0

プログラミングHaskell

GrahamHutton 著
山本和彦 訳

Haskell（ハスケル）は純粋関数型言語として注目を集めてい

るプログラミング言語。本書は、関数プログラミングの専門家

が題材を厳選して著したものであり、すでに国内のHaskellユ

ーザたちからの評価も高い。これからHaskellを始めようとい

う人はもちろん、既存の入門書を購入している人たちにもお勧

め。A5判 232頁 定価(2,800円+税)0911 978-4-274-06781-5

Scheme修行
Daniel P. Friedman andMatthias Felleisen 著

元吉文男
横山晶一 共訳

プログラミング言語Schemeは、Lispの代表的な方言であり、

計算機科学においてプログラミングを学ぶ上でもっとも適した

言語のひとつでもある。本書は、2010年10月発行『Scheme手

習い』の続編。『Scheme手習い』同様の対話形式で、状態やス

コープ、継続といった、Schemeと計算機科学のさらなる話題

を扱っている。A5判 232頁 定価(2,800円+税)1106 978-4-274-06853-9

Scheme手習い
Daniel P. Friedman andMatthias Felleisen 著

元吉文男
横山晶一 共訳

SchemeはLispの代表的な方言。本書はSchemeの基本的な考え

方を対話形式で学んでいく、イラスト入りの定番の入門書。

Daniel P. Friedman andMatthias Felleisen“The Little Schemer,

Forth Edition”（The MIT Press, 1995）の翻訳。

A5判 216頁 定価(2,800円+税)1010 978-4-274-06826-3
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関数プログラミングの楽しみ

Jeremy Gibbons andOege deMoor 編
山下伸夫 訳

関数プログラミングとは、代入や状態を避け、数学における関

数と同じように計算を扱うプログラミングの考え方。本書は、

関数プログラミングを「楽しむ」という視点から、実際の問題

に対して有益な応用を学ぶことができる教科書の翻訳書。各章

では、向上心あるプログラマにとって魅力的な話題を、この分

野の高名な研究者たちがそれぞれ分担して執筆している。A5判 312頁 定価(4,200円+税)1006 978-4-274-06805-8

実践

Common Lisp
Pieter Seibel

佐野匡俊 共訳

水丸 淳・園城雅之

金子祐介 共著

Common Lispは、近年再注目されている関数型プログラミン

グ言語Lispのもっともメジャーな一種で、ANSIにより仕様が

策定されている。本書は、Common Lispで実用的なアプリケ

ーションを開発するために必要な知識を基礎からていねいに解

説。

B5変判 520頁 定価(4,200円+税)0807 978-4-274-06721-1

On Lisp

Paul Graham 著
野田 開 訳

Lispは近年、強力で実用的なプログラミング言語として見直さ

れている。本書の原書である“On Lisp”は、Lispの強力さの源

であるマクロのプログラミングを徹底的に解説する名著であ

る。本書は、野田開氏が著者Paul Graham氏の許諾を得て訳

し、インターネットで公開していた日本語訳をもとに、さらな

る推敲を加えて書籍として発行した。A5判 440頁 定価(3,800円+税)0703 978-4-274-06637-5

プログラミングElixir
DaveThomas 著

笹田耕一
鳥井 雪 共訳

世界的なRubyプログラマであるDave Thomas氏が書いた、プ

ログラミング言語Elixirの本格的解説書、“Programming Elix-

ir”（Pragmatic Bookshelf 2014）の翻訳書。事前知識をさほど

必要とせずに、Elixirらしいプログラミングを学ぶことが可能。

A5判 344頁 定価(2,800円+税)1608 978-4-274-21915-3

IT Text

HPCプログラミング
寒川 光

藤野清次

長嶋利夫

高橋大介 共著

HPCはHigh Performance Computingの頭文字で、高性能計算

と訳され、大規模な数値計算を高性能な計算機で高速処理する

ための技術である。本書は、大学学部から大学院における

HPCの入門用教科書として数値計算の基礎からHPCプログラ

ミングの技法を解説している。

A5判 244頁 定価(2,800円+税)0908 978-4-274-20746-4

はじめての

S-PLUS/R言語プログラミング

竹内俊彦 著

数学モデルやシミュレーションの例題を解きながら学ぶことの

できるS-PLUS/R言語の入門書。S-PLUSはベル研究所の研究

者らが開発した汎用データ解析システムでINSIGHTFUL社の

製品。S-PLUS/Rは、C言語等と比較して短いプログラムで直

感的にできるので短期間で習得可能である。

A5判 396頁 定価(2,800円+税)0511 978-4-274-06623-8

Gitによるバージョン管理
岩松信洋

上川純一

まえだこうへい

小川伸一郎 共著

バージョン管理ツールGitは、高機能な反面、望みどおりの結

果を得るには少し慣れが必要である。本書は、Gitを使ってい

て実際によく出会う状況やワークフローを例に、基本的な使い

方からその先まで、場面に応じた使い方を解説する。

A5判 320頁 定価(2,800円+税)1110 978-4-274-06864-5

入門

git

Travis Swicegood 著
でびあんぐる 監訳

git（ギット）は、オープンソースな分散型のバージョン管理

ツールであり、ここ数年で急速にユーザを増やしている。本書

は、gitの実践的な解説書である“Pragmatic Version Control

Using Git”の日本語版で、ユーザにとって必要な知識を簡潔に

解説している。

A5判 208頁 定価(2,400円+税)0908 978-4-274-06767-9

入門

GTK+

菅谷保之 著

GTK+（ジーティーケープラス）は、GUIアプリケーションを
作るためのライブラリで、LinuxやWindowsやMac OS Xなど
に対応しており、Linuxなどでは事実上の標準に近い地位を占
めている。しかし、最新版のGTK+2に対応した解説書がなく、
入門者にとってややハードルが高い状態だった。本書は、
Web上で公開されていたGTK+2の解説書をブラッシュアップ
した。B5変判 392頁 定価(3,000円+税)0910 978-4-274-06776-1

VMwareによる仮想マシンの構築・活用

小島範幸
北浦訓行 共著

仮想化ソフトウェアとして人気の高いVMware（Player、Ser-

ver、Workstaion）をとりあげ、そのインストール方法から実

用的な活用事例までを詳しく解説する。

B5変判 304頁 定価(2,800円+税)0811 978-4-274-06739-6
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Subversion実践入門：
達人プログラマに学ぶバージョン管理（第2版）

MikeMason 著
でびあんぐる 監訳

Subversion（サブバージョン）は、オープンソースなバージョ

ン管理ツールで、既に幅広いユーザの支持を得ている。本書は

プログラマを対象にしたSubversionの実践的な解説書で、ユー

ザとして知っておきたいベストプラクティスを簡潔かつ十分に

解説する。監訳者による注釈・コラム、svk、Tracに関する追

補あり。A5判 264頁 定価(2,600円+税)0704 978-4-274-06680-1

入門

xyzzy
山本泰三
日江政弘
稲原知久 他著

xyzzyは、高機能なWindows用のテキストエディタである。

Lispインタプリタを内蔵しており、Windows用の一般的なエ

ディタとEmacsの両方の特徴を持ち、根強い人気がある。本書

は、xyzzyについて、これから使い始める入門者から思い通り

に使いこなしたい中級者までを対象に、インストール手順や操

作方法、便利な設定や追加機能などを解説。B5変判 464頁 定価(2,800円+税)0503 978-4-274-06600-9

CVSによるオープンソース開発
Karl Fogel 他著

でびあんぐる 監訳
竹内里佳 訳

CVS（Concurrent Versions System）は、ソフトウェアのバー

ジョンを管理するためのシステムである。CVSの基本的な使い

方から、ブランチの管理やCVSサーバーの構築・管理までをカ

バーしている。さらに、CVSと関連の深いオープンソースソフ

トウェアの開発手法についても、豊富なノウハウを提供してい

る。B5変判 404頁 定価(3,200円+税)0206 978-4-274-06473-9

Linkers & Loaders
John R. Levine 著

榊原一矢 監訳
ポジティブエッジ 訳

リンカとローダがどのように動作するかについて、またメイン

フレーム、UNIX、Windows、BeOSなどさまざまなOSのオブ

ジェクトファイルフォーマットについて、基礎からていねいに

説明した、数少ない良書の一冊。学生やプログラマの教科書と

しておすすめである。

B5変判 280頁 定価(3,200円+税)0109 978-4-274-06437-1

GNU Autoconf／Automake／Libtool

GaryV.Vaughan 他著
でびあんぐる 監訳

GNU Autoconf、Automake、Libtool（以 下 GUN Autotools）

は、さまざまなプラットフォーム上でソフトウェアを動作させ

るための開発ツールである。特にLinuxやFreeBSD向けのオー

プンソースソフトウェアのAutoconf対応はここ数年で急速に

進んでおり、事実上の標準となりそうな勢いである。GUN

Autotoolsの国内初の解説書。B5変判 448頁 定価(3,800円+税)0103 978-4-274-06411-1

電子書籍で生き残る技術
―紙との差、規格の差を乗り越える―

川崎堅二
土岐義恵 共著

電子書籍への注目が高まってきている。各種電子書籍端末が開

発され、統合的な販売サービスの開始も発表されている。規格

の統一や契約に関する研究も始まっている。本書は、既存のビ

ジネス書とは一線を画し、電子書籍時代に必要となる技術、生

き残るための技術について紹介し、進むべき方向をを示すもの

となる。四六判 200頁 定価(1,400円+税)1011 978-4-274-06831-7

Ubuntu活用ガイド
Windows PCメンテナンスブック

北浦訓行
小島範幸 共著

Ubuntuは、コミュニティによって開発されているLinuxベース

のオペレーティングシステム（ディストリビューション）。本

書は、Ubuntuの使いやすさを利用してWindows PCのメンテ

ナンスを行う方法を紹介する。インストールから、レスキュー

キットの作成、日常のメンテナンス、削除したファイルの復

旧、パーティションの復旧などのPCレスキューまで解説する。A5判 320頁 定価(2,600円+税)1006 978-4-274-06813-3

KNOPPIX活用ガイド：
Windows PC メンテナンスブック

北浦訓行
久保田考 共著

KNOPPIX（クノーピクス）は、ドイツのKlaus Knopper氏に

よって開発されたCD/DVDブータブルLinux。KNOPPIXは、

PCのメンテナンスツールとして十分に活用できる。本書は

KNOPPIXという無料で強力なPCメンテナンスツールを利用し

て、HDDパーティションのサイズ変更やクラッシュしたOSの

復旧作業、PCの日々のメンテナンスなどを解説する。A5判 304頁 定価(2,500円+税)0707 978-4-274-06682-5

ペーパープロトタイピング
最適なユーザインタフェースを効率よくデザインする

Carolyn Snyder 著
黒須正明 監訳

「ペーパープロトタイピング」とは、実際にプログラミングを

組んだり、インタフェースをデザインする前に、紙などを使っ

た二次元の試作品でユーザビリティテストを行う手法である。

本書は、「ペーパープロトタイピング」の実行方法について網

羅的に説明している。この一冊で、ペーパープロトタイピング

とユーザビリティテストを理解できる。B5変判 384頁 定価(3,200円+税)0406 978-4-274-06566-8

データベースシステム

北川博之 著

本書はデータベース技術の基礎をわかりやすく解説した教科書

である。実用システムで中心的なリレーショナルデータベース

はもちろん、各種システム化技術やオブジェクト指向データベ

ースシステムについても取り上げている。SQLやODMG標準

の説明は最新の使用に準拠している。DBSのエキスパートを目

指す学生・研究者・技術者に最適である。A5判 240頁 定価(3,200円+税)1409 978-4-274-21605-3
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7つのデータベース 7つの世界
Eric Redmond
Jim R. Wilson 共著
角 征典 訳

近年、伝統的なRDBMS（リレーショナルデータベース管理シ

ステム）ではない、NoSQL系の次世代DBMSが台頭しつつあ

る。本書は、NoSQL系DBMSに関心がある技術者を対象とし

て書かれた書籍。特徴的な7種類の次世代DBMSのエッセンス

を体験しながら学べる構成となっており、ひととおりの概念を

理解したい人に最適。A5判 328頁 定価(2,800円+税)1302 978-4-274-06908-6

マンガでわかる

データベース
高橋麻奈 著

あづま笙子 作画

トレンド・プロ 制作

特定ベンダーの製品によらないデータベースの概念を、マンガ

でやさしく解説。果物の輸出に追われる王国の姫が、データベ

ースによる解決策を1つ1つ学んでいくというストーリーをとお

して、データベースの基本的な概念を身につけることができ

る。情報処理技術者試験対策にも役立つ練習問題付き。

B5変判 224頁 定価(1,900円+税)0512 978-4-274-06631-3

なるほどナットク！

データベースがわかる本

小野 哲
関口由美子 共著

データベースという言葉はよく耳にするが、その概念やしくみ

については理解しにくいことがあり、長年データベース関係の

仕事をしている方でさえも基本がわかっていないという。こう

した背景から、本書はデータベースの基礎知識を無理なく理解

できる基本的な入門書として発刊するもの。

B6判 206頁 定価(1,200円+税)0411 978-4-274-07977-1

IT Text

データベース
�水治夫
宮崎収兄
山崎晴明 共著

〔目次〕データベースの基本概念／データベースのモデル／関

係データベースの基礎／リレーショナルデータベース言語SQL

／データベースの設計／トランザクション管理／データベース

管理システム／データベースシステムの発展

A5判 196頁 定価(2,500円+税)0208 978-4-274-13254-4

データウェアハウスがわかる本

鈴木健司 著

DB（データベース）は、企業などでの定型的な業務処理に必

要な基幹DBが一般的である。本書は、DWHの構築や設計に関

心のある方々を対象に、DWHの考え方や概念から、分析・設

計・構築・活用までの基本的・本質的な事項を中心にわかりや

すくまとめた。

A5判 120頁 定価(1,500円+税)0006 978-4-274-07904-7

新世代工学シリーズ

データベース

西尾章治郎
上林弥彦 他編

セメスタ制に対応した構成で、図解を用いて、基本的なポイン

トをわかりやすく解説する新しいタイプの電気・電子・情報・

システム工学系の教科書シリーズ。

〔目次〕データベースを理解する／関係型データベースを勉強

する／SQLで関係型データベースを操作する／オブジェクト指

向概念を理解する／他B5判 180頁 定価(2,500円+税)0001 978-4-274-13194-3

データベースがわかる本

鈴木健司 著

パソコンを含めコンピュータの有効利用の技術基盤であるデー

タベースは、あらゆる立場のユーザーが各種の業務処理をはじ

め意思決定や問題解決に利用している。

〔目次〕データベースの概念／データモデルの概念／関係デー

タモデル／データベースの設計／SQL／関係DBMSのGUI／デ

ータベースの新たな展開A5判 120頁 定価(1,500円+税)9802 978-4-274-07856-9

FileMaker Pro 13 基礎講座
for Win/Mac

小山香織 著

データベースソフトFileMaker Pro Version 13の解説書。基本

機能を中心に、ソフトウェアの操作をやさしく解説。記述にそ

っていちからデータベースを作ることで、FileMaker Proの基

本操作とデータベースの概念を学習できる構成となっている。

WindowsとMac両対応。

B5変判 274頁 定価(1,900円+税)1403 978-4-274-06943-7

FileMaker Pro 12 基礎講座
for Win/Mac

小山香織 著

使いやすさに定評のあるデータベースソフト、FileMaker Pro

の最新版であるVersion 12の解説書。基本機能を中心に、ソフ

トウェアの操作をやさしくきちんと解説。FileMaker Go 12と

の活用方法にも触れている。基本操作を通じてデータベースの

概念も学習できる構成となっている。

B5変判 266頁 定価(1,600円+税)1206 978-4-274-06890-4

FileMaker Pro 11 基礎講座
for Win/Mac

小山香織 著

使いやすさに定評のあるデータベースソフト、FileMakerPro

の最新版であるVersion11の解説書。基本機能を中心に、ソフ

トウェアの操作をやさしくきちんと解説。また、F i le -

MakerProの操作を通じて、データベースの概念も学習でき

る。WindowsとMacintosh両対応。

B5変判 272頁 定価(1,600円+税)1006 978-4-274-06815-7
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FileMaker Pro 10 基礎講座
for Win/Mac

小山香織 著

FileMaker Proは、Version 10よりユーザインタフェースが大

幅に変更となり、今まで以上に使いやすく、また、思い通りに

カスタマイズできる新機能が追加された。本書は、新機能につ

いての解説だけでなく、FileMaker Proの操作を通じて、デー

タベースの概念を学習できる。WindowsとMacintosh両対応。

B5変判 352頁 定価(2,200円+税)0903 978-4-274-06753-2

FileMaker Pro 開発運用講座
第2版

株式会社ジェネコム 監修
高岡幸生 著

FileMaker Proでデータベースを構築・運用するにあたり必須

となる応用知識を提供。データベース構築から、ウィンドウの

デザイン、レイアウトのコツ、リレーションシップの活用など

について開発者に必要な情報まで踏み込んだ内容を紹介。セキ

ュリティやDBMSとの連携、FileMaker Goについても言及。

B5判 544頁 定価(4,800円+税)1510 978-4-274-21801-9

PDF & Acrobat X 活用術

福田良一 著

高付加価値PDFを簡単に作成・加工・管理化する新バージョ

ン「Acrobat X」の全貌がわかる。作成法から徹底活用までを

ビジネスユーザー向きにかみ砕いて解説。ユーザーインタフェ

ースが一新され、機能強化されたポイントを徹底解説。基本

編、中級編、上級編に分けて、必要な機能に絞り込み、真に使

いやすいものとなっている。B5変判 304頁 定価(2,200円+税)1012 978-4-274-50315-3

WindowsユーザーのためのPDF & Acrobat8入門

福田良一 著

バージョンアップされたAcrobat8（Adobe社）の解説書。企

業ユーザー向きに平易に解説。PDFへの変換が高速化され、

機能が充実した。高付加価値なPDFを簡単に作成し、活用す

るためのガイドブック。解説は、必要な機能に絞り込み、真に

使いやすいものとした。さらに知っておくと便利な使い方にも

力点。B5変判 240頁 定価(2,200円+税)0611 978-4-274-50116-6

WindowsユーザーのためのPDF & Acrobat6.0入門

福田良一
藤田加代子 共著

PDFと、PDFを扱うソフト「Acrobat6.0」（アクロバット／主

にStandard版）とリーダーソフト「Adobe Reader6.0（アド

ビ・リーダー／前バージョンまではAcrobat Reader）の使い

方を、実際の作業の流れに沿って、画面のコピーとともに具体

的に紹介する。

B5変判 208頁 定価(2,000円+税)0310 978-4-274-94678-3

Unityで神になる本。

廣 鉄夫 著

コンテンツクリエイターとして実績のある著者が、Unityを使

ったオリジナルゲームのデザインについてゼロから解説。著者

独自の魅力的なイラストを多用したオールカラーのわかりやす

い解説により、オリジナルゲームの世界の創造主となれる技術

を習得できる。

B5変判 448頁 定価(3,800円+税)1506 978-4-274-06922-2

はじめての

3D映像制作
町田 聡
関谷隆司
深野暁雄 共著

2D撮影の常識の多くが3D撮影には通用しない。そこで、実際

に3D撮影・編集に取り組んで成果を挙げている著者陣が技と

基本を解説する。通常のテレビでも3D映像が楽しめる3Dメガ

ネ（赤青メガネ・プラスチックフィルムタイプ）付き。

〔目次〕3D撮影の前に／家庭用3Dカメラで撮影／カメラを2台

使った3D映像撮影B5判 148頁 定価(2,300円+税)1105 978-4-274-50309-2

Bullet Physicsではじめよう

3Dモーションシミュレーション

橋本洋志
佐々木智典 共著

三次元空間でのさまざまな動きをコンピュータ上で再現する際

に、実際の物理現象にかなった、不自然でない動きとして表現

することができるBullet Physicsの日本初の解説書。Bullet

Physicsを使って、動きのある3D CGがつくれるようになる書

籍。巻末には便利なコマンド索引を掲載した。

B5変判 200頁 定価(2,800円+税)1105 978-4-274-21029-7

3D立体映像表現の基礎
―基本原理から制作技術まで―

河合隆史

盛川浩志

太田啓路

阿部信明 共著

3Dを取り巻く状況が急速に活発化しているが、ハリウッドの

3Dコンテンツ制作技術に比べて、日本のコンテンツ制作技

術・体制は整っておらず、課題は多い。本書は、3Dコンテン

ツの制作に関わる基礎知識から最新の制作技術・体制までを解

説したバイブルである。

B5変判 208頁 定価(3,800円+税)1009 978-4-274-06816-4

3DCGをはじめよう

POV-Ray入門
齊藤 剛
年森敦子
田代裕子 共著

「POV-Ray」は多くのコンピュータプラットホームで無料で利

用できるレイトレーシングソフトで、高校や大学の情報系の科

目や専門学校でも3DCGの理解のために導入されている。本書

は、3DCGソフト「POV-Ray」の基本的な操作の理解を通じ

て3DCGの概念をまとめた解説書。

B5判 176頁 定価(2,500円+税)0907 978-4-274-20733-4
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CG Magic：レンダリング

倉地紀子 著

CGで使われる技術は、専門家でもすべてに精通することが難

しいほどに、幅広く、かつそれぞれが高度なものになってい

る。本書は最先端の CGで使われている技術のうち「レンダリ

ング」を軸に、技術者・アーティスト・研究者向けに、俯瞰し

てかつ要所を掘り下げて解説する。

B5判 320頁 定価(4,200円+税)0711 978-4-274-06692-4

POSER Figure Magic
―理想のフィギュア作成への道―

大河原浩一 編

3Dキャラクタデザイン＆アニメーションツールであるPOSER

の操作解説本第2弾。2004年2月に発行された『POSER Figure

Studio』の姉妹編として、より応用的な操作を中心として解

説。フィギュアのヘアメイクや衣装の作成、効果的なシーンを

作るカメラワークなど、より魅力的な作品を作るためのノウハ

ウを提供。POSER 6対応。B5変判 224頁 定価(3,800円+税)0508 978-4-274-06612-2

図解

OpenGLによる3次元CGアニメーション

橋本洋志
小林裕之 著

コンピュータグラフィックスの標準的なライブラリである

OpenGLを用いた3次元CGの初歩から複雑に動くものをモデル

化してアニメーションとして表現することまで、図解と豊富な

実例によりわかりやすく解説している。基礎がきっちり解説さ

れ課題も設けているので、教科書としても利用できる。

B5判 182頁 定価(2,400円+税)0502 978-4-274-20034-2

先端技術の手ほどきシリーズ

3次元CG

中嶋正之 監修
映像情報メディア学会 編

〔目次〕CGの基礎／レンダリングの基礎／レイトレーシング法

／ボリュームレンダリング法／照明モデルとラディオシティ法

／フラクタル／自然物体の生成法／人間のCG表現と応用／コ

ンピュータアニメーション／映像制作技法／3次元CGハードウ

ェアシステム／CGの最新の動向

A5判 250頁 定価(3,700円+税)9402 978-4-274-07785-2

Metasequoia
―3D CGメタセコイア入門―

横枕雄一郎
伊藤真健

むつきはつか 共著

廉価でありながら使いやすく高機能なことで知られる、Win-

dows用の3D CGソフト「Metasequoia」（メタセコイア）につ

いて、入門者向けに、使い方を分かりやすく解説する。

B5変判 336頁 定価(2,600円+税)0407 978-4-274-06572-9

Jim Blinn's Corner日本語版①

A Trip Down the Graphics Pipeline
Jim Blinn 著

西田友是 他監訳

土橋宜典 共訳

CGプログラミングの名著“Jim Blinn's Corner：A Trip Down

the Graphics Pipeline”の待望の日本語版。Jim Blinn博士による

IEEE Computer Graphics and Applicationsへの連載コラム20回

分をもとに書籍化したもの。CGプログラミングのバイブル的

書籍。

B5変判 232頁 定価(4,190円+税)0404 978-4-274-06536-1

Jim Blinn's Corner日本語版②

Dirty Pixels
Jim Blinn 著

西田友是 他監訳

土橋宜典 共訳

A Trip Down the Graphics Pipelineに続くJim Blinn's Cornerの

第2巻。本書は、CGプログラミングの名著“Jim Blinn's Cor-

ner：Dirty Pixels”の待望の日本語版。Jim Blinn博士による

IEEE Computer Graphics and Applicationsへの連載コラム20回

分を収録。

B5変判 256頁 定価(4,200円+税)0411 978-4-274-06565-1

Poser Figure Studio

田﨑進一
大河原浩一 共編

Poserの基本操作やインタフェースの解説、キャラクタ製作の

基礎、アニメーション作成方法など、フィギュアをよりリアル

に作成するためのコツが満載。Poser 5からの新機能である、

ダイナミックヘアーとダイナミッククロスについても詳解して

いる。これからPoserを始めたい方はもとより、もう一歩踏み

込んで習得したい方にもお勧め。B5変判 288頁 定価(3,800円+税)0402 978-4-274-06555-2

IT Text

コンピュータグラフィックス

魏 大名 他著

コンピュータグラフィックスの理論と、実際のプログラミング

を有機的にバランスよく解説した、理論とコンピュータグラフ

ィックスの実践的プログラミングが学べる教科書。プログラミ

ングは、実社会でも広く利用されているOpenGLで解説してい

る。

A5判 280頁 定価(3,000円+税)0312 978-4-274-13288-9

CG基礎セミナー
―3D CG・映像メディアに強くなる―

今間俊博 著

さまざまなデジタルコンテンツを制作する上で必要な基礎知識

を、3D CGを中心に、数式を使わず、図版でわかりやすく解説

する。また、制作の流れや各種メディアについても説明されて

おり、制作の現場で必要な知識も身につけられる。

B5変判 272頁 定価(2,800円+税)0211 978-4-274-06494-4
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フォトンマッピング
―実写に迫るコンピュータグラフィックス―

HenrikWann Jensen 著
苗村 健 訳

フォトンマップによるコンピュータグラフィックスは、2001

年、サンフランシスコで開かれたSIGGRAPHで話題をさらっ

た。この技法の開発者である著者の“Realistic Image Synthesis

Using Photon Mapping”（A K Peters 2001）を翻訳したもので

あり、日本の読者のために、訳注をていねいに記述している。

A5判 258頁 定価(3,800円+税)0207 978-4-274-07950-4

新世代工学シリーズ

コンピュータグラフィックス

前川佳徳 編著

CADをはじめとしたコンピュータを用いてのデザイン設計が

一般的となるなか、新しいデザインツールがどのようなもので

あり、またどのように使えるのかを、グラフィックス技法のア

ルゴリズムを中心に、人間の知性や感性とデザインとの関係な

どについても理解できるように、わかりやすくまとめた教科

書。B5判 154頁 定価(2,500円+税)0102 978-4-274-13220-9

IT Text

画像工学
堀越 力

森本正志

三浦康之

澤野弘明 共著

本書は情報処理学会編集のIT Textシリーズの一巻であり、情

報系の大学学科の専門科目である「画像工学」「画像処理」の

教科書です。画像認識・画像処理の基本となる標本化・量子

化、各種変換処理や二値化処理、特徴抽出などの技術を解説す

るものです。やや進んだ動画像処理や三次元画像処理などまで

わかりやすく記述しています。A5判 212頁 定価(2,800円+税)1612 978-4-274-22007-4

画像処理の基礎

藤岡 弘
中前幸治 共著

本書は、画像処理が実際にどのように作用するかに関する直感

的な洞察を与えることを主目的としている。このため数学的な

記述はできるだけ少なくし、画像処理機能の基本を多くの図と

画像を通じて最小限の理論とともに述べた。より進んだ理解の

ためにコラムを多く設けている。

A5判 200頁 定価(2,900円+税)1409 978-4-274-21609-1

画像処理論
Web情報理解のための基礎知識

美濃導彦 著

本書は、画像処理について原理を中心に解説することで、広く

応用のきく知識として体系化することを目的とした教科書。情

報系学部学生のみならず、画像処理ソフトウェアの普及を考慮

して、画像処理を道具として利用する一般ユーザや人文・社会

系領域の研究者をも対象としている。

A5判 170頁 定価(3,200円+税)1408 978-4-274-21611-4

高効率映像符号化技術
HEVC/H.265とその応用

村上篤道
浅井光太郎
関口俊一 共編

HEVC（High Efficiency Video Coding）とは、H.264/MPEG-4

AVCの後続フォーマットとして提案された動画ファイルフォ

ーマットである。本書は、国際標準化をふまえて、映像符号化

技術の基礎の解説からはじめ、標準化動向とHEVC技術の実際

の適用やメリット、今後の動きなどを解説するもの。

A5判 232頁 定価(2,800円+税)1302 978-4-274-21329-8

現代電子情報通信選書「知識の森」

画像入力とカメラ

寺西信一 監修
電子情報通信学会 編

〔目次〕第1部 撮像デバイス（撮像デバイスの歴史と基礎／代

表的な撮像デバイス／特徴ある撮像デバイス／撮像デバイスを

支える技術） 第2部 カメラ（カメラの基礎／カメラの光学系

／放送用・家庭用カメラ／各種カメラ／カメラ機能） 第3部

不可視画像入力（赤外線／テラヘルツ／生体認証 ―デバイス

と応用／超音波／pH、イオン ―デバイスと応用）A5判 404頁 定価(5,000円+税)1206 978-4-274-21209-3

デジカメの画像処理

蚊野 浩 監修
映像情報メディア学会 編

昨今のデジカメにはさまざまな機能が搭載されており、画像処

理技術のかたまりである。このデジカメの画像処理のしくみ

を、実際のデジカメでの処理技術の具体例をとおして、初級技

術者や学生にも理解できるようにわかりやすく解説する。

〔目次〕デジカメのしくみ／デジカメ画像処理の概要／人物画

像の処理／物体の追跡／画像処理によるぶれ補正／他A5判 218頁 定価(3,000円+税)1104 978-4-274-21014-3

C言語で学ぶ

実践画像処理
―Windows、X-Window対応―

井上誠喜・八木伸行・林 正樹

中須英輔・三谷公二 他著

画像処理初心者のための静止画、動画像、立体画像等の画像処

理を解説するもので、画像の輪郭を切り出す、雑音を取り除く

など、目的別に入門できるように解説しています。またC言語

利用のため、パソコン（Windows、Mac、Linux等）や組込み

機器での処理への活用も容易です。なお、ベストセラー「C言

語で学ぶ実践画像処理」（1992年）の最新刊です。B5変判 412頁 定価(4,200円+税)0811 978-4-274-50203-3

ユビキタス技術

動画像の高能率符号化
―MPEG-4とH.264―

小野定康

村上篤道

浅井光太郎 共著

衛星デジタル放送やDVDなど、現在のディジタルメディアで

の標準的な符号化方式であるMPEG-2よりさらに高能率に圧縮

可能な方式として、携帯電話や地上デジタル放送などで検討さ

れているMPEG-4、H.264といった符号化方式に焦点をあて、

その基礎技術や、データの構造、アルゴリズムを含めた実現方

法や圧縮例について解説している。A5判 184頁 定価(2,700円+税)0504 978-4-274-20060-1
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C言語で学ぶ実践CG・映像合成
井上誠喜
八木伸行
住吉英樹 共著

CG技術、映像の調整・加工・合成技術について、Cプログラ

ム付で実践的に解説する。本文では汎用のCプログラムを、付

録ではVisualC++を使ったWindows用のGUIプログラムを掲載

している。本文と付録のプログラムで、Windows用アプリケ

ーションを作れ、WindowsパソコンとVisualC++があれば、本

書で説明している処理を体験できる。B5変判 328頁 定価(4,000円+税)0504 978-4-274-50016-9

FD版

C言語で学ぶ実践画像処理プログラム
―Windows／Macintosh／X-Windows対応―

オーム社 編

『C言語で学ぶ実践画像処理プログラム−Windows／Macintosh

／X-Windows対応−』の理解を深めるために、書籍に掲載の

プログラムの全リストとサンプル画像をFDに収録。Cコンパ

イラのない方にもWindows用とMacintosh用（Power限定）の

実行プログラム、VisualC++用とCodeWarrior用のプロジェク

トファイルも収めてある。（3.5インチFD）FD 価格(3,600円+税)0001

わかりやすい

JPEG2000の技術

小野定康
鈴木純司 共著

画像符号化の国際標準規格であるJPEG2000について解説。伝

送・通信端末機器、コンピュータ・放送システム、デバイス設

計などの関連する技術者を主対象に、JPEG2000の圧縮原理と

アルゴリズムをわかりやすく解説し、そのプログラム例を示す

とともに、画像圧縮にまつわるブロードバンドと著作権保護に

も触れている。B5判 200頁 定価(2,900円+税)0305 978-4-274-07959-7

わかりやすい

JPEG／MPEG2の技術

小野定康
鈴木純司 共著

通信・放送のディジタル化やインターネットの普及により、画

像や映像の圧縮技術はJPEG、MPEGがさまざまなシステムで

利用されている。本書は、このJPEGとMPEGについて、最新

の規格にもとづき、その技術的な内容とアルゴリズムの実現方

法を詳しくかつ平易に解説。今後の発展方向にもふれ、画像品

質の設計に必要な情報を満載している。B5判 192頁 定価(2,800円+税)0101 978-4-274-07917-7

コンピュータ画像処理

田村秀行 編著

コンピュータによるディジタル画像処理は情報・電子・通信分

野における必須の技術として多くの大学で教えられている。本

書は、最新の技術をベースに、その技術を構成する基本的な内

容を重点に、ディジタル画像処理のすべてを基礎的・普遍的内

容でまとめた大学学部向け教科書。

A5判 348頁 定価(3,900円+税)0212 978-4-274-13264-3

Javaで学ぶコンピュータグラフィックス

青野雅樹 著

CG技術の進歩は著しく、CGに関するツールも数多く出回り、

様々な形で多くの方たちがCGに関わるようになってきた。と

ころがその一方で、CGの基礎技術が等閑にされているという

現状がある。本書においては、2次元CGの基礎知識から3次元

CGへと自然に話を進め、その考え方が無理なく理解できるつ

くりとなっている。B5変判 244頁 定価(2,200円+税)0201 978-4-274-07941-2

Linuxによる画像処理プログラミング

飯尾 淳 著

Video 4 Linuxは、Linuxでビデオキャプチャプログラミングを

行うためのAPIである。本書では、画像処理アプリケーション

のxvideoの製作を通じて、Video 4 Linux上でのビデオキャプ

チャ法から、GTK+Imlibを利用して、Xwindow上でのビデオ

表示プログラミング、画像処理プログラミングをわかりやすく

解説する。B5変判 224頁 定価(2,500円+税)0004 978-4-274-94623-3

先端技術の手ほどきシリーズ

画像のディジタル記録

中村慶久 監修
映像情報メディア学会 編

〔目次〕マルチメディア時代を支える画像記録／画像のディジ

タル化とビットレート圧縮−画像記録のための信号処理(1)−

／符号誤り訂正−画像記録のための信号処理(2)−／変復調と

再生信号−画像記録のための信号処理(3)−／磁気記録再生の

原理−磁気記録(1)−／ディジタルVTR−磁気記録(2)−／磁

気ディスク装置−磁気記録(3)−A5判 368頁 定価(4,900円+税)9706 978-4-274-03494-7

画像処理と視覚認識

本多庸悟 編著

画像や視覚認識の分野の基礎から応用までをコンパクトにわか

りやすくまとめたもので、工学・理学系の大学教科書として最

適な内容であるとともに画像技術に携わる技術者の参考書とし

ても役立つようまとめたもの。

〔目次〕画像とその利用／視覚センサ／画像の形成と計測／物

体の視覚認識／画像処理技術の応用A5判 184頁 定価(3,398円+税)9508 978-4-274-13017-5

ARプログラミング
―Processingでつくる拡張現実感のレシピ―

橋本 直 著

本書は、AR（拡張現実感）を使って実世界のものを物理的に

コントロールするユニークな7作品を紹介する。電子工作の分

野で人気を集めているArduinoと、それを制御するProcessing

言語を使って、メインのハードウェア構成から、ライブラリを

ていねいに解説し、プログラミング方法を紹介する。

B5判 186頁 定価(2,800円+税)1203 978-4-274-21174-4
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映像編集入門
―動画を自在に操るコツ―

岡村征夫 著

映像編集ソフトの発達、携帯電話やデジカメでの動画録画、動

画投稿サイトの充実により、映像編集製作は身近になった。本

書は、映画の編集理論を基本に、各種映像編集ソフトを使っ

て、編集理論を実践的に解説。映像編集にふさわしい素材の準

備からタイトルやテロップの入れ方まで、映像編集に関わる事

項が総合的に理解できる。B5変判 224頁 定価(2,500円+税)1009 978-4-274-06820-1

映像情報メディア工学大事典
（4分冊）

社団法人映像情報メディア学会 編

映像情報メディア全般を俯瞰するハンドブック！放送のディジ

タル化から放送と通信の融合など、次世代への変革時期に際し

て、それぞれに特徴を持った4編（基礎編・技術編・継承技術

編・データ編）で構成し、通読して基礎知識を得られ、また短

時間で専門的な内容を理解することもできる。

B5判 1,762頁 定価(45,000円+税)1006 978-4-274-20869-0

超臨場感システム

原島 博 監修
映像情報メディア学会 編

最新システムのしくみがわかる！3Dテレビが発売されるなど

次世代の映像や音響システムに関心が集まっている。本書は、

ディジタルシネマ、スーパーハイビジョン、立体映像、高臨場

感音響システムなど最新の超臨場感映像・音響システムについ

て、人間の認知との関係も含めて、そのしくみを中心にわかり

やすく解説。A5判 236頁 定価(3,200円+税)1005 978-4-274-20872-0

3D立体映像がやってくる
―テレビ・映画の3D普及はこうなる！―

石川憲二 著

3D映像技術が脚光を浴びている。ハリウッドで作られる大作

映画の3割以上は3D対応になり、家庭用テレビ市場でも、家電

メーカー、コンテンツメーカー、放送業者などは大きな期待を

寄せている。市販のデジカメで3D写真・動画が撮れるものも

ある。このような現在の3D技術全般を網羅的に捉え、普及へ

のハードル、見込みなどについて紹介していく。四六判 208頁 定価(1,600円+税)1004 978-4-274-06799-0

よくわかる

映像コンテンツ制作入門

宮田一乘 監修
映像情報メディア学会 編

芸術系や文理融合型・総合領域型情報学部における教科書とし

て利用されることを目的として、映像コンテンツ制作の基本を

まとめた教科書（参考書）。具体的な制作を通じて映像コンテ

ンツの制作から Web上での公開までの一通りの知識が習得で

きる構成になっており、映像制作入門者にわかりやすく解説し

ている。A5判 242頁 定価(2,800円+税)0904 978-4-274-20692-4

視覚心理入門
基礎から応用視覚まで

内川惠二 監修
映像情報メディア学会 編

映像機器やディジタルコンテンツ関連の技術者も人間の視覚心

理に対する理解が不可欠になっている。本書は、視覚心理につ

いて初学者が、眼の仕組み、脳の情報処理機構から、初期視

覚、図形、顔などの高次視覚までの基本知識を学べるよう、わ

かりやすく解説。

A5判 272頁 定価(4,200円+税)0902 978-4-274-20661-0

新インターユニバーシティ

メディア情報処理

末永康仁 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキストシ

リーズ。1996年から刊行した現インターユニバーシティシリー

ズを現在の大学の講義の内容・実態に合わせて発展させるも

の。本書は、音声・画像のディジタル表現（符号化）とその処

理を中心に、ヒューマンインタフェースを意識した音声・画像

の情報処理技術をわかりやすく解説する。A5判 176頁 定価(2,300円+税)0811 978-4-274-20620-7

映像メディア技術

八木伸行 監修

テレビ放送のディジタル化によって様変わりした映像メディア

の最新技術全般をわかりやすくまとめたもの。映像メディア関

係を目指す学生や現場の技術者が現在の映像メディア技術の全

貌が理解できることを目的として、ハード・ソフトの両面から

映像メディアの基礎技術と実際を解説。

A5判 300頁 定価(3,500円+税)0807 978-4-274-20575-0

FLASHアニメーション制作バイブル

A.e.Suck 著

Flashは、対話的な操作で簡単にムービーを制作でき、Webな

どに公開できるため、需要が高い。Flash「アニメーション」

作品を作り上げる場合、Flashの知識以外にアニメーション制

作の基礎知識が必要になる。本書は、プロのアニメーターがア

ニメーション制作における普遍的な基礎技術を中心に、Flash

でアニメーションを作る技術を解説している。B5判 448頁 定価(4,500円+税)0707 978-4-274-06687-0

情報メディア・スタディシリーズ

情報映像学入門

佐々木成明 編

本書は、映像メディアの歴史的変遷及びそれを支えた人物像と

ともに、社会・芸術に与えた影響を解説する。巻末には、アー

ティストであれば参照したい作品解説・書籍紹介掲載。また、

撮影の基礎的テクニックについても解説。

A5判 280頁 定価(1,800円+税)0502 978-4-274-94716-2
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デジタルコンテンツ制作入門

財団法人デジタルコンテンツ協会 編

デジタルコンテンツ制作の基礎を網羅し、メディアの役割やコ

ンテンツとの関係、その構成要素など、出版、新聞、放送、映

画、音楽、PCソフト、ゲーム等のメディアごとにその技術の

概要と最近の動向を紹介し、制作に当たっての基本事項や著作

権等の注意点、ビジネス上の知識等をやさしく紹介している。

A5判 224頁 定価(1,800円+税)0403 978-4-274-94709-4

映像情報メディアハンドブック

映像情報メディア学会 編

本ハンドブックは、画像の入力デバイスやディスプレイなどか

ら記録システム、放送・ネットワーク技術などのハードウェ

ア、およびCGなどマルチメディアコンテンツ制作技術、マル

チメディアの認知・評価技術などのソフトウェアについて最新

の技術解説を行った。基礎技術部分はCD-ROMに収録。

B5判 650頁 定価(18,000円+税)0011 978-4-274-03539-5

3次元画像と人間の科学
原島 博 監修
元木紀雄
矢野澄男 共編

人間の視覚システムのなかの立体視メカニズムに注目し、画像

と人間との関わりの観点に立って広い視野から解説する実務

書。視覚システムの基本特性や立体視のメカニズム、3次元画

像認識と人間の諸感覚との関係を中心に、3次元画像表示技術

の現状から将来にわたるまでを、最新の研究成果をもとにまと

める。A5判 288頁 定価(7,500円+税)0004 978-4-274-02432-0

ディジタルメディア規格ガイドブック

映像情報メディア学会 編

音声・映像の記録、伝送、各種の処理などにおいてディジタル

処理は当たり前のものとなり、それらに関して多くの規格が制

定されている。マルチメディア、ディジタル放送、ディスク記

録、VTR、ビデオ信号およびオーディオ信号に関連する技術

規格について、その概要から入手方法までをまとめたガイドブ

ックである。A5判 264頁 定価(2,800円+税)9908 978-4-274-03522-7

ヒューマンコミュニケーション工学シリーズ

CSCWとグループウェア
―協創メディアとしてのコンピュータ―

石井 裕 編

〔目次〕CSCWの概念とインパクト／グループウェアとその歴

史／コンピュータを持ち込んだ電子会議室システム／映像と音

声で遠隔地を結ぶビデオ会議システム／ワークステーションを

ベースとしたマルチメディア会議システム／シームレスな協同

描画メディア：Clear Board／他

A5判 132頁 定価(2,427円+税)9404 978-4-274-07787-6

図解

InDesign CS3活用術

高田信夫 著

InDesign CS2の登場により、本格的なWindowsDTPが実現し、

急速にDTPの組版ソフトがQuarkからInDesignに移行した。と

りわけ、ビジネスユースでの変化は目を見張るものがある。本

書は、InDesign CS3の発売に合わせ、その基本操作と本づくり

の裏技を一挙に公開するもの。

B5変判 240頁 定価(2,400円+税)0711 978-4-274-50157-9

エディトリアル技術教本

板谷成雄 著

書籍編集作業において、普遍的かつ基礎となる知識のみを厳選

してまとめたもの。造本、組版、文字、色、印刷、原価計算

等、編集において基本となる知識を、各項目ごとに見開き構成

でコンパクトに解説した。豊富な図表と用語解説、充実した資

料を掲載しているため、必要なときにハンディに使えるものと

なっている。B5変判 184頁 定価(2,800円+税)0803 978-4-274-20528-6

ハイレゾオーディオ技術読本

安田 彰
岡村喜博 共著

本書は、近年需要が高まってきているハイレゾ（高分解能：

Hi Resolution）オーディオについて、ハードウェア・ソフトウ

ェア技術方式の解説、技術開発の動向、今後の技術展望などを

コンパクトに解説したもの。

A5判 256頁 定価(2,800円+税)1410 978-4-274-21646-6

サウンドエフェクトのプログラミング
―Cによる音の加工と音源合成―

小坂直敏 著

音を扱う場合、自分の目指すエフェクトや欲しいサウンドをイ

メージしてもアプローチ方法が分からないことが多い。本書

は、サウンドクリエータ、音を扱うエンジニア等を対象に、音

合成の方法をプログラミングを通して解説するもの。音に関す

る理論的な事項と実践的なプログラミングを通じて、音の合成

やエフェクトについて学ぶことができる。A5判 240頁 定価(2,600円+税)1210 978-4-274-06894-2

C言語ではじめる音のプログラミング
サウンドエフェクトの信号処理

青木直史 著

音楽CD、携帯電話、デジタル放送、Webコンテンツなど、身

近な情報・通信環境では、音の信号処理が当たり前のように使

われるようになった。本書は、数学理論を必要最小限に抑え、

テレビやDVDなどでよく耳にするサウンドエフェクトを題材

にしてパソコン上で実際にプログラミングしながら学ぶ、音・

音声ディジタル信号処理の入門書である。A5判 176頁 定価(2,600円+税)0812 978-4-274-20650-4
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楽しい電子楽器
―自作のススメ―

米本 実 著

「サウンドデバイスを自作してみたい」、「電子音を勉強したい」

という方のために、実際の作り方から、作品を使ってのあっと

驚く遊び方（電子音での演奏や遊び方）まで、解説するもの。

米本実のホームページ「米本電音研究所」で公開されている作

品を中心に紹介している。

A5判 224頁 定価(1,800円+税)0811 978-4-274-06732-7

サウンドインテンシティ
―理論と応用―

F. J. Fahy 著
橘 秀樹 訳

音響工学の分野で注目を集める音響インテンシティの測定法、

理論についての専門家向けの書籍。ヨーロッパで定番書となっ

ているFahy教授のSOUND INTENSITY(2nd Edition)の翻訳

書。

〔目次〕序にかえて／音響インテンシティ測定法の発達小史／

音と音場／音響エネルギーと音響インテンシティ／他A5判 352頁 定価(5,500円+税)9805 978-4-274-03504-3

基本からわかる

情報通信ネットワーク講義ノート
大塚裕幸 監修

大塚裕幸・小川猛志

金井 敦・久保田周治 他共著

情報通信系学科の専門課目である「情報通信ネットワーク」の

教科書・参考書として、ディジタル伝送の基礎技術、形状（ト

ポロジー）、階層構造、プロトコル階層、インターネット技術

など必ず学ばなければならない事項にポイントを絞ってていね

いにまとめた。教科書としても、講義の予習・復習あるいは独

習用の参考書としても最適の一冊。A5判 232頁 定価(2,500円+税)1601 978-4-274-21835-4

基礎からわかるTCP／IP

ネットワークコンピューティング入門
（第3版）

村山公保 著

TCP/IPを真に理解するため、ネットワーク技術の解説はもち

ろん、コンピュータ内部の構造、データやパケットをやり取り

する仕組みを解説した一冊。豊富な解説図により、パケットや

メッセージの動作がよくわかる。

A5判 344頁 定価(2,000円+税)1502 978-4-274-05073-2

インターネットのカタチ
―もろさが織り成す粘り強い世界―

あきみち
空閑洋平 共著

人気ブログ「Geekなぺーじ」の管理人である著者らによる、

非常に身近でありながらその全容をとらえることが難しいイン

ターネットという存在を、わかりやすい切り口で解説した書

籍。インターネットってそもそも何？ という疑問に、従来の

教科書や読み物とは別のアプローチ方法で、身近な話題と公開

された情報や論文などをもとにわかりやすく解説する。A5判 310頁 定価(1,900円+税)1106 978-4-274-06824-9

米国クラウドビジネス最前線

森 洋一 著

日本のクラウドは大丈夫か？ 政府や大手企業の関心は高い

が、誤解も多い。本家米国では、市場も着実に成長し、企業の

狙いもはっきりしてきた。世界のクラウド市場を牽引する米国

企業を丹念に歩き、地の利を最大限活かして「主要各社の戦略

と技術」を徹底的に詳述する。

A5判 288頁 定価(1,800円+税)1009 978-4-274-50303-0

クラウドコンピューティング
技術動向と企業戦略

森 洋一 著

急激な盛り上がり見せたクラウドの流れを、デベロッパーとベ

ンダーのせめぎ合いとして分析しながら、豊富な事例を紹介す

る。特に、企業の詳細な技術、製品動向、戦略を徹底分析しま

す。第2波クラウド時代が読める実践書籍である。

A5判 240頁 定価(1,600円+税)0905 978-4-274-50232-3

図解でわかる

SaaSのすべて

山谷正己 著

ベンダのサーバ上で稼働するソフトウェアをネットワーク経由

で利用するSaaS（サース）が注目を集め、米国ではSaaSベン

ダーが急成長している。本書は、SaaSのビジネスモデル（プ

ロバイダー・利用面から）やテクノロジーを中心に将来展望ま

で解説。

A5判 200頁 定価(2,200円+税)0905 978-4-274-20707-5

基本を学ぶ

コンピュータネットワーク

菅原真司 著

電気・電子・情報系の大学学部向けテキストシリーズ。紙面の

許す限り多くの図面を取り入れ、吹出しなども利用してわかり

やすく解説。章末の練習問題は、基礎的内容から発展的な内容

まで扱っている。本書ではネットワークの仕組みから応用まで

のコンピュータネットワーク技術全般について、図を効果的に

用いながらわかりやすくていねいに解説した。A5判 262頁 定価(2,500円+税)1212 978-4-274-21309-0

新インターユニバーシティ

情報ネットワーク

佐藤健一 編著

電気・電子・情報系学科の大学学部向け2単位用のテキスト。

〔目次〕情報ネットワークの基礎／インターネットとそのプロ

トコル／イーサーネットとインターネット・プロトコル／イン

ターネット・プロトコルとインターネットワーク／待ち行列理

論／広域ネットワーク構成技術

A5判 164頁 定価(2,300円+税)1112 978-4-274-21120-1
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新インターユニバーシティ

インターネットとWeb技術

松尾啓志 編著

インターネットと Web技術に関して広く取り上げてひととお

りの概念を身につけるもので、プロトコルの構成からホームペ

ージ記述言語、データベース、Webアプリケーション、Web

システムの構築、セキュリティなどをそれぞれ簡潔に解説し

た。各章末にはまとめと演習問題を充実させた。

A5判 176頁 定価(2,300円+税)0903 978-4-274-20677-1

IT Text（一般教育シリーズ）

情報とネットワーク社会
駒谷昇一

山川 修

中西通雄・北上 始

佐々木整 他著

情報処理学会教科書シリーズ。大学初年級の学生を対象とし、

情報活動が主に人間や社会に関わる側面について、大学一般教

養課程や文系での情報処理の必須知識としてまとめた。

〔目次〕情報が変えていく社会／情報倫理／情報とコミュニケ

ーション／ヒューマンコンピュータインタラクション／インタ

ーネット／データベース／情報システムA5判 196頁 定価(2,200円+税)1112 978-4-274-21121-8

IT Text（一般教育シリーズ）

情報ネットワーク
岡田 正

駒谷昇一

西原清一

水野一徳 共著

ネットワークリテラシーが身につく教科書。「情報ネットワー

ク」を活用して情報を収集・加工・公開するときの考え方や仕

組みを一歩踏み込んで理解し、適切な社会生活を送るための基

礎を与えることを目的とした。実際にユーザが触れるネットワ

ークの仕組みを、技術に深入りすることなく、社会との関わり

やセキュリティに配慮しながら取り上げている。A5判 168頁 定価(2,300円+税)1010 978-4-274-20940-6

IT Text

分散処理

谷口秀夫 編著

好評のIT Textシリーズ。複数のコンピュータを結び、互いに

通信しながら情報処理を行っていく分散処理の大学学部・大学

院向け教科書。基盤となる通信技術、アルゴリズム、分散オブ

ジェクトの考え方から、システム化技術、分散処理の形態とし

てのWebまで、システム構築のための知識と応用力が身に付

くように解説。A5判 240頁 定価(2,800円+税)0509 978-4-274-20133-2

InfoCom Be-TEXT

情報ネットワーク
西園敏弘
増田悦夫
宮保憲治 共著

ブローバンドサービスの基盤を成すネットワーク技術。ネット

ワーク技術の理解に必須となる基礎的・実践的な項目を厳選し

た画期的な入門書。ネットワーク技術全般の解説に加え、トラ

ヒック・信頼性設計の概要を網羅。演習問題の解答や豊富な小

テストがWeb経由で入手できる点も本書の特徴。

B5判 200頁 定価(2,800円+税)1110 978-4-274-50356-6

情報ネットワーク工学

池田博昌
山本 幹 共著

通信ネットワーク工学の教育は、交換機を中心としたものから

インターネットプロトコルに変わっている。本書は、情報ネッ

トワークを構成するプロトコル、通信ネットワーク解析の基礎

となるトラフィック理論など情報ネットワークの基本を学習す

るとともに、今日から近未来までの実際のネットワークの構

成・技術まで実践的に学習できる教科書。A5判 288頁 定価(2,800円+税)0901 978-4-274-20628-3

情報ネットワーク教科書

法雲俊邑 監修
井戸伸彦 著

文系学部や経営・経済・ビジネス系の文理融合情報学部におけ

る「情報ネットワーク」の教科書。現在の情報ネットワークの

しくみの知識を学習するとともに、LAN の配線や設定などネ

ットワークシステムを構築し、実装できることを目標として実

践的に解説。

A5判 240頁 定価(2,300円+税)0711 978-4-274-20470-8

情報セキュリティ 標準テキスト

情報セキュリティ標準テキスト編集委員会 編

情報セキュリティの基礎的な内容を網羅したスタンダードな入

門書。図解のわかりやすい解説と演習問題の構成により、情報

セキュリティの基礎テーマを無理なく確実に学習できる。

B5判 192頁 定価(2,300円+税)0603 978-4-274-20217-9

ネットワークの考え方
―ルータとスイッチは何が違う？―

戸根 勤 著

現実に即したネットワークモデルに沿ってネットワーク技術の

全体（要素技術とその意味）を体系的に解説。『ネットワーク

はなぜつながるのか』の著者が、ネットワークエンジニアや開

発者の経験やセンスの背景にある「技術の考え方」を丁寧に詳

解している。

A5判 400頁 定価(2,400円+税)0506 978-4-274-06606-1

新世代工学シリーズ

コンピュータネットワーク

池田克夫 編著

コンピュータ・情報処理の中でますます重要となってきている

コンピュータネットワークにまつわる諸技術についてまとめた

教科書。

〔目次〕コンピュータネットワークへの招待／ネットワークは

コンピュータである／コンピュータネットワークをつくる／い

ろんな機器を自在につなぐ：LANとWAN／他B5判 192頁 定価(2,500円+税)0101 978-4-274-13222-3
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インターネット情報学セミナー

情報ネットワーク論

松本良治 著

インターネットやLANなどの情報通信ネットワークの基本的

な仕組みを理解し、自らネットワークが構築できるようになる

ことを目標に、通信技術からシステムの実際、今後の展開まで

解説。

〔目次〕情報通信とは／情報を正確に伝える技術／通信回線を

効率よく使う技術／他B5変判 172頁 定価(2,600円+税)0009 978-4-274-13211-7

IT Text

情報通信ネットワーク
阪田史郎・井関文一

小高知宏・甲藤二郎

菊池浩明 他共著

「情報ネットワーク」を活用して情報を収集・加工・公開する

とき、考え方や仕組みを一歩踏み込んで理解し、適切な社会生

活を送るための基礎を与えることを目的とした教科書。実際に

ユーザが触れるネットワークのしくみを、技術に深入りするこ

となく、社会との関わりやセキュリティに配慮しながらまとめ

た。A5判 288頁 定価(2,800円+税)1510 978-4-274-21797-5

ストレージ技術
クラウドとビッグデータの時代

喜連川優 編著

ストレージネットワーキング技術の基礎から最新動向までを、

業界団体SNIAの日本支部が執筆・編集。基礎から技術の実態

をわかりやすく解説するとともに、ストレージ技術の発展に役

立つ理論や展望も体系的に掲載。最近のキーワードであるSDS

技術やクラウドストレージなどにも言及。

B5変判 308頁 定価(3,500円+税)1505 978-4-274-21758-6

現代電子情報通信選書「知識の森」

将来ネットワーク技術
―次世代から新世代へ―

浅見 徹 監修
電子情報通信学会 編

本選書は、近年、電子情報通信で注目されている分野につい

て、専門家以外でも体系的な知識が得られるようまとめたも

の。本書では、次世代ネットワークの基礎から国内外の新世代

ネットワークの研究活動まで体系的に概説した。基礎から最新

の知見まで歴史を追いながら丁寧に解説したもので、最新の技

術と今後の発展の全体像を学ぶことができる。A5判 270頁 定価(3,700円+税)1309 978-4-274-21442-4

IT Text

ユビキタスコンピューティング
松下 温

佐藤明雄

重野 寛

屋代智之 共著

情報処理学会編集の教科書シリーズ。本書は、これからの情報

技術として、重要となるユビキタス時代の基礎となる無線・ネ

ットワーク技術を学習する大学学部学生向け標準教科書。情報

処理を学ぶ学生が最低限必要な無線通信の基礎をていねいに解

説するとともに、応用技術までを具体的に理解できる。

A5判 232頁 定価(2,800円+税)0907 978-4-274-20737-2

ユビキタス技術

ネットワークロボット
―技術と法的問題―

土井美和子

萩田紀博

小林正啓 共著

ユビキタスとロボット技術が融合した「ネットワークロボッ

ト」が、福祉や生活支援で注目を集め、研究開発が盛んになっ

ている。本書は、ネットワークロボットの技術面の解説と同時

に、プライバシーなどの法的問題を具体例を挙げながら紹介し

た。

A5判 192頁 定価(2,500円+税)0710 978-4-274-20462-3

ユビキタス技術

ホームネットワークと情報家電

丹 康雄 監修
宅内情報通信・放送高度化フォーラム 編

ホームネットワークは、すべての家電機器をネットワークにつ

なげる「情報家電技術」により、情報機器と家電機器の連携

や、外部から機器を制御するなど、新しいライフスタイルを生

み出す可能性を秘めている。本書では、ホームネットワークの

概念も含め、ホームネットワークを実現する情報家電技術につ

いて、基礎から応用まで解説。A5判 250頁 定価(3,000円+税)0409 978-4-274-03632-3

なるほどナットク！

P2Pがわかる本

岩田真一 著

ダークなイメージを持つP2P技術の誤解を解くとともに、シス

テム構築やアーキテクチャの話をする際に当たり前のように

P2P技術がソリューションの選択肢として上るよう、P2Pでシ

ステムを構築する上で必須となる概念、周辺技術、技術発展の

バックグラウンドを解説している。

B6判 216頁 定価(1,200円+税)0510 978-4-274-20138-7

量子コンピュータと量子通信 Ⅱ
―量子コンピュータとアルゴリズム―

MichaelA.Nielsen
Isaac L. Chuang 著

木村達也 訳

研究開発が活発な量子コンピュータや量子暗号、量子通信を実

現するための量子情報理論についての世界的な定本である

「Quantum Computation and Quantum Information」の翻訳版、

第2巻目。量子コンピュータの仕組みからその計算アルゴリズ

ムまで、量子コンピュータを実現するための理論と技術をわか

りやすく解説している。A5判 330頁 定価(3,800円+税)0501 978-4-274-20008-3

量子コンピュータと量子通信 Ⅲ
―量子通信・情報処理と誤り訂正―

MichaelA.Nielsen
Isaac L. Chuang 著

木村達也 訳

研究開発が活発な量子コンピュータや量子暗号、量子通信を実

現するための量子情報理論についての世界的な定本である

「Quantum Computation and Quantum Information」の翻訳版、

第3巻目。量子暗号、量子通信を実現するために必要な量子誤

り訂正などの理論をわかりやすく解説している。

A5判 406頁 定価(4,500円+税)0501 978-4-274-20009-0
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マスタリングTCP/IP
情報セキュリティ編

齋藤孝道 著

本書は、日々更新されていくネットワークセキュリティ技術に

キャッチアップしていくために必要となる基礎を体系的に網羅

した「マスタリングTCP/IPシリーズ」の一冊。基本的な暗号

技術、それらのセキュリティプロトコルへの応用、認証技術、

Webアプリケーションへの多様化する攻撃手法の理解と対策

などを扱っている。B5判 272頁 定価(2,800円+税)1309 978-4-274-06921-5

マスタリングTCP/IP
OpenFlow編

あきみち
宮永直樹
岩田 淳 共著

プログラマブルなネットワークとして注目される「OpenF-

low」。本書は、そのOpenFlowプロトコルの全体像を解説した

もの。プロトコルとメッセージの解説にとどまらず、システム

を構築するうえでのパターン紹介やその解説を通じて、

OpenFlowとは何かを具体的に知るための一冊。

B5判 264頁 定価(2,800円+税)1307 978-4-274-06920-8

マスタリングTCP/IP
IPv6編 第2版

志田 智・小林直行

鈴木 暢・井上博之

黒木秀和 他共著

IPv6の基本から実用的な情報までを網羅した「マスタリング

TCP/IP」の改訂版。IPv6の目的、プロトコルの基礎、仕様、

運用にかかわる全般、アプリケーション、用途、IPv4との相

互接続、プログラミングの基本を解説。IPv4アドレス枯渇以

降のIPv6をめぐる状況の変化を取り込み、IPv6の「使える」

情報を全面的に更新した。B5判 336頁 定価(3,400円+税)1307 978-4-274-06919-2

マスタリングTCP/IP
入門編 第5版

竹下隆史

村山公保

荒井 透

苅田幸雄 共著

インターネット接続のための標準プロトコルTCP/IP。大ベス

トセラーを時代に合わせて大幅に再構成し、新しいトピックを

追加した改訂版。豊富な脚注と図版を用いたわかりやすい解説

によって、TCP/IPの基本をきちんと学ぶことができる。プロ

トコル、インターネット、ネットワークについての理解を深め

る最初の一歩としてご活用してほしい。B5判 376頁 定価(2,200円+税)1202 978-4-274-06876-8

マスタリングTCP/IP
ルーティング編

山川秀人

水谷昭博

亀野英孝

森 明治 共著

複雑なルーティング技術の解説書をマスタリングシリーズで刊

行！ 本書は複雑なインターネットルーティング技術をわかり

やすく説明した書籍。教科書として初学者が安心して学べるよ

うに、図や例を多用しながら体系的な構成と一般的な用語を用

いて解説するもの。

B5判 336頁 定価(2,400円+税)0702 978-4-274-06676-4

マスタリングTCP/IP
IPsec編

谷口 功
水澤紀子 共著

IPsecは、IP層で暗号化と認証を提供する通信セキュリティプ

ロトコルである。IPsecは、インターネットVPNを実現する技

術としても注目されている。本書は、IPsecとその鍵交換プロ

トコルであるIKEおよびIKEv2について、2005年12月のRFC改

訂を反映して解説するもの。

B5判 320頁 定価(3,200円+税)0605 978-4-274-06648-1

マスタリングTCP/IP
SNMP編

緒方 亮
鈴木 暢
矢野ミチル 共著

ネットワークに携わるすべての技術者向けに、SNMPの基礎知

識を網羅した解説書。RFCを読む前の参考書として、初心者

向けのわかりやすい概説から始め、具体例や図を多用した汎用

の詳細解説までを行う。SNMPの管理に利用するMIBについて

は、読み方や書き方といったアプリケーション開発者向けの話

題も盛り込んだ。B5判 320頁 定価(3,400円+税)0509 978-4-274-06607-8

マスタリングTCP/IP
RTP編

Colin Perkins 著
小川晃通 監訳

VoIPやストリーミング配信のように、TCP/IPネットワーク上

でリアルタイムにメディアデータを転送するアプリケーション

が急速に普及している。本書は、その技術的基盤となるプロト

コルであるRTP（Real-Time Transport Protocol）について、

仕様から実装のためのノウハウ、ネットワーク上でのパケット

の振る舞いまで網羅。B5判 368頁 定価(4,476円+税)0404 978-4-274-06561-3

マスタリングTCP/IP
SSL/TSL編

Eric Rescorla 著

齋藤孝道

鬼頭利之 他監訳

認証プロトコルの標準であるSSL（Secure Socket Layer）と、

その後継のTLS（Transport Layer Security）を解説した“SSL

and TLS Designing and Building Secure System”の翻訳書。プ

ロトコルの仕様から関連情報、実装までを詳解している。

B5判 552頁 定価(4,500円+税)0311 978-4-274-06542-2

マスタリングTCP/IP
ネットワークデザイン編

TonyKenyon 著
苅田幸雄 監訳

〔目次〕基本事項の復習／キャパシティ計画／ネットワークの

デザインとモデリング／ネットワークコストの分析／物理トポ

ロジデザイン／LAN/MANの技術とデザイン／WANの技術と

デザイン／ブリッジ型ネットワークとスイッチ型ネットワーク

のデザイン

B5判 480頁 定価(5,200円+税)0309 978-4-274-06532-3

情報科学・ネットワーク・コンピュータ 165



マスタリングTCP/IP
MPLS編

EricW. Gray 著
苅田幸雄 監訳

MPLSは、パケットにラベル付けを行いパケット転送のコント

ロールを行う技術である。IP-VPN、トラフィックコントロー

ルに利用される技術として注目されている。

〔目次〕ラベルスイッチングの概要／概念／MPLSの簡単な歴

史／フレームワーク／アーキテクチャ／適用性／標準の詳細／

実装上の選択肢／サービス／付録B5判 320頁 定価(3,800円+税)0202 978-4-274-06458-6

マスタリングTCP/IP
応用編

PhilipMiller 著
苅田幸雄 監訳

TCP／IPは、現在最も広く普及しているインターネットのプ

ロトコルである。このTCP／IPの各プロトコルについて、く

わしく紹介した解説書、「TCP／IP Explained」を翻訳したも

の。マスタリングTCP／IP入門編をマスターした読者が、各

プロトコルのもっと詳しいメカニズムを学ぶのに適した内容。

B5判 656頁 定価(3,800円+税)9805 978-4-274-06256-8

TCP/IPをめぐる88問88答

渡邉郁郎 著

TCP/IP、およびネットワーク全般についての入門書。気軽に

読めるQ＆A形式で、初心者がもつ疑問に対して分かりやすく

解説することで、IPネットワークの知識や体系がわかるように

なっている。また、Windowsでのネットワーク情報入手の具

体的な操作も一部紹介し、机上の勉強を超えた実践的に把握・

活用できるように工夫した。B5判 296頁 定価(2,400円+税)1004 978-4-274-06794-5

基礎からわかるTCP/IP

アナライザ作成とパケット解析
（第2版）

小高知宏 著

従来は高価なネットワークアナライザが必要とされたパケット

の解析について、アナライザソフトの作成方法を紹介すること

で、実例を交えて平易に解説する。主としてLinux/FreeBSD

上のC言語を使い、さまざまなパケットについて詳細に解説

し、Windows用pcapライブラリを用いたネットワークアプリ

ケーション構築例も紹介する。A5判 304頁 定価(2,800円+税)0410 978-4-274-06582-8

基礎からわかるTCP/IP

ネットワーク実験プログラミング
（第2版）

村山公保 著

IP、TCP、UDP、ICMP、IP(v6)などのヘッダを直接操作した

り、生成するプログラムの作成をとおして、これらのプロトコ

ルのもつ性質、メカニズムの本質を理解していく。プログラム

はC言語対応、OSは、FreeBSD、Linux対応。実験プログラム

をとおしてプロトコルの詳細を学ぶのに最適な内容。

A5判 400頁 定価(2,400円+税)0410 978-4-274-06584-2

基礎からわかるTCP/IP

SIPによるVoIPプログラミング

マッキーソフト株式会社 著

VoIPに関する、主に開発者向けの解説書。単なるVoIPの紹介

や導入方法ではなく、実験的なSIPプロトコルスタックとVoIP

端末アプリケーションの作成を通して、VoIPの実装に必要な

仕組みを具体的に理解する。

A5判 288頁 定価(2,800円+税)0403 978-4-274-06559-0

基礎からわかるTCP/IP

ネットワークツール活用
（第2版）

井口信和 著

ネットワーク関連の設定・調査を行うためにWindowsやUNIX

等で用いるツールを、プロトコルレベルからわかりやすく解

説。ツールを利用・活用し、出力される意味を知ることで、自

分の属しているネットワーク環境について詳しく知ることがで

きる。Unix/LinuxだけでなくWindowsXPにも対応。教科書に

も最適。A5判 288頁 定価(2,000円+税)0308 978-4-274-06535-4

基礎からわかるTCP/IP

Javaネットワークプログラミング
（第2版）

小高知宏 著

従来は高度なテクニックが必要とされたネットワークプログラ

ミングについて実例を交えてわかりやすく解説している。ネッ

トワークプログラミング言語としてはJavaを使い、電子メール

クライアント、ネットワークゲームなどを具体的な題材として

とりあげている。（CD‐ROM付）

A5判 464頁 定価(2,500円+税)0209 978-4-274-06486-9

IT Text

インターネットプロトコル

阪田史郎 編著

TCP/IPの仕組みとインターネットの重要な技術が理解でき、

ネットワークプログラミングまで学べる教科書。TCP/IPの基

本的仕組みからネットワークプログラミングまで、重要となっ

てきているセキュリティ、QoS制御も含めて、基礎が確実に理

解できる。

A5判 264頁 定価(2,800円+税)0510 978-4-274-20146-2

BGP
―TCP/IPルーティングとオペレーションの実際―

Iljitsch van Beijnum 著
近藤邦昭 監訳

BGPは、現在のインターネットに欠かせないルーティングプロ

トコル。本書は、単なるBGPの設定手順だけでなく、その背景

と実際の運用にかかわるノウハウまでを平易に解説した原書を

翻訳出版したもの。

B5変判 320頁 定価(4,200円+税)0407 978-4-274-06568-2
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TCP/IPソケットプログラミング
C言語編

Michael J.Donahoo 共著
小高知宏 監訳

コンパクトなボリュームの中に、TCP/IPの基礎からC言語に

よるTCP/IPソケットプログラミングまでのエッセンスを凝縮

した入門書。

〔目次〕ネットワークとプロトコルの概要／ソケットの基礎／

メッセージの作成／UDPソケット／ソケットプログラミング

／ソケットAPIの舞台裏／他B5変判 150頁 定価(1,800円+税)0305 978-4-274-06519-4

TCP/IPソケットプログラミング
Java編

Kenneth L. Calvert 他著
小高知宏 監訳

コンパクトなボリュームの中に、TCP/IPの基礎からJavaによ

るTCP/IPソケットプログラミングまでのエッセンスを凝縮し

た入門書。

〔目次〕ネットワークとプロトコルの概要／ソケットの基礎／

メッセージの送信と受信／基礎を超えて／ソケットAPIの舞台

裏B5変判 150頁 定価(1,800円+税)0305 978-4-274-06520-0

PPP
―設計・実装・デバッグ―

James Carlson 著
榊原一矢 監訳

PPP（Point to Point Protocol）は古くからある基本的なネット

ワークプロトコルだが、インターネット対応の携帯機器や

Xdslなどで、これからも盛んに使われてゆくことが予想され

る。本書は、今まで国内に存在しなかった、PPPに関する網羅

的で実践的な解説を、開発者向けに提供している。（CD-ROM

付）B5変判 448頁 定価(3,800円+税)0208 978-4-274-06477-7

なるほどナットク！

TCP／IPがわかる本

平尾隆行 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。今日の

インターネットの発展は、TCP／IPというプロトコルなくし

てはなし得ないものである。そのTCP／IPの仕組みと働き、

そこから発展した様々な技術をやさしくわかりやすくまとめた

もの。B6判 208頁 定価(1,200円+税)0104 978-4-274-07920-7

TCP／IP解析とソケットプログラミング

澤川 渡
綱島明浩 共著

TCP／IPの理解、解析、開発に役立てることを目的としてお

り、この本の読者は実務に役立つプログラミングを学習するこ

とにより、業務に役立てることができる。付属のCD-ROMに

はサンプルプログラムの他、ネットワーク解析に役立つツール

も収録している。

B5変判 394頁 定価(5,600円+税)0002 978-4-274-06353-4

Postfix詳解
―MTAの理解とメールサーバの構築・運用―

荒木靖宏 著

Postfixは、ポストSendmailの候補として、現在最も有力な

MTAのひとつである。本書は、Postfixを使いこなして複雑な

サービスを実現するために不可欠な、Postfixの動作の詳細に

関する情報を、第一人者の手で解説する。

B5変判 384頁 定価(2,600円+税)0408 978-4-274-06576-7

LDAP ―設定・管理・プログラミング―

Gerald Carter 著
でびあんぐる 監訳

LDAPはディレクトリサービス仕様のなかでも最も広く使われ

ているものの一つであり、主要ベンダのディレクトリサービス

製品でもサポートされている。本書は、LDAPを理解するだけ

でなく、実際に利用するための本格的なガイドブック。

OpenLDAPを使い、導入から設定、PerlやRubyによるプログ

ラミングまでを解説。B5変判 334頁 定価(4,200円+税)0312 978-4-274-06550-7

なるほどナットク！

サーバがわかる本

小野 哲 監修
小関裕明 著

技術・工学に興味を抱く方々に基礎的な知識と最新の技術動

向、トピックスを含めた情報を提供する「なるほどナット

ク！」シリーズの一冊。本書は、インターネット上で活躍する

主要なサーバの機能やしくみをわかりやすく解説する書籍。実

際のデータの流れ（送受信）を図やイラストを用いてていねい

に記述している。B6判 240頁 定価(1,200円+税)0309 978-4-274-07962-7

詳解

ネットワークQoS技術

戸田 巖 著

インターネットの利用者が爆発的に増え、インターネットのサ

ービス品質（QoSQuality of Service）に対する知識がネットワ

ーク関連の技術者に必要になっている。本書は、ネットワーク

技術者を対象に、インターネットでのQoSの考え方から解析・

設計までネットワークの品質保証技術全般を、最新の内容で詳

解したものである。A5判 304頁 定価(3,500円+税)0105 978-4-274-07921-4

インターネットQoS
Paul Ferguson
Geoff Huston 共著
戸田 巖 監訳

インターネットの利用が一般化する中で、インターネットのサ

ービス品質の知識が、これからのマルチメディア情報をやり取

りするネットワークの設計や利用において必要になっている、

本書は、ネットワーク技術者・マネージャを対象に、インター

ネットでQoSを実現するためのビジネス戦略から技術まで最新

動向を第一線の技術者が解説。B5変判 352頁 定価(3,700円+税)0005 978-4-274-07901-6

情報科学・ネットワーク・コンピュータ 167



ユビキタス技術

無線LAN

阪田史郎 編著

無線LANの基礎知識、技術的な知識を中心に解説するもので、

無線LAN普及の背景、スペクトラム拡散やOFDMなどの伝送

技術、シームレスな接続を保証するネットワーク連携技術やセ

キュリティ技術を詳しく解説。また、標準化を含めた今後の動

向についても概観している。

A5判 256頁 定価(3,000円+税)0406 978-4-274-03629-3

なるほどナットク！

LANがわかる本

石井弘毅 著

技術・工学に興味をもつ方々に基礎的な知識と最新の技術動

向、トピックスを含めた情報を提供する「なるほどナット

ク！」シリーズの一冊。これから家庭内LANあるいは職場で

小規模LANを構築しようとしている方々に、ネットワークの

しくみから接続する際の留意点、LAN構築の具体的手法、ト

ラブル解決法等を豊富なイラストで解説。B6判 208頁 定価(1,200円+税)0305 978-4-274-07958-0

IT Text

ネットワークセキュリティ

菊池浩明
上原哲太郎 共著

情報系の大学学科の専門科目である「情報セキュリティ」「ネ

ットワークセキュリティ」の教科書。インターネットをはじめ

とした各種通信ネットワーク・システムの基本的なしくみをあ

らかじめ解説したうえで、さまざまな脅威とそれに対する暗号

技術や認証管理などのセキュリティ技術についてわかりやすく

解説。A5判 206頁 定価(2,800円+税)1708 978-4-274-21989-4

現代電子情報通信選書「知識の森」

ネットワークセキュリティ

佐々木良一 監修
電子情報通信学会 編

ネットワークの利用形態が多様化するにつれて、セキュリティ

上の問題も多様化・複雑化しており、それに対処するセキュリ

ティ技術も多様化・複雑化が進んでいる。本書は、サイバー攻

撃とその対策の両面にわたって基本的な仕組と実際を解説する

と共に、最新動向をまとめ、セキュリティ技術全般を体系的に

把握できるもの。A5判 256頁 定価(3,600円+税)1403 978-4-274-21517-9

InfoCom Be-TEXT

情報セキュリティ

小林吉純 著

情報ネットワークに存在する不正や脅威に対して、情報セキュ

リティ技術がどのような対処法を提供しているのか、また、コ

ンピュータやネットワーク利用のどのような場面で、どのよう

な被害に遭う恐れがあるのかについて、基礎的な項目を厳選し

て説明。共通鍵や公開鍵などの暗号技術の解説から、ネットワ

ークへの攻撃とそれへの対応策を解説する。B5判 188頁 定価(2,800円+税)1303 978-4-274-50388-7

電磁波と情報セキュリティ対策技術

電気学会 電磁環境・情報セキュリティ技術調査専門委員会 編

近年の情報通信基盤の複雑化から、PCなどの情報機器のエミ

ッションによる情報漏えいや高電力電磁環境における電子機器

の障害などが問題になっている。このため、国際的な規格標準

化の動きもあるほどである。本書では、電磁環境下における情

報漏えい・障害などの実態およびその測定、これに対する実際

的な対策を解説する実務書としてまとめた。A5判 232頁 定価(3,600円+税)1201 978-4-274-21153-9

新インターユニバーシティ

暗号とセキュリティ

神保雅一 編著

工学部電気・電子・情報系学科の教科書。暗号の基礎となる数

理から種々の暗号方式の基礎理論と実際、情報セキュリティシ

ステムの具体例、実社会での運用まで、暗号とセキュリティ技

術全般を扱う。

〔目次〕暗号の基礎数理／鍵交換／RSA暗号／エルガマル暗号

／ハッシュ関数／デジタル署名／共通鍵暗号／他A5判 186頁 定価(2,300円+税)1012 978-4-274-20958-1

情報システム・ソフトウェアの信頼性及びセキュリティの取組強化に向けて
―情報システムの信頼性向上に関する評価指標付き―

経済産業省商務情報政策局 編著

情報システム・ソフトウェアの適切な信頼性とセキュリティの

在り方と実現のための取組みを集約。「情報システム・ソフト

ウェアの信頼性及びセキュリティの取組強化に向けて−中間報

告書−（平成21年5月28日）」と「情報システムの信頼性向上に

関する評価指標 第1版」（平成21年9月4日）の書籍化。

B5判 192頁 定価(2,200円+税)1003 978-4-274-50275-0

マンガでわかる

暗号
三谷政昭

佐藤伸一 共著

ひのきいでろう 作画

ウェルテ 制作

暗号は、古くから政治や軍事の裏舞台で使われてきた。現在は

コンピュータ上での情報通信に欠かせない技術になっている。

本書は、暗号技術及びその背景にある数学、また暗号が応用さ

れている身近な分野についてマンガでわかりやすく解説する。

B5変判 240頁 定価(1,900円+税)0704 978-4-274-06674-0

Excelで学ぶ

暗号技術入門

靏 浩二 著

暗号技術及びその背景にある数学と、暗号が応用されている身

近な分野を解説する。Excelでは、整数論の部分と共通鍵暗号

を、また公開鍵暗号方式は、扱えるビット数を少なくし、Ex-

celで実験できるようになる例を含めた。

B5変判 256頁 定価(2,600円+税)0606 978-4-274-06650-4
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実践

情報セキュリティ
―人・運用・技術―

AmandaAndress 著

戸田 巖 監訳

富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 訳

SEや情報・通信システムの運用技術者、コンサルタントを対

象に、情報セキュリティを人・運用・技術面の総合的観点から

解説したもの。著者の豊富な経験と知識に基づいて、セキュリ

ティ基盤の構成要素と役割、構築法・運用方法を幅広く解説し

た、セキュリティ技術者の速習書。

B5変判 408頁 定価(4,600円+税)0502 978-4-274-20031-1

情報セキュリティハンドブック

電子情報通信学会 編

サイバー犯罪からセキュリティを確保することは、ネットワー

クが社会基盤となった現在、ますます重要となっている。本ハ

ンドブックは、現代暗号理論からセキュリティの要素技術、シ

ステム技術、応用、管理と運用、社会とのかかわりなど、情報

セキュリティ技術のすべてを体系的にまとめた。

B5判 580頁 定価(17,000円+税)0411 978-4-274-07980-1

なるほどナットク！

暗号がわかる本

神保雅一 監修
イオタゼミ 著

情報セキュリティへの関心とともに注目されている暗号につい

て、種類やその正当性・安全性、解読方法などを、図やイラス

トを用いてわかりやすく解説するもの。数学を用いた理論的な

説明は最小限度に抑えて、概念を理解できるようにわかりやす

くまとめている。

B6判 232頁 定価(1,200円+税)0409 978-4-274-07975-7

なるほどナットク！

ネットワークセキュリティがわかる本

伊藤敏幸 著

技術・工学に興味を抱く一般読者を含めた幅広い層に向けて情

報を発信する「なるほどナットク！」シリーズの一冊。仕事に

おいてパソコンを使用されていて、かつ、セキュリティに興味

を抱く方を主な読者対象として、ネットワーク（特にインター

ネットの）セキュリティのしくみと実例について、やさしく解

き明かす。B6判 216頁 定価(1,200円+税)0012 978-4-274-07912-2

OpenSSL
―暗号・PKI・SSL/TLSライブラリの詳細―

JohnViega 他著
齋藤孝道 監訳

OpenSSLは、その名の通りSSL/TLSプロトコルのオープンソ

ース実装であることはもちろん、セキュリティアプリケーショ

ンの開発やデータの暗号化、認証局構築など、多様かつ高度な

セキュリティ機能を提供する汎用のライブラリ。本書は、

OpenSSLについて、各機能の詳細から活用のノウハウ、プロ

グラミングテクニック、リファレンスまでを網羅。B5変判 448頁 定価(4,200円+税)0408 978-4-274-06573-6

スティーリング・ザ・ネットワーク
―いかにしてネットワークは侵入されるか―

Ryan Russell 他著
増田智一 監訳

現実のテクノロジーに基づいたネットワーク不正侵入のシナリ

オを、実在のハッカーが10本のストーリーとしてまとめたフィ

クション。セキュリティ対策のハウツー本だけは読み解くこと

ができない、侵入のシナリオという側面に焦点を当てた原作

を、セキュリティ対策を専門にする株式会社ラックの増田氏の

監訳により発行するもの。B5変判 312頁 定価(3,000円+税)0403 978-4-274-06560-6

IT Text

情報セキュリティ

宮地充子
菊池浩明 編著

〔目次〕情報セキュリティ／共通鍵暗号／公開鍵暗号・ディジ

タル署名の基礎理論／公開鍵暗号／ディジタル署名／楕円曲線

暗号／暗号プロトコル／ゼロ知識証明と社会システムへの応用

／ネットワークセキュリティ／インターネットセキュリティ／

不正アクセス／情報ハイディング／バイオメトリックス／セキ

ュリティ評価／情報通信倫理A5判 280頁 定価(3,000円+税)0310 978-4-274-13284-1

認証技術パスワードから公開鍵まで

Richard E. Smith 著
稲村 雄 監訳

コンピュータシステムのセキュリティを確保するためには、暗

号技術や認証技術など、いくつかの基礎的な要素となる技術を

理解する必要がある。本書は、認証技術についての詳細な知識

を、パスワードからバイオメトリクスや公開鍵方式まで網羅的

にカバーし、わかりやすい形で提供している。

B5変判 560頁 定価(4,600円+税)0304 978-4-274-06516-3

IT Text

基礎Web技術
（改訂2版）

松下 温 監修

市村 哲・宇田隆哉

伊藤雅仁 共著

本書は、HTML、XML、CGI、JavaScriptなどのWebページ作

成のためのプログラミングの基礎事項を実践的に解説した教科

書。改訂版にあたり、HTML5などの最新技術も加えて解説。

A5判 196頁 定価(2,500円+税)1701 978-4-274-21990-0

IT Text

応用Web技術
（改訂2版）

松下 温 監修

市村 哲

宇田隆哉 共著

HTMLなどを解説した『IT Text基礎Web技術』の続編とし

て、動的Webページの作成から携帯端末Webサイトの構築、

データ管理、セキュリティまで学べる教科書。

A5判 184頁 定価(2,500円+税)1702 978-4-274-21991-7
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よくわかる

ストレージネットワーキング

喜連川優 編著

情報技術の進歩に伴い、大規模データベースやWebサイトで

増え続けているストレージネットワークシステムの最新動向

を、基礎からわかりやすく解説したもの。最近話題のキーワー

ドである、グリーンコンピューティングやクラウドコンピュー

ティングとの関連にも触れている。

B5変判 288頁 定価(3,500円+税)1105 978-4-274-21030-3

Webインターフェイスで学ぶ

インタラクションと情報のデザイン

若林尚樹 著

コミュニケーションのツールとなっているWebサイトのデザ

インを考える場合、多くの情報要素をどう整理してユーザに使

いやすさを与えるかが重要である。本書はWebのデザイン作

成における図形、アニメーション効果の役割をはじめとしたグ

ラフィックデザインの基礎知識から認知心理学など広い視点か

らインタラクションと情報デザインについて解説した。A5判 280頁 定価(2,500円+税)1102 978-4-274-06841-6

クロフォードのインタラクティブデザイン論

Chris Crawford 著
安村通晃 監訳

インタラクティブなものの設計に関して、わかりやすくかつ具

体的な例を提示して解説し、相互作用とは何か、なぜ重要・必

要なのかを詳細に説いている。加えて、インタラクティブなソ

フトウェア、ゲームおよびWebサイトを設計する方法も解説

している。「インタラクティブな設計」について、一冊で大き

な理解を得ることができる。B5変判 400頁 定価(4,500円+税)0412 978-4-274-06594-1

セマンティックWeb入門
斎藤信男
萩野達也 監修

情報処理相互運用技術協会 編

Web情報検索をエージェントにより自動処理しようという新

しいWeb技術のセマンティックWebの開発が急速に進んでい

る。本書は、セマンティックWebの概要や最新の動向から、

その基礎技術、記述言語とツール、応用システム例まで全般を

解説したものである。

A5判 256頁 定価(2,800円+税)0411 978-4-274-07979-5

ストレージネットワーキング

喜連川優 編著

大規模データベースやWebサイトにおける大容量ストレージ

のニーズは、ストレージネットワーキングの新しい技術につな

がり、ストレージ環境の新しい展開を迎えている。本書は、

SAN、NASを中心にストレージネットワーキング技術につい

てわかりやすく解説するとともに、ビジネス動向、および各ベ

ンダが提供するソリューションの事例も紹介。B5変判 240頁 定価(3,200円+税)0207 978-4-274-07949-8

Webサイトがわかる本

樫山友一 著

Webサイトがどのように成り立っているかを述べるとともに、

その開発プロセスに沿ってどのようにWebサイトが作られて

いるかを解説する。

〔目次〕Webサイトとは／Webサイトの開発プロセス／Webサ

イトの内部／セキュリティ方式の決定／コンピュータ構成の決

定／Webサイトの設計／Webサイトのテスト／他A5判 128頁 定価(1,500円+税)0109 978-4-274-07929-0

Asterisk運用・開発ガイド
エムトゥエックス株式会社 監修
株式会社アイウィーヴ
マッキーソフト株式会社 共著

Asterisk（アスタリスク）は、Linux上で動作するIP-PBXオー

プンソフト。これを利用して安価に構内電話システムを構築す

ることができる。本書はVoIPについて勉強をしたい上級SEを

対象にした、アスタリスクの技術解説書で、実際にシステム構

築を行う際に必要となる、カスタマイズの具体的なノウハウを

解説する。B5変判 480頁 定価(4,700円+税)0706 978-4-274-06683-2

Chainer v2による実践深層学習

新納浩幸 著

機械学習のフレームワークChainer を使ってディープラーニン

グのプログラムの作り方を解説。Chainerがバージョンアップ

したための対応版。特に畳み込みニューラルネットトワークに

ついても解説。

A5判 208頁 定価(2,500円+税)1709 978-4-274-22107-1

人工知能の創発
―知能の進化とシミュレーション―

伊庭斉志 著

進化計算をもとにした複雑系シミュレーションの理論とその応

用を解説。本書を通して、複雑系と創発の基礎的な考え方を学

ぶとともに、その考えを読者自らが人工知能に応用できるよう

になることを最終的な目的としています。

A5判 244頁 定価(2,800円+税)1705 978-4-274-22064-7

坂本真樹先生が教える

人工知能がほぼほぼわかる本

坂本真樹 著

本書は、一般の人には用語の理解すら難しい人工知能を、関連

知識が全くない人に向けて、基礎から研究に関する代表的なテ

ーマまで、イラストを多用し親しみやすく解説した書籍。人工

知能研究者である坂本真樹先生が、独自の視点で、現在の人工

知能が目指す最終目標「感情を持つ人工知能」について、人と

人工知能との融和の観点から解説。A5判 192頁 定価(1,800円+税)1704 978-4-274-22050-0
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自然言語処理と深層学習
―C言語によるシミュレーション―

小高知宏 著

人工知能研究における自然言語処理分野でよく用いられる機械

学習の理論をわかりやすく解説し、それらの知識を前提として

深層学習とは何か提示。単に概念を羅列するのではなく、豊富

な実装例や演習問題を通して、自然言語処理の理論と実践をバ

ランスよく学べるように紹介。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)1703 978-4-274-22033-3

思考を科学する
―「考える」とはどういうことか？―

大須賀節雄 著

人工知能・知識情報処理研究の第一人者が、人間の「考える」

という機能について科学的に考察し、その本質を明らかにす

る。これまで、「考える」とは？という議論は哲学書で行われ

ていたが、本書は、哲学論ではなくあくまでも科学として「考

える」ことを分類・分析し、人間の知的活動の本質に迫る。

A5判 226頁 定価(3,800円+税)1109 978-4-274-21090-7

知の協創支援
―脳と計算機でアイデアを紡ぎ出す―

井越昌紀
大澤幸生 共編

本書出版の意義は、閉塞感のある産業界に今求められている知

的創造活動を支援する考え方と具体的方法の提示にある。本書

は、長年、編者が主宰するACP研究会で蓄積された知見と技

術を体系的にまとめて、知的支援と実践のための教科書であ

り、事例ソフトのへHPからリンクで試用しながら体得できる

e-mediaと融合して学べる電子教科書。A5判 288頁 定価(3,800円+税)1008 978-4-274-50260-6

言語と知能
―言語はどのようにして創られたか？―

大須賀節雄 著

人工知能研究の泰斗がライフワークをまとめた！知能とは何か

という問に答えるため、知能と密接不可分な関係にある言語に

ついて考察する。言語学の歴史的な成果をふまえつつ、言語の

創生について論じるとともに、ニューラルネットワークの役割

を含めて言語創生のモデルを提示し、知能を「言語−概念−知

的活動」を推進する機能と捉える。A5判 282頁 定価(3,800円+税)1004 978-4-274-20860-7

脳に宿る心
―認知科学・人工知能から神秘の世界に迫る―

岡田直之 著

心の科学に関する四つの流れを統合し、心の機能、構造、なら

びに常識データの体系的な把握を試みるもので、認知科学・人

工知能分野の入門書としての性格を有するものである。

〔目次〕心の科学（来し方）／心の働き（認識、推考および表

出／情緒、記憶および言語／知覚および動作）／心のデータ

（常識）／心の構造（自律分散システム）／他A5判 186頁 定価(2,800円+税)0911 978-4-274-20783-9

人工知能と教育工学
―知識創産指向の新しい教育システム―

岡本敏雄
香山瑞恵 共編

人工知能研究の成果を教育工学に取り込もうという研究開発分

野が生まれ、近年、Webの発達によるeラーニングの新たな展

開をむかえ研究開発が一段と活発になっている。本書では、こ

のような教育工学に人工知能の科学・技術を適用するための基

礎から最新の研究開発テーマまでを、現代的な観点から解説。

A5判 384頁 定価(5,800円+税)0802 978-4-274-20507-1

人と共存する

コンピュータ・ロボット学
―実世界情報システム―

東京大学21世紀COE実世界情報プロジェクト 監修
佐藤知正 編著

実世界情報システムとは、バーチャルリアリティシステムが人

に語りかけ、複雑な作業をこなすヒューマノイドロボットが人

に歩み寄り、情報家電としてのユビキタスアプライアンスが手

を差し伸べるなど、人に応じて支える統合的な環境の研究であ

る。本研究は、21世紀COEのテーマでもあり、今後の社会に

おける重要な役割を果たす技術開発である。B5変判 304頁 定価(4,500円+税)0411 978-4-274-94694-3

Rによる

機械学習入門

金森敬文 著

業務での活用が増えている統計解析フリーソフト「R」を使っ

て、Rの初歩から確率・統計の基礎、統計モデルによる機械学

習を解説。

A5判 288頁 定価(2,600円+税)1711 978-4-274-22112-5

強化学習と深層学習
―C言語によるシミュレーション―

小高知宏 著

強化学習と深層学習の基礎を紹介した上で、深層強化学習のし

くみを具体的に説明。単に概念を説明するだけでなく、アルゴ

リズムを実際にC言語のプログラムとして実装することで、実

際にプログラムを動かすことで具体的な処理方法の理解を深め

ることができる。

A5判 248頁 定価(2,600円+税)1710 978-4-274-22114-9

Pythonによる

機械学習入門

株式会社システム計画研究所 編

今後ますます発展が予想される機械学習について、入門的知識

から実践まで平易に解説する書籍。「解説だけ読んでもいまひ

とつピンとこない」人に向け、プログラミングが容易な

Pythonにより実際に自分でシステムを作成することで、その

エッセンスを実践的に身につけていく内容。

A5判 248頁 定価(2,600円+税)1611 978-4-274-21963-4
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機械学習入門
―ボルツマン機械学習から深層学習まで―

大関真之 著

現在扱われている各種機械学習の根幹とされる「ボルツマン機

械学習」を中心に、機械学習を基礎から理解できるように解説

し、最終的には深層学習の実装ができるようになるまでを目指

した。機械学習では定番になっている表現や言葉、それが意味

していることについてもおさらいできるように解説。

A5判 212頁 定価(2,300円+税)1611 978-4-274-21998-6

実装

ディープラーニング
株式会社フォワードネットワーク 監修

藤田一弥

高原 歩 共著

数多の「ディープラーニング」解説書で概念は理解できたが、

さて実際使うには何から始めてよいのか―本書は、そのような

悩みを持つ実務者・技術者に向け、画像認識を中心に「ディー

プラーニングを実務に活かす業」を解説。

A5判 272頁 定価(3,200円+税)1611 978-4-274-21999-3

IT Text

人工知能
（改訂2版）

本位田真一 監修

松本一教・宮原哲浩

永井保夫・市瀬龍太郎 共著

〔目次〕人工知能の歴史と今後／探索による問題解決／知識表

現と推論の基礎／知識表現と利用の応用技術／機械学習とデー

タマイニング／知識モデリングと知識流通／Web上で活躍す

るこれからのAI／社会で活躍するこれからのAIとツール

A5判 244頁 定価(2,800円+税)1610 978-4-274-21949-8

Chainerによる実践深層学習

新納浩幸 著

Python の拡張モジュールであるNumPyの使い方やニューラル

ネットの基本をおさらいした後に、Chainerの基本的な使い方

を提示。実装方法まで豊富な例をもとに解説。実践的な活用が

可能。

A5判 192頁 定価(2,400円+税)1609 978-4-274-21934-4

Excelで学ぶ

進化計算
―ExcelによるGAシミュレーション―

伊庭斉志 著

進化論的手法は、生物の進化のメカニズムをまねてデータ構造

を変形、合成、選択する工学的手法。最適化問題の解法、人工

知能の学習、推論、プログラムの自動合成などに広く応用され

る。GAやGPの基本原理からExcelを用いた実践（Excelのシミ

ュレータ）について解説。ExcelミュレーションはExcel

2013/2016対応。A5判 240頁 定価(3,200円+税)1605 978-4-274-21889-7

機械学習と深層学習
―C言語によるシミュレーション―

小高知宏 著

人工知能研究における機械学習の諸分野をわかりやすく解説

し、それらの知識を前提として深層学習とは何かを示します。

具体的な処理手続きやプログラム例（C言語）を適宜示すこと

で、これらの技術がどのようなものなのかを具体的に理解でき

るように紹介。

A5判 272頁 定価(2,600円+税)1605 978-4-274-21887-3

進化計算と深層学習
創発する知能

伊庭斉志 著

本書は、ディープラーニングの基礎となるニューラルネットワ

ークの理論的背景から人工知能との関わり、最近の進展や成

果、課題にいたるまで説明。「進化」と「学習」をキーワード

として、人工知能の実現へのアプローチや「進化計算」を用い

た「深層学習」への取り組みを説明するなどを網羅。

A5判 192頁 定価(2,700円+税)1510 978-4-274-21802-6

人工知能の基礎
（第2版）

馬場口登
山田誠二 共著

大学学部、情報系学科の専門課目「人工知能（概論）」の教科

書。問題解決、探索、推論、機械学習等、人工知能研究に関す

る代表的なテーマをわかりやすく解説しており、とくに最近の

中心テーマであるデータマイニングや機械学習などについても

言及。

A5判 232頁 定価(2,900円+税)1502 978-4-274-21615-2

視覚認知と聴覚認知

斎藤秀昭
森 晃徳 共編

人の五感の中で特に多彩で精緻な情報のやりとりを可能にして

いるのが視覚と聴覚である。本書は、まず視覚と聴覚の情報処

理について、その心理学的・神経生理学的な理解と理論的な分

析を行い、それに基づいた視覚と聴覚の工学的な実現手法の確

立を目指して、最先端の研究者によりまとめられたものであ

る。A5判 248頁 定価(4,800円+税)9902 978-4-274-07876-7

ニューロ・ファジィ・AIハンドブック

計測自動制御学会 編

制御技術における新しいキーワード、ニューラルネット、ファ

ジィ理論、AI（人工知能）についての基礎から応用、さらに

応用事例までを部門ごとに分けて解説しており、初学者から実

務者までが幅広く活用できる内容になっている。巻末には基本

用語の解説、支援ツールやハードウェア製品の紹介も設けてお

り、実務にすぐ役立つハンドブック。B5判 1,442頁 定価(33,981円+税)9405 978-4-274-03446-6
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AIによる大規模データ処理入門

小高知宏 著

大規模データにAI技術を適用することで、さまざまな知的応

用システムが実現化されつつある。本書では、大規模データ処

理にAIの手法である探索、知識表現、進化的手法・群知能、

言語処理アルゴリズムを具体的なプログラム例をまじえて解

説。データの解析で統計的手法と並んで重要であるAI的手法

に重点をおいて、その基礎を固めるための本。A5判 264頁 定価(2,800円+税)1308 978-4-274-06926-0

人工知能と人工生命の基礎

伊庭斉志 著

プログラマやソフトウエア開発者の初級者および人工知能の初

級研究者を対象とした、人工知能（AI）と人工生命（AL）の

入門書。アルゴリズムや生物学の知識が十分でないビギナー向

けに、AIの基礎から最近の確率的推論や複雑系などを分かり

やすく解説。ALでは基本的な考え方から生物指向型計算と最

適化手法などの応用分野までを解説している。A5判 264頁 定価(2,800円+税)1305 978-4-274-06917-8

初歩から学ぶ

統計的学習
―画像処理で体験してみよう―

映像情報メディア学会 編
熊澤逸夫 著

統計的学習が画像処理や画像認識に多く適用されるようにな

り、その理解が技術者や学生にとって必須の事項となってい

る。本書は統計の基礎から画像処理・認識における統計的学習

の実際を解説したもの。アルゴリズムを説明するだけでなく、

ソフトウエアで体験し、初心者でも画像処理・認識の具体的な

方法を身につけられるように工夫した。A5判 240頁 定価(2,800円+税)1205 978-4-274-21210-9

オントロジーの普及と応用

人工知能学会 編集
來村徳信 編著

オントロジー工学は理論的基礎が固まりつつあるなかで、昨

今、医療、バイオ、情報家電など、われわれの生活につながる

さまざまな分野へ実際に応用が広まりつつありる。本書は、そ

のような背景を踏まえてオントロジーの基礎概念からさまざま

な応用分野での適用の実際までを解説した専門書。

A5判 256頁 定価(3,600円+税)1204 978-4-274-21199-7

はじめての機械学習

小高知宏 著

本書は大量データの処理を前提に比較的シンプルな方法で効率

よく学習を進める手法を扱う。特にパラメタ調整による学習、

帰納的学習、教示学習、進化的手法による規則の学習、ニュー

ラルネットによる学習などC言語によるプログラム例を示しな

がら、具体的な手法を紹介。Windowsパソコンで実際に機械

学習の実験を体験することができる。A5判 248頁 定価(2,600円+税)1104 978-4-274-06846-1

はじめての

AIアプリケーション
―C言語で作るネットワークエージェントと機械学習―

小高知宏 著

C言語でのプログラミングを通じ、ネットワークエージェント

や検索ロボット、セキュリティ、ゲームプレーヤエージェン

ト、機械学習の技術などインターネット前提のAI技術を学ぶ。

〔目次〕人工知能とインターネット／ネットワークエージェン

ト／自律エージェントとしてのゲームエージェント／対話エー

ジェントとインターネット／機械学習とインターネットA5判 238頁 定価(2,400円+税)1005 978-4-274-06807-2

はじめての

AIプログラミング
―C言語で作る人工知能と人工無能―

小高知宏 著

本書は、人工知能技術の基礎をわかりやすく解説した入門書。

ペットロボットなどで話題の人工無能も取り上げている。アル

ゴリズムの解説だけにとどまらず、C言語プログラミングの応

用例を盛り込むことにより実践的な内容でまとめている。

A5判 320頁 定価(2,800円+税)0610 978-4-274-06664-1

TokyoTech Be-TEXT

統計的機械学習
生成モデルに基づくパターン認識

杉山 将 著

機械学習とは、与えられたデータからその背後に潜んでいる規

則を自動的に獲得することで、近年、数理統計学に基礎をおく

「統計的機械学習」として発展を遂げている。本書は、理工系

大学の学部生に向けた統計的機械学習の入門書であり、特に

「生成モデルに基づくパターン認識」に特化した解説を行う。

書籍版と電子版を融合した新しいタイプの教科書。A5判 200頁 定価(2,800円+税)0909 978-4-274-50248-4

Rによる

データマイニング入門
山本義郎
藤野友和

久保田貴文 共著

実践的にデータマイニングを理解するために、Rを使用したア

ルゴリズムの例題を交えて解説。理論から解析手法までリアル

なデータで確認できる。簡単な分析、探索的データ解析および

データの可視化やデータマイニング手法などのトピックをサン

プルデータを用いて解説。

A5判 232頁 定価(2,900円+税)1511 978-4-274-21817-0

Rで学ぶデータマイニングⅠ
データ解析編

熊谷悦生
舟尾暢男 共著

「Rの基本的な使用方法」と「データのハンドリング方法」を

紹介した後、「グラフ描画によるデータマイニングの方法」「メ

ディア等に溢れるデータ〜記事の中で見られる問題点をデータ

解析の視点から指摘」「合計特殊出生率と少子化に関するデー

タ解析」を行う。また、「ちょっとより道」と称したコラムを

たくさん掲載。B5変判 264頁 定価(3,600円+税)0811 978-4-274-06746-4
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Rで学ぶデータマイニングⅡ
シミュレーション編

熊谷悦生
舟尾暢男 共著

「選挙データ解析」「ニューラルネットワークにおけるデータ解

析」「株式売買に関するデータ解析」を行い、それぞれシミュ

レーションしていく。今回ターゲットとしているデータマイニ

ング機能は、パッケージという形でさらに機能を拡張すること

ができる。なお、CD−ROMには、R本体と本文中で使用する

パッケージを収録。B5変判 264頁 定価(3,800円+税)0811 978-4-274-06747-1

IT Text

人画像処理
越後富夫

岩井儀雄

森島繁生

鷲見和彦 他著

人の認識技術の基礎から応用まで解説した大学学部から大学院

向け教科書。画像認識全般の基礎として画像特徴抽出やシーン

解析など、人画像処理の要素技術である顔認証・表情認識など

から、バイオメトリクスや映像メディアにおける人間情報の利

用などの具体例まで、最新技術を解説。

A5判 272頁 定価(2,800円+税)0712 978-4-274-20480-7

IT Text

データマイニングの基礎
元田 浩

津本周作

山口高平

沼尾正行 共著

情報処理学会編集の教科書シリーズの一巻。本書は、大量のデ

ータから有用な情報を発掘する技術である「データマイニン

グ」について、基礎から高度な手法まで、そのアルゴリズムを

例題を交えてていねいに解説したもの。対象データの質を良く

する前処理やデータ変換、さらに評価についても言及。演習問

題やその解説も充実させた。A5判 302頁 定価(3,200円+税)0612 978-4-274-20348-0

IT Text

知識マネジメント

大澤幸生 編著

〔目次〕知識とその価値／知識マネジメントの誕生／知識マネ

ジメントを活かす組織戦略／知識マネジメントの支援システム

／知識発見とデータマイニング／ネットワーク環境における知

識マネジメント技術／付録 ビジネスにおける事例データの収

集方法

A5判 232頁 定価(2,800円+税)0309 978-4-274-13286-5

IT Text

エージェント工学
西田豊明
木下哲男
北村泰彦 他著

エージェント技術の基本が理解できる教科書。

〔目次〕エージェントテクノロジーの全体像／人間同士のイン

タラクションを支援するエージェント技術／インタフェースエ

ージェント／マルチエージェントシステム／エージェントプラ

ットフォーム

A5判 228頁 定価(2,800円+税)0207 978-4-274-13247-6

オントロジー構築入門
溝口理一郎 編

古崎晃司

來村徳信

笹島宗彦 他著

知識データベースが共有され、再利用され、時間とともに成長

するという知識インフラを根底から支えるために研究されてい

るオントロジー工学。本書は、オントロジーを実際に構築する

場合、どのような過程を踏むのか、初心者の陥りやすいミスは

何か、具体的な注意点など初学者に対してわかりやすく解説し

た。A5判 200頁 定価(2,800円+税)0609 978-4-274-20292-6

Excelで学ぶ

データマイニング入門
上田太一郎 監修

上田和明

苅田正雄

渕上美喜 共著

Excelはデータマイニングツールとデータウェハウスを兼ね備

えた手軽に使えるソフトウェアでもある。Excelのもつ①グラ

フ②分析ツール③ピボットテーブル④ソルバーの機能とデータ

マイニングとの関係について解説。必要に応じてExcelのアド

インソフトを利用することで実務に必要な分析はほぼ網羅でき

る。B5変判 316頁 定価(2,600円+税)0511 978-4-274-06625-2

新世代工学シリーズ

人工知能

溝口理一郎
石田 亨 共編

セメスタ制に対応した構成で、図解を用いて基本的なポイント
をわかりやすく解説する電気・電子・情報・システム工学系の
教科書シリーズの一冊。
〔目次〕人工知能への招待／探索による問題解決／知識表現と
推論／機械学習／ファジイ理論、ニューラルネットワーク、遺
伝的アルゴリズム／パターン認識／人工知能言語

B5判 176頁 定価(2,500円+税)0006 978-4-274-13200-1

新しい

人工知能
―発展編―

前田 隆
青木文夫 共著

人工知能の基本的な事項について、半期2単位のカリキュラム

向けに、理論から考え方までをわかりやすく解説した教科書。

知識処理をテーマに概要の説明だけでなく、理論や考え方まで

をわかりやすく解説している。Prologによる実際のプログラミ

ングをとおして、アルゴリズムやシミュレーションの手法が身

に付くよう工夫されている。A5判 208頁 定価(2,400円+税)0003 978-4-274-13198-1

続・わかりやすい

パターン認識
教師なし学習入門

石井健一郎
上田修功 共著

1998年発行『わかりやすい パターン認識』の続編。前作で取

り上げることのできなかった“教師なし学習”を主に取り上げ

た。“教師なし学習”を理解することで、より広い対象の音声・

画像処理技術を扱うことができるようになる。また、前作と本

作をあわせて読むことでパターン認識の基本的な内容が網羅的

に理解できる構成となっている。A5判 340頁 定価(3,200円+税)1408 978-4-274-21530-8
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わかりやすい

パターン認識
石井健一郎
上田修功
前田英作 共著

パターン認識をこれから学ぶ初心者にもわかりやすく解説した

入門書。網羅的・体系的に解説するのではなく、実際にパター

ン認識を使う立場に立ってすぐ必要な知識から入り最短で本質

が学べるよう、統計的パターン認識に的を絞り解説した。随所

にcoffee break欄を設け、著者の経験から得られた知見やノウ

ハウがもりこめられている。A5判 216頁 定価(2,800円+税)9808 978-4-274-13149-3

新コンピュータサイエンス講座

パターン情報処理

白井良明
谷内田正彦 共著

画像を中心としたパターン情報処理の講義は、技術の進歩と応

用の広がりとともに多くの学科で行われるようになった。本書

は、画像の変換や特徴抽出など画像情報処理の基本と、テクス

チャ処理、動画像処理などの各種処理技法を中心に最新の応用

まで、例を豊富に用いて解説した大学学部向け教科書。

A5判 206頁 定価(3,300円+税)9804 978-4-274-13142-4

知の科学

オントロジー工学の理論と実践

人工知能学会 編
溝口理一郎 著

新時代の人工知能に関わりにある技術、学術の知識を、書籍に

まとめた「知の科学」シリーズ。

〔目次〕基礎理論／性質と量／表現のオントロジー／オブジェ

クト、プロセス、そしてイベント／ロール理論／和製上位オン

トロジーYAMATO／医療オントロジー／OMNIBUSオントロ

ジー／次世代知識システムへの展開A5判 260頁 定価(4,000円+税)1204 978-4-274-21214-7

知の科学

多人数インタラクションの分析手法
人工知能学会 編

坊農真弓

高梨克也 共編

実社会ではよくみられるものの、これまで計測や分析のむずか

しさから研究対象となりにくかった3人以上でのコミュニケー

ションの分析を体系的にとりあげる。言語学、社会学、人類学

の上での定義から、人工知能分野への応用までを最新の知見に

基づいて解説する。

A5判 252頁 定価(3,800円+税)0909 978-4-274-20732-7

知の科学

記述論理とWebオントロジー言語

人工知能学会 編
兼岩 憲 著

計算機上で安全かつ効率的に知識表現と推論をするための記述

論理について、基本的な内容を平易に解説したうえで、Web

オントロジー言語との関係を詳細に述べている。特にWebオ

ントロジー言語のユーザーやオントロジー構築に携わる人々に

オススメの一冊。

A5判 204頁 定価(3,600円+税)0908 978-4-274-20745-7

知の科学

社会知デザイン
人工知能学会 編

西田豊明

⻆ 康之

松村真宏 共著

新時代の人工知能に関わりある技術、学術の知識を書籍にまと

めた「知の科学」シリーズの一冊。本書は、他者とのインタラ

クションを通して問題解決・学習を行う能力、社会知につい

て、その計測・分析手法から強化のための技術開発まで、社会

知のデザインという視点から解説する。

A5判 292頁 定価(3,800円+税)0906 978-4-274-20721-1

知の科学

スキルサイエンス入門
身体知の解明へのアプローチ

人工知能学会 編
古川康一 編著

新時代の人工知能に関わりの深い技術、学術の知識を書籍にま

とめた「知の科学シリーズ」の一冊。舞踏やスポーツなど、身

体を動かす技巧の巧拙はどこから生まれるのか。本書では、動

きの計測から計測データの解析、そして上達へとつなげる実例

までを紹介する。

A5判 312頁 定価(4,000円+税)0903 978-4-274-20676-4

知の科学

創造活動支援の理論と応用

人工知能学会 編
堀 浩一 著

人工知能に関わる技術、学術の知識を書籍にまとめた「知の科

学」シリーズの一冊。本書は、人間の創造的な活動のプロセス

を変化させ、より一層創造性を高めるために、主としてコンピ

ュータを使った支援システムを構築する学際研究領域(即ち

「創造活動支援」)の理論と応用について解説している。

A5判 168頁 定価(3,000円+税)0709 978-4-274-20455-5

知の科学

音声対話システム
人工知能学会 編

河原達也

荒木雅弘 共著

人工知能に関わる技術、学術の知識を書籍にまとめた「知の科

学」シリーズの一冊。本書はロボットやコンピューターと対話

する技術である「音声対話システム」の最新の技術を紹介す

る。実際に「音声対話システム」を最前線で研究・開発する著

者らが最新の動向も含め解説する。

A5判 208頁 定価(3,600円+税)0610 978-4-274-20305-3

知の科学

福祉と情報技術
人工知能学会 編

市川 熹

手嶋教之 共著

人工知能に関わりある技術、学術の知識を書籍にまとめる「知

の科学」シリーズの一冊。本書は、福祉分野で人工知能を含め

た情報技術がいかに活用されうるか、実際の問題点を含め詳細

に解説している。人工知能学会会員をはじめ、本分野に関心を

持つ学生・研究者・技術者および他分野の専門家の方々におす

すめ。A5判 212頁 定価(3,600円+税)0609 978-4-274-20299-5
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知の科学

知性の創発と起源

人工知能学会 編
鈴木宏昭 編

人工知能に関わりのある技術、学術の知識を、書籍にまとめた

「知の科学」シリーズの一冊です。本書は、「人間の知性」その

ものに焦点を当て、第一線で活躍中の執筆陣により、認知が創

発的性質を有するという近年の研究から、知性の創発的性質と

その起源についての最新知見や将来展望等をまとめている。

A5判 212頁 定価(3,300円+税)0607 978-4-274-20269-8

知の科学

言語・知識・信念の論理

人工知能学会 編
東条 敏 著

人工知能研究に欠かせない「言語」、「知識」、「信念」の論理に

ついて解説している。今日、人工知能の分野で論理に関わる話

題は、自然言語の意味論と知識・信念の維持や更新に関わる推

論とに分断されて行われていることが多いが、本書では、これ

らの領域の各テーマを一体的に解説している点が特徴である。

A5判 212頁 定価(3,300円+税)0603 978-4-274-20211-7

知の科学

意思決定支援とネットビジネス
人工知能学会 編

藤本和則

本村陽一 他著

人工知能に関わりある技術、学術の知識を書籍にまとめる「知

の科学」シリーズ。本書は、インターネットにおいてユーザの

曖昧な要望に対して意思決定を支援する技術を解説し、実際の

応用例を紹介する。

A5判 208頁 定価(3,300円+税)0510 978-4-274-20148-6

知の科学

コミュニケーションロボット
人工知能学会 編

石黒 浩

宮下敬宏

神田崇行 共著

人工知能に関わりある技術、学術の知識を、書籍にまとめる

「知の科学」シリーズの一冊。本書は、コミュニケーションロ

ボットについて、最前線で活躍する著者陣により、概念設計か

ら開発・評価、そしてフィールド実験までを系統的に紹介す

る。

A5判 208頁 定価(3,300円+税)0504 978-4-274-20065-6

知の科学

テキスト自動要約
人工知能学会 編

奥村 学

難波英嗣 共著

人工知能に関わりある技術、学術の知識を、書籍にまとめた

「知の科学」シリーズの一冊。本書は、テキスト自動要約を総

合的に紹介する。一般的な手法の説明、事例研究や具体的なシ

ステムなどを紹介し、話題のトピックスから要約の認知的側面

や歴史的な手法などにも触れ、テキスト自動要約について全体

像をつかむことができる内容となっている。A5判 176頁 定価(3,000円+税)0503 978-4-274-20042-7

知の科学

オントロジー工学

人工知能学会 編
溝口理一郎 著

人工知能に関わりにある技術、学術の知識を、書籍にまとめた

「知の科学」シリーズの一冊。知識データベースが共有され、

再利用され、時間と共に成長するという知識インフラを根底か

ら支えるために研究されているオントロジー工学。本書はオン

トロジー工学とは何か、発展する過程、自分で構築するための

考察方法、応用成功事例を解説。A5判 280頁 定価(3,800円+税)0501 978-4-274-20017-5

知の科学

進化論的計算手法

人工知能学会 編
伊庭斉志 著

人工知能に関わりある技術、学術の知識を、書籍にまとめた

「知の科学」シリーズの一冊。生物が進化の過程で最適化問題

を解く、その方法を応用する進化論的計算手法のメカニズムと

その応用事例、最新の話題を紹介する。

A5判 240頁 定価(3,800円+税)0501 978-4-274-20018-2

IT Text

音声認識システム
（改訂2版）

河原達也 編著

音声認識手法の最新技術について基礎から丁寧に解説するとと

もに、実際の音声認識ソフトによって実践的に学ぶことができ

ることを目的とした。改訂に際しては、音声認識手法のこの間

の発展を補うとともに、音声認識ソフトとデータを最新版のも

のにアップデート。

A5判 208頁 定価(3,500円+税)1609 978-4-274-21936-8

新世代工学シリーズ

システム工学

田村坦之 編著

システム工学とは何かから始まり、基本的な概念であるモデリ

ング、シミュレーション、最適化、信頼性を主要な柱とし、さ

らに自己組織化、複雑系などの新しいシステム概念についても

わかりやすく解説している。

〔目次〕システム工学への招待／システムをどのように表現す

ればよいか（モデリング）／他B5判 130頁 定価(2,500円+税)9902 978-4-274-13167-7

システム工学
―定量的な意思決定法―

井上雅裕
陳 新開

長谷川浩志 共著

システム工学と社会とのつながりを意識しながら学ぶことがで

きる教科書。

〔目次〕システムのライフサイクルにおけるシステム工学の手

法の位置づけ／階層化意思決定法（AHP）／線形計画法／確

率・統計解析法／待ち行列理論／シミュレーション／スケジュ

ーリング法A5判 214頁 定価(2,700円+税)1311 978-4-274-21465-3
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システム工学
―問題発見・解決の方法―

井上雅裕
陳 新開

長谷川浩志 共著

「システム工学」の教科書。汎用的な手法について定性的な解

決法を解説。社会現場のニーズに沿ったグローバルスタンダー

ドなシステムエンジニアリングを軸に据えた汎用性の高い内容

構成で、基本的なツールや理論の説明だけでなく実社会でどの

ように使われ、どう役立たせるかという視点で解説している。

A5判 164頁 定価(2,600円+税)1109 978-4-274-21092-1

社会システム工学の考え方

大澤 光 著

社会における問題を工学的志向で解く！ 「社会システム工学」

とは、人の集まりすなわち社会が構成され運営されているシス

テム・制度・メカニズムなどを“工学的な”発想で「考える」学

問。本書は、「社会システム工学」に関連する「基礎知識」と

「考える力」を身につけてもらうことを目的にまとめたもの。

A5判 394頁 定価(3,800円+税)0701 978-4-274-06675-7

EE Text

システム最適化

玉置 久 編著

「電気学会−オーム社教科書新シリーズ」の電気・電子・機械

系の専門科目である数理計画法、システム最適化の教科書。本

書では、工学における最適化の考え方に加え、線形計画法、非

線形計画法、組合せ最適化といった最適化あるいは数理計画で

用いられる基本的な各種手法についてわかりやすく解説してい

る。B5判 182頁 定価(2,500円+税)0511 978-4-274-20162-2

基礎システム工学

浅居喜代治 編著

これからシステム工学を学ぼうとする方々を対象に、システム

の意味とシステム作りの方法、応用への手がかりを解説した教

科書。

〔目次〕総説／モデリングの概念と数学モデル／図的モデルと

ファジィモデル／システムの特性と解析Ⅰ／システムの特性と

解析Ⅱ／システムの最適化／他A5判 216頁 定価(2,500円+税)0110 978-4-274-13237-7
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経営工学

技術者のための

わかりやすい文書の書き方
6つのルールと17の書き方で劇的に変わる

森谷 仁 著

報告書、打合せ資料、技術提案書などの技術文書は、まず何を

伝えなければいけないのかを見極めるのが大切。各種技術文書

を事例として取り上げ、「読み手に内容を明確に伝えるための3

原則」と「6つのルールと17の書き方」を紹介。わかりやすい

文書を書くための意識が芽生え、技術力の向上に役立つ内容。

A5判 160頁 定価(2,000円+税)1503 978-4-274-21703-6

マネジメントアーキテクチャ戦略

柴田友厚
児玉 充 共著

日本の工作機械、半導体、情報通信分野などのハイテク企業の

ケーススタディを通じて、新たなビジネス戦略のための「技術

アーキテクチャ」「組織アーキテクチャ」に関する基本的概念

と理論的フレームワークについて論じる書籍。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)0902 978-4-274-20668-9

技術コンサルティングハンドブック

社団法人 日本技術士会プロジェクトチーム 技術図書刊行会 編

開業技術士だけでなくコンサルティング会社等で働く方々にと

っても役立つ、技術コンサルティングの理論と実務を集大成し

た書籍。技術士必携、全部門を網羅した技術コンサルティング

の手法・アイデアが満載。

A5判 686頁 定価(7,500円+税)0901 978-4-274-20653-5

MOTシリーズ

技術経営戦略

児玉文雄 著

MOTは技術者に求められる経営的観点、センス、実践的手法、

戦略を説くもので、その重要度は高まってきている。MOTシ

リーズの第1巻となる本書は、MOTが日本で求められるに至っ

た背景、製造業と経営戦略の関係、技術開発と組織の相関、技

術者が成功する経営者となるための考え方を、さまざまな技術

分野における事例を分析しながら解説する。A5判 276頁 定価(3,800円+税)0704 978-4-274-20390-9

元気の出る経営塾
―ガンバル中小企業―

関 満博 編著

日本の得意技であるはずのモノづくりが揺らいでいる。中小企

業、2代目、3代目がどう自社技術を磨き上げるか。ゼロから起

業、どん底からの再生をどう成し遂げたか、一ツ橋大学学生評

価No.1の関教授によるヒント満載の指南書。OHM誌人気連載

「関満博のガンバル中小企業」の単行本化。

四六判 280頁 定価(1,800円+税)0611 978-4-274-50114-2

図解

日本版SOX法入門
―やさしい企業改革の実際―

F.Wiseman社 編

二神壯吉・井上真一 共著

村田正憲 監修

企業会計や財務報告の透明性・正確性を高めることを目的に米

国で施行したSOX法（企業改革法）が日本にも波及した。

2008年4月からの施行をにらんで、さまざまなサービスが提供

されてきた。本書は、中小企業の相談役である税理士、司法書

士、行政書士などのいわゆる士業の方にエッセンスを紹介す

る。A5判 240頁 定価(2,500円+税)0610 978-4-274-50103-6

ブレイクスルー
―イノベーションの原理と戦略―

Mark Stefik 他著

鈴木 浩 監訳

岡 美幸 他訳

新たな革新的、根本的な技術革新はどのように生まれ、どのよ

うに導入されてきたのか。この本では、基礎研究と商品化され

得る新たな技術開発の間の段階を「ブレークスルーゾーン」と

して捉えて、豊富なインタビュー、実例を交えて、このような

技術の発達、導入段階のメカニズム、必要な要素などについて

解説している。A5判 404頁 定価(2,600円+税)0607 978-4-274-06654-2

CSR活用ガイド
―問われはじめた企業の社会的責任―

榎本 徹 著

欧米や国内の先進企業で今注目を浴びているCSRの研究や取組

みを行いつつあるが、未だCSRの定義は曖昧であり、馴染みが

薄いことは否めない。本書は第3のマネジメントシステムとし

て注目を浴びているCSRについて、その基本的な考え方、取り

組み方について、わかりやすく解説した入門書として発行。

A5判 192頁 定価(2,200円+税)0505 978-4-274-20070-0

バイオベンチャーの事業戦略
―大学発ベンチャーを超えて―

大滝義博
西澤昭夫 共編

バイオベンチャーを目指す方のために、バイオビジネスの現状

と展望を紹介している。

〔目次〕生命科学とバイオ産業／バイオベンチャーによるバイ

オ産業創成／バイオテクノロジーと医療／バイオテクノロジー

と産学連携／大学発ベンチャー企業と支援策の展開／ベンチャ

ーファイナンスの構築／他A5判 280頁 定価(3,000円+税)0310 978-4-274-19711-6
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経営情報学講座10

経営科学

定道 宏 著

〔目次〕日程問題（PERT）／生産問題（線形計画法）／輸送

問題（輸送計画法）／在庫問題（在庫管理法）／人員問題（配

置計画法）／工程問題（順序計画法）／多期間販売問題（動的

計画法）／財務問題（経済計画）／設備問題（待ち行列論）／

経営戦略問題（意思決定論）

A5判 182頁 定価(2,800円+税)8909 978-4-274-12865-3

Excelで学ぶ

統計的予測

菅 民郎 著

予測には経済予測、保有予測（ストック予測）、需要予測（フ

ロー予測）、企業経営予測、人口予測などがある。本書は、統

計手法として回帰分析をはじめ、経済企画庁の開発したEPA

法、TCSI分離法などを解説。Excel関数だけではできないもの

でもExcelアドインを使うことで体験することができる。

B5変判 312頁 定価(3,200円+税)1403 978-4-274-06976-5

意思決定のためのリスクマネジメント

榎本 徹 著

リスクマネジメントにおけるリスクの概念から、リスクマネジ

メントの経営システム化、意思決定の質の改善までを一貫して

取り上げた書籍。国際規格化もなされ、これまで以上に注目が

集まるリスクマネジメントの活用ガイドとして最適。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)1109 978-4-274-21082-2

TokyoTech Be-TEXT

ゲーム理論

武藤滋夫 著

「ゲーム理論」は数学の理論でありながら、その授業が行われ

ているのはほとんどが経済学部であり、したがって、教科書も

数学的な記述をできるだけ避けているものが多い傾向がる。本

書は理系の学部学生を対象とした「ゲーム理論」の教科書であ

り、大学院レベルの「ゲーム理論」への橋渡しとなるもの。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)1106 978-4-274-50333-7

Excelで学ぶ

ゲーム理論

中野 明 著

ゲーム理論とは何かを解説し、ゲームの基本タイプである利得

表をExcelで作成しながら、ナッシュ均衡、囚人のジレンマ、

ゲームの木などを解説する。

〔目次〕ゼロサム・ゲームと利得表思考／確率を用いたゲーム

戦略／非ゼロサム・ゲームとナッシュ均衡／囚人のジレンマ／

チキンゲームと社会的ジレンマA5判 266頁 定価(3,000円+税)1008 978-4-274-06817-1

Excelで学ぶ

ランチェスター戦略

中野 明 著

軍事シミュレーションの分野で応用されるほか、経営分野にお

いて、チェーン店の出店戦略と明確な指針を作成できるような

ビジネス・ケースなどへ応用されつつある。本書は、ランチェ

スターの法則が生まれた背景や歴史、経営に応用されるように

なった経緯、ビジネスでの事例などを盛り込むことで、より具

体的に追求できる内容となっている。B5変判 192頁 定価(2,600円+税)0909 978-4-274-06774-7

Excelで学ぶ

意思決定論

柏木吉基 著

実務における様々な意思決定を行う際に、データ分析に基づい

た客観的判断を下すための考え方を紹介するもの。筆者自身が

欧米のビジネススクールで学んだデータ分析による意思決定論

をできるだけ自身の実務経験と合わせた内容にし、Excelを用

いた複数のツールや実例とともに解説する。

B5変判 288頁 定価(3,200円+税)0601 978-4-274-06639-9

よくわかる

AHP
―孫子の兵法の戦略モデル―

木下栄蔵 著

本書は、AHPの手法を、線形計画法、最適化問題、ファジー

積分、費用便益分析など様々な場面に応用することを解説した

もの。AHPに使われる数学的背景や概念もきちんと解説し、

AHPの発展形であるANP（Analytic Network Process）につ

いても触れる。主な例題は商品の開発、消費者行動、環境、観

光レジャーなど。A5判 264頁 定価(2,800円+税)0601 978-4-274-06638-2

Excelで学ぶ

AHP入門

高萩栄一郎
中島信之 共著

AHP(Analytic Hierarchy Process：階層化意思決定法)とは、

1971年にサティー博士によって提唱された意思決定手法であ

る。AHPはあらゆる問題に適用でき、人間の感覚の曖昧な部

分を数量化することにより、意思決定の判断基準をもつことが

できる。本書は、Excelを使ってAHPを学習し、Excelにより、

意思決定モデルを体験できる。B5変判 176頁 定価(2,400円+税)0509 978-4-274-06616-0

Excel 2007で学ぶ

会計と税務

西島岳史 監修
藤本 壱 著

『Excel で学ぶ簿記・会計と税務』(2005年3月発行）のExcel

2007対応版。平成18年および平成19年の税制改正で変更された

点を盛り込み、さらに税務・会計上のポイントから、Excel

2007による効率的な計算方法を解説した。個人事業者などが書

類作成に役立つExcelシートをWebからダウンロードできる。

A5判 360頁 定価(2,300円+税)0710 978-4-274-06701-3
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素人が書いた複式簿記

岡部洋一 著

文理融合、起業・ベンチャーの時代。突然、財務諸表に目を通

さざるを得なくなった技術者、研究者も多い。著者（東大・岡

部洋一教授）が、この経験からまとめた複式簿記を読み使いこ

なす本。特に、同じように苦しむであろう理工系の読者を意識

し、勉強の際、最も自分の理解を妨げた平衡項という概念の攻

略に苦心した。A5判 200頁 定価(1,800円+税)0412 978-4-274-94897-8

スマホでできる！かんたん 記帳のはじめ方
Excelアプリの活用で経理の基本をマスター

本田忠彦 著

事業主や副業者で経理未経験の方々対象に、スマートフォンを

用い、かつ、Excelアプリの活用で経理の基本である知識を短

時間でマスターできる方法を紹介。

B6判 160頁 定価(1,600円+税)1711 978-4-274-22154-5

経営情報学講座1

情報処理概論

定道 宏 著

〔目次〕コンピュータとその歴史／コンピュータの基礎概念／

情報通信ネットワーク（情報通信の基本／通信回線の種類／

他）／コンピュータの基本動作（CPUの基本動作／電子回路

の仕組み／他）／オペレーティングシステム（OSの概念／OS

の構成／仮想記憶／他）／ファイルとデータベース

A5判 200頁 定価(2,700円+税)8804 978-4-274-12834-9

図解

情報システム発注の基礎

村田正憲 著

組織の将来を左右する情報化投資は、業者のいいなりになった

システム構築や安易な競争入札を主な原因として、官民を問わ

ず課題が山積しており、第2弾投資意欲の減退、業務の停滞を

引き起こしている。本書は、効率的・効果的なIT投資や活用

のための情報システムの発注、ならびにIT経営改革の“方法論

から事例まで”を平易に解説、提案する。A5判 208頁 定価(2,000円+税)1301 978-4-274-50408-2

サービスサイエンス入門
―ICT技術が牽引するビジネスイノベーション―

上林憲行 著
マッキーソフト株式会社 企画協力

サービスサイエンスとは、IBMなどの企業や米国の大学などで

研究され始めた分野でサービスの性質・構造・論理を体系的に

モデル化する考えをいう。本書は、単なる技術やものづくりの

派生的なとらえ方ではなく、サービスこそが中心課題という、

ICT（Information and Communication Technology）分野の潮

流をにらんだ考え方を展開する。A5判 272頁 定価(2,200円+税)0711 978-4-274-06704-4

ビジネス情報学概論

定道 宏 著

今日の企業は、従来の縦割りの業務システムを改革して全社企

業システムに再編成することにより、スピーディなビジネス活

動を実現して競争優位を図っている。本書は、経営戦略とIT

戦略を融合させた新しい経営組織・管理・活動について解説し

た教科書であり、今日の企業システムの核心を成す経営管理お

よび情報管理をカバーしたもの。A5判 160頁 定価(2,500円+税)0603 978-4-274-20219-3

スリムに実現する

ISMS完全実例集

村島昭男 著

情報セキュリティの国内規格ISMS制度の運用が開始され、情

報システム関連の企業やコンサルタントなどの注目を集め、認

証取得の機運が高まっている。本書は、最小限の文書数で認証

取得を実現した会社の文書を全て掲載するとともに、実際にシ

ステムを構築し、文書類を作成するコツをやさしく解説する。

B5判 236頁 定価(4,200円+税)0409 978-4-274-07976-4

データ中心のエンタープライズアーキテクチャ
―データセントリックアーキテクチャ―

黒澤基博 著

エンタープライズアーキテクチャ（EA）が注目されている。

本書は、連結経営時代を背景にビジネス系の情報システムが業

務分野別に構築されているシステムを全体最適化を図るEAの

概要から、データセントリックアーキテクチャすなわちビジネ

スの視点やデータの視点などを重点に、実務に役立つ内容でま

とめてある。A5判 232頁 定価(3,000円+税)0405 978-4-274-07971-9

データ中心アプローチによる情報システムの構築

椿 正明 著

現在の中堅・大手企業の情報システムは劣化・陳腐化が進み、

再構築を迫られているところが多い。それはメンテナンスに追

われ、新規ニーズの対応が難しい状況であるためである。本書

は現状システムの現状認識、課題分析を通して、21世紀の戦略

的情報システムへとパラダイムシフトを行うために役立つ考え

方を中心にまとめた。A5判 156頁 定価(2,800円+税)0009 978-4-274-07906-1

知的財産権の考え方・活かし方
―Q&A―

矢野輝雄 著

現在は、知的財産権の知識は必須であり、大きな環境変化に対

応していくことが必要となっている。知的財産権の種類には、

植物新品種の育成者権、回路配置利用権を含む7種類があるが、

本書では、特に重要な特許権・実用新案権・意匠権・商標権の

4種の「工業所有権」と「著作権」を中心に、権利を利用する

立場かわかりやすく解説している。A5判 184頁 定価(2,500円+税)1202 978-4-274-21169-0
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知財担当者のための実務英文入門

藤野仁三 著

知的財産の実務では英語が標準語となっている。本書は知的財

産の実務で触れる機会が多い英文を豊富に紹介し、やさしく解

説した。今後、知的財産の世界で働きたい人、現在特許事務所

等の知的財産に関わる仕事への従事者などにお勧めの内容。

〔目次〕知的財産の基礎／英文レターの作法／特許文書の用法

／クレーム文言の変遷／紛争処理の作法／他A5判 184頁 定価(2,400円+税)1108 978-4-274-21074-7

図解

知的財産権百科

稲見忠昭 著

知的財産権のすべてについて、単なる文章の解説でなく、イラ

ストを中心とし、できるだけ法律的な文章は省き、分かりやす

く解説している。初歩から権利を取得するまでの書類の具体的

な作り方・出し方、また権利を企業がどう生かすべきかのヒン

トも得られる。

A5判 224頁 定価(2,400円+税)0603 978-4-274-50061-9

できるサーチャーになるための

特許調査の知識と活用ノウハウ

東 智朗
尼崎浩史 共著

本書は2011年11月発行の『特許調査とパテントマップ作成の実

務』をもとに、新たに内容をまとめ直した。本書を参照しなが

ら実務に対応できる構成になっている。扱う分野は、電気・

IT系、化学・医薬系としており、幅広く活用できる内容。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)1511 978-4-274-21834-7

特許出願のクレーム作成マニュアル

葛西泰二 著

特許実務者のためのクレーム作成マニュアルの決定版。特許出

願に際し最も重要である特許請求の範囲（クレーム）の作成マ

ニュアル。高品質のクレームを起草するための前提として発明

の本質の把握の仕方を解説するとともに、多くの実例を題材と

してクレームの起草の仕方を解説する。

A5判 208頁 定価(2,400円+税)1201 978-4-274-21146-1

特許調査とパテントマップ作成の実務

東 智朗
星野裕司 共著

特許調査の初心者〜中級者を対象とした特許電子図書館

（IPDL）の使用方法およびexcelを用いたパテントマップの作

成方法をやさしく詳細に解説する。

A5判 184頁 定価(2,400円+税)1111 978-4-274-21130-0

特許がわかるQ＆A

大塚国際特許事務所 著

企業における研究開発部門や知財部門の技術者・管理者を主な

読者対象に、知財関係者以外にはわかりにくい特許の問題につ

いて、ビジネスではどのように対処すべきかという観点で、Q

＆A方式でやさしく解説したもの。

〔目次〕基礎知識／対象となる発明／ビジネスモデルと特許／

特許出願の注意点／海外への出願／特許の要件／他A5判 192頁 定価(2,300円+税)1107 978-4-274-21054-9

特許ノウハウ実施契約Q&A

矢野輝雄 著

特許ライセンス契約のような重要な契約では、契約書の締結が

欠かせない。本書では、特許等ライセンス契約に従事する実務

者が自信をもって契約交渉に臨めるように、理に適った契約書

の在り方や、実効力のある契約書の作成のしかた等々につい

て、契約書作成に必要な最低限の民法理論の記述を交え、

Q&A形式でわかりやすくまとめている。A5判 192頁 定価(2,500円+税)1105 978-4-274-21043-3

よくわかる

特許
―発明・制度・出願―

佐藤秀一

松本邦夫

羽鳥賢一 共編著

特許審査の迅速化を図るための特許法改正やインターネット出

願開始のための施行規則の改正などに対応させて、現状に即し

た内容となっている。豊富なイラストを交えて、複雑な特許制

度や出願手続きなどをより明確に把握できるよう解説した。

A5判 292頁 定価(2,700円+税)0607 978-4-274-20225-4

ISO22301徹底解説
―BCP・BCMSの構築・運用から認証取得まで―

ニュートン・コンサルティング株式会社 監修
勝俣良介 著

ISO22301は事業継続マネジメントシステムのISO認証規格。本

書は、ISO22301の発行に合わせ、ISO22301認証を取得するた

めの情報、また、ISO22301に関係するBCP全般に関する情報

を提供するもの。また、ISO22301の要求事項に焦点を当て、

その目的、解釈の仕方、具体的な対応例について徹底解説す

る。A5判 248頁 定価(3,200円+税)1207 978-4-274-06891-1

実践BCP策定マニュアル
（第2版）

昆 正和 著

第2版発行にあたって、2011年3月11日の東日本大震災の知見を

取り入れ初期対応について補足強化した。また事業継続マネジ

メントの国際規格であるISO22301が発効されるに伴い、本書

との整合性、活用方法など加筆修正、新規挿入している。さら

にISO認証を目指す企業について、策定のポイントについても

触れている。A5判 288頁 定価(3,200円+税)1207 978-4-274-06892-8
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危機管理を実践する事業継続マネジメント
―BCPを有効に機能させるために―

村上 治
田附喜幸
中野 孝 共著

BCM（事業継続マネジメント）について、その定義・概念・

BCP（事業継続計画）策定のポイント、さらにBCMS（システ

ム）構築と運用について、わかりやすく解説する書籍。BCM

は事業規模、業種、特性を問わず、あらゆる組織に必要とさ

れ、また導入可能であるので、ニーズは高く、今後ますます取

組みが加速すると考えられる。A5判 170頁 定価(2,500円+税)1110 978-4-274-21081-5

実践

BCM運用・定着マニュアル
―事業継続マネジメント定着のための実践テクニック―

昆 正和
小山 隆 共著

BCPを導入した多くの企業は、その後ふたつの大きな問題に直

面する。①BCMがPDCAサイクル通りに回らない/将来、形骸

化の恐れがある。②BCMがどこまで有効に機能するのか現状

のレベルがつかめない。このふたつの問題は、すでに欧米では

顕在化しており、解決するためのソフトやコンサルティングサ

ービスも提供され始めている。A5判 240頁 定価(3,800円+税)1005 978-4-274-06811-9

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

リスクマネジメントの実務担当者はもちろんのこと、ミドルマ

ネジメント、経営層に至るまで組織を率いて活動する人が、最

低限知っておくべきリスクマネジメント知識やその実践方法に

ついて、やさしく解説。直感的に、かつ短時間で理解できるよ

うに、イラストを多用し、講師と生徒による対話形式で、無理

なく短時間で読み進めることができる内容。A5判 256頁 定価(2,200円+税)1711 978-4-274-22138-5

製造現場の事故を防ぐ

安全工学の考え方と実践

中村昌允 著

事故・労働災害での死亡者数は減り続けてきたが、減少度合い

も小さくなっており、施設・生産・社会などに影響を与える事

故は常に発生している。本書では事故・災害を減らすために、

今の時代に必要な情報を紹介。リスクアセスメント、変更管

理、報告・連絡・調整の重要さを説き、これまで取り上げられ

てこなかった「下請け管理」の視点も取り込む。A5判 260頁 定価(2,500円+税)1305 978-4-274-06915-4

技術者倫理とリスクマネジメント
―事故はどうして防げなかったのか？―

中村昌允 著

本書は、技術者倫理、リスクマネジメントの教科書であり、事

故の発生について深い洞察を加えた啓蒙書でもある。関連書籍

の中でも、事故・事例などを取り上げ、その対処について具体

的に展開するかたちをとっているユニークなものとなってい

る。リスクマネジメント全体への興味が高まっている中、それ

らに応える魅力的な本。A5判 288頁 定価(2,000円+税)1202 978-4-274-06872-0

実務に役立つ

技術倫理

公益社団法人日本技術士会 登録 技術図書刊行会 編

技術者のための実務に役立つ倫理をまとめた一冊！近年になっ

て求められてきた、責任ある技術者としての姿勢、すなわち技

術に係わる者の倫理観の醸成を手助けするために編纂した一

冊。

A5判 280頁 定価(3,200円+税)1110 978-4-274-21107-2

リスクプリベンション工学
―技術者の危機管理学―

植木正憲
矢部五郎

井出川 洋 共著

アスベストの人体被害など、各種製造物・生産物に関する事故

は、後を絶たない。本書は、技術者が実際に直面する多くの

「リスク（事故・トラブル）」について、その重要性を認識、評

価し、再発防止を図る技術を学ぶことを目的としている。「社

会に役立つ安全な製品を作る」という「もの作り」時代の技術

者の使命への指針となる書籍である。A5判 192頁 定価(2,800円+税)0609 978-4-274-50099-2

技術者倫理入門
谷垣昌敬 監修
吉村忠与志
戸島貴代志 共著

グローバル化が進みつつある現代において日本が生き残る手段

として、これからも技術（テクノロジー）は欠かせない。しか

し一方で正しく行使されなかったテクノロジーは、さまざまな

矛盾や問題を引き起こしてきた。そこで、これからの技術者は

どのように社会と関わっていくべきかを、事例を豊富に用いて

解説。生命倫理問題も取り上げている。A5判 200頁 定価(2,600円+税)0303 978-4-274-13271-1

完全イラスト版

ISO9001早わかり

大浜庄司 著

ISO9001：2015をやさしく解説。

〔目次〕ISO9001規格の要求事項を知る／内部監査について知

る／品質マネジメントシステムの運用を知る

A5判 208頁 定価(2,400円+税)1702 978-4-274-50652-9

ISO9001内部品質監査の実務知識早わかり
（改訂5版）

大浜庄司 著

改訂された新規格ISO9001-2015に基づく“内部品質監査”の考え

方と具体例を詳しく絵とき解説した入門書。基礎から計画、評

価実務まで事例を多く取り入れており、内部品質監査を学習し

ようとするすべての人向けの基礎指導書であり、内部品質監査

員のサブテキストとしても役立つ。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)1604 978-4-274-50618-5
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ISOマネジメントシステム強化書 ISO9001：2015
規格の歴史探訪からAnnex SLまで

三代義雄 著

ISO9001：2015の改訂に合わせ、要求事項の逐次解説を中心に

据え、2000年版及び増補版との差分（改訂事項）を明らかに

し、認証移行に役立つ知識をまとめた。ISO9001を深く理解す

るための記述も充実。付録には共通フレームとしてのAnnex

SLの概説を掲載。各種MSS構築に向けての指針とした。

A5判 192頁 定価(2,500円+税)1602 978-4-274-21828-6

ISOマネジメントシステム強化書 ISO14001：2015
規格の歴史探訪からAnnex SLまで

三代義雄 著

ISO14001：2015の改訂に合わせ、要求事項の逐次解説を中心

に据え、2004年版との差分（改訂事項）を明らかにし、認証移

行に役立つ知識をまとめた。ISO14001を深く理解するための

記述も充実。付録には共通フレームとしてのAnnex SLの概説

を掲載。各種MSS構築に向けての指針とした。

A5判 192頁 定価(2,500円+税)1602 978-4-274-21829-3

マンガ

ISO入門
（改訂2版）

大浜庄司 著

ISO9001（品質マネジメント）、ISO14001（環境マネジメン

ト）、ISO19011（マネジメントシステム監査）に関して、その

考え方と基本的な理解を目標にしている。6コママンガにより、

それぞれの内容を識者とビギナーの会話形式で、わかりやすく

まとめている。新人教育や自己学習に最適の書。

A5判 152頁 定価(2,000円+税)0909 978-4-274-50245-3

ISO審査の極意

萩原睦幸 著

ISO審査員のスキル不足から、企業が審査員の交代を求めるケ

ースが多い。本書は、ISO審査の流れ、適合・不適合の判断基

準、各種報告書のまとめ方、また審査員の観点からの

ISO9001、ISO14001、ISO27001の解釈の仕方を解説した実務

書。

A5判 200頁 定価(2,200円+税)0804 978-4-274-20540-8

図解

ISO語事典

萩原良一 著

ISO全般に関わる基本用語を選出し、その基本概念と実用・活

用上の種々の側面について、イラストによる解説を主体にしつ

つ、頁区切りでわかりやすく解説。

〔目次〕ISOの基礎／品質マネジメントシステム／品質マネジ

メントシステムの文書／組織と経営者／計画と実施／検査と監

査／適合性／環境マネジメントシステム／他A5判 180頁 定価(2,000円+税)0311 978-4-274-19716-1

ISOマネジメントシステム統合化完全解説
―利益創出型MSの構築手法―

齋藤喜孝
鳥谷克幸 他著

多くの組織で認証取得が続く品質（ISO9001：2000）、環境

（ISO14001：1996）、そして労働安全衛生（OHSAS18001：

1999）という3つのマネジメントシステムの効率的な統合の手

法をわかりやすく解説ている。経営の効率化や規格をツールと

して使いこなす、あるいはいかに利益に結びつけていくかなど

の点を中心に記述し、実務に役立つ一冊。B5判 192頁 定価(2,300円+税)0305 978-4-274-19704-8

マンガ＆解説

ISO9001

大浜庄司 著

ISO9001（品質マネジメントシステム）の最新規格に準拠し、

まったく初めての人が理解できるISO9001入門書。1テーマを

見開き2頁として97テーマに区分、解説とマンガを組み合わせ

た完全図解版としている点が特徴。これから認証を取得するた

めに学習する人、既に認証を取得しているが体系的に学習した

い人などに最適。A5判 176頁 定価(2,200円+税)1106 978-4-274-50330-6

スリムに実現する ISO 9001完全実例集
―2008年版対応―

村島昭男 著

ISO9001の認証取得文章を完全公開した実例集！本書は、これ

から認証取得を目指す企業担当者に、ISO9001の取得プロセス

をわかりやすく実例をあげて解説したものである。PDCAモデ

ルで運用し、取得後もより良いものに改善してきたISO9001に

関するすべての文書、マニュアル、帳票類を公開している。

B5判 260頁 定価(4,500円+税)1001 978-4-274-20823-2

ISO9001わかりやすい解釈
2008年追補改訂版対応

萩原睦幸 著

2008年に発行となったISO9001追補改訂版に完全対応。要求事

項が全文読めるだけでなく、その解釈、システム構築の要点、

審査でのチェックポイントをわかりやすい筆致で解説した実務

書。前版（ISO9001:2000）からの追補箇所が明解にわかる紙面

となっている。

A5判 184頁 定価(1,900円+税)0901 978-4-274-20652-8

建設業のためのISO9000文例集
村上 治 編
村上 治
�見 創 共著

2000年のISO規格改訂版に基づき「品質マネジメントシステ

ム」の概要、規格の解釈、使い方、作り方の実務と、建設業と

しての品質マニュアルおよび各種文書規定の文例をズバリ掲載

した、ISO担当者の業務実践に直接役立つ内容。1994年版で、

すでにISO導入済みの企業にも、これから2000年版でISO導入

に取り組む企業にも役立つよう配慮している。B5判 150頁 定価(1,900円+税)0207 978-4-274-02481-8
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真・ISO9000早わかり
小林元一 編

ISO-MS研究会第4分科会
建設業ISOフォーラム 著

ISO9000の2000年改訂を機に新たな視点で書き起こした解説

書。2000年版によって変わった点を明確にするとともに、品質

システムから品質マネジメントシステムとして変更された規格

をいかに活用するか、経営システムに昇華させていくかといっ

た点に力点をおいて解説。

B5判 232頁 定価(2,800円+税)0206 978-4-274-02472-6

ISO9000品質マネジメントシステム構築の実務

大浜庄司 著

ISO9000ファミリー規格に基づく品質マネジメントシステムの

構築術を絵とき解説した実務読本。

〔目次〕絵でみる品質マネジメントシステム／導入から審査登

録までの手順／品質マネジメントシステム構築の手法／品質マ

ネジメントシステムの基本を知る／品質マネジメントシステム

の要求事項／知っておきたいISO9000関連情報A5判 240頁 定価(2,800円+税)0206 978-4-274-94880-0

新ISO9001わかりやすい解釈

萩原睦幸 著

ISO9001の2000年改正版の要求事項にあわせて、その解釈、シ

ステム構築の要点、審査で質問されるポイントについて図解と

文章で解説している。またISO9000を取り巻く現状や旧版との

違いをポイントを押さえて説明しているので、はじめて

ISO9000に取り組まれる方にも理解しやすい内容である。

A5判 168頁 定価(1,600円+税)0103 978-4-274-02448-1

ISO14001わかりやすい解釈

萩原睦幸 著

品質マネジメントシステムに関する規格であるISO9001が2008

年12月に追補改訂された根底にはISO14001との両立性を図る

という目的があった。本書ではこの点を重視しながら、

ISO14001の各要求事項が全文読めるだけでなく、その解釈、

システム構築の要点、審査でのチェックポイントをわかりやす

い筆致で解説した。A5判 156頁 定価(1,700円+税)0905 978-4-274-20708-2

図解

ISO14001早わかり
（改訂2版）

齋藤喜孝 編
鳥谷克幸 他著

1996年の発行以来好評を博している「図解ISO14001早わかり」

の改訂版。ISO規格の制定から約7年が経過した現在も認証取

得組織は増加し、そのすそ野は拡大している。本書は、図解を

用いて要求事項をわかりやすく解説するという形を踏襲しつ

つ、認証取得の実務を含め、現状に即した内容に一部刷新して

いる。B5判 136頁 定価(2,000円+税)0307 978-4-274-02495-5

ISO14001環境側面の徹底活用

山田賢次 著

日立製作所EMS内部監査長の著者が、今まで培った豊富な経

験をもとに、新たにISO14001を取得しようとしている企業、

すでにISO14001を取得したが、継続審査、更新審査に向けて

内容の充実を迫られている企業向けに、これからのISO14001

への取り組み方を具体的にまとめている。これから注目される

「環境側面」を中心に据えて記述している。A5判 226頁 定価(2,500円+税)0207 978-4-274-02477-1

ISO27001低コストで実現する

情報セキュリティマネジメント

中野 明 著

2005年に情報セキュリティマネジメントの規格ISO27001が発

行され、企業への導入が進んでいる。規格認証にかかる大きな

コストが問題となっており本書はコストを低く抑えながら情報

セキュリティマネジメントを構築する方法を解説する。構築し

たシステムをISO規格レベルに発展させる方法を紹介し、さら

にISO認証の取得についても解説。A5判 264頁 定価(2,200円+税)0808 978-4-274-06728-0

よくわかる

ISO13485
―医療機器の品質マネジメントシステム―

萩原睦幸 著

ISO13485は、2003年7月に「医療用具-品質マネジメントシス

テム-規制目的のための要求事項」として改訂発行された。本

書は、この規格を改正薬事法及びISO14971「医療機器のリス

クマネジメント」との関連を含めてわかりやすく説明するとと

もに、各規定についてISOの記載条項に沿って図解により解説

した、実務入門書。B5判 192頁 定価(2,600円+税)0512 978-4-274-20023-6

Excelで学ぶ

生命保険
―商品設計の数学―

成川 淳 著

契約者の金銭の授受に直接的に関わる保険料や解約返戻金はど

のように決定されるのかについて、数式のみならず、Excel上

の計算式と計算結果を確認することで、計算の流れを深く理解

できます。

B5変判 256頁 定価(3,800円+税)1709 978-4-274-21946-7

高校数学からはじめる

やさしい経済数学テキスト

鈴木孝弘 著

〔目次〕リメディアル／数と集合／指数・対数／グラフ・関数

／経済学への関数・グラフの応用／数列とその応用／微分入門

／微分の計算法／指数関数・対数関数の導関数／微分法の応用

／経済学における微分の用法

A5判 176頁 定価(2,000円+税)1410 978-4-274-21652-7
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44の例題で学ぶ計量経済学

唐渡広志 著

本書は実際の経済データを計量経済学的に分析する方法につい

て44の例題を通じて学び、分析結果の解釈ができるようになる

ことを目的としている。複雑な計算は省略せず計算過程を丁寧

に解説しているが、複雑な計算を見るより実践したい人のため

にExcelで計算する方法も解説している。

A5判 368頁 定価(3,200円+税)1309 978-4-274-06931-4

生命保険の数学

成川 淳 著

保険数理の実務者や保険に従事する人が生命保険数学を理解す

るための解説書。保険料や解約返戻金はどのように決定される

のか、保険会社の利益はどのように発生するのかについて、数

式や数値例やグラフを用いて説明する。さらに、生命保険数学

を題材に、金利やリスクの概念や数学との関係を解説。

A5判 320頁 定価(3,800円+税)1109 978-4-274-06848-5

Excelで学ぶ

原価計算

長坂悦敬 著

企業経営、商品・サービス提供において、原価（製品をつくる

ためにかかったお金）はたいへん重要な要素のひとつである。

本書はExcelを使って、原価の計算方法とその意義、企業経営

との関わりについて学ぶ。対応するExcelのバージョンは2007。

A5判 336頁 定価(2,800円+税)0911 978-4-274-06758-7

Excelで学ぶ

企業ファイナンス

太田康信 著

Excelを用いた企業ファイナンスの初等テキスト。Excelを活用

することにより、Excel内蔵のNPV関数・IRR関数（ファイナ

ンス向け関数）の利用法はもちろんのこと、Excelがもつシミ

ュレーション機能やソルバー機能を利用した、財務的意思決定

場面における最適性の説明などに焦点をあてて解説する。

B5変判 288頁 定価(3,800円+税)0811 978-4-274-06738-9

Excelで学ぶ

営業・企画・マーケティングのための実験計画法

上田太一郎 監修
渕上美喜 他著

実験計画法（DOE：Design of Experiments）は、選定した要

因（実験）が注目したデータに対して効果があるかないか解析

するもの。本書は特に営業企画やマーケティング部門を対象と

した実践的なもので、例題も実際の業務に適用できるものを用

意した。

B5変判 256頁 定価(2,800円+税)0605 978-4-274-06651-1

Excelで学ぶOR
藤澤克樹
後藤順哉

安井雄一郎 共著

ORとはオペレーションズリサーチのことで数学・統計モデル

を使って諸問題を解決していく手法。本書では、第1部で基本

的なツールを学んだ後、第2部で具体的な問題を扱っていく。

ORの教科書で扱われているような古典的な問題は少なめにし

て、なるべく社会人、大学生に興味が持てる新しい問題を扱う

ようにした。Excelを活用する手法を重点に解説。B5変判 328頁 定価(3,200円+税)1107 978-4-274-06852-2

EE Text

オペレーションズ・リサーチ
―システムマネジメントの科学―

貝原俊也 編著

オペレーションズ・リサーチについて、最適化というよりもシ

ステムマネジメントという観点から理解できるよう、在庫管

理、意志決定、グラフなどの理論に加え、スケジューリングや

シミュレーションなどの応用について解説している。

B5判 184頁 定価(2,800円+税)0412 978-4-274-20006-9

技術士ハンドブック
（第2版）

公益社団法人日本技術士会 登録 技術図書刊行会 編

本書は『技術士ハンドブック』（2006年11月）の改訂版。今回

の改訂では、「建設マネジメント」の章を設け、技術士の半数

以上を占める「建設部門」の方に訴求する内容構成とするとと

もに、プロジェクトマネジメントについてはPMBOK第5版の

内容を踏まえている。専門分野を問わず技術士に求められる基

準や知識を横断的に把握できる内容。A5判 1,048頁 定価(10,000円+税)1411 978-4-274-21668-8

EE Text

信頼性・安全性工学

道上 勉
向殿政男 編著

「電気学会-オーム社教科書新シリーズ共同出版企画」の一巻

で、電気・電子系・機械系学科の専門課目である信頼性工学、

安全性工学の教科書として発行するもの。信頼性や安全性の概

念、用語の定義、これらを定量的に評価する基礎理論、システ

ム設計に適用する手法を詳しく解説。

B5判 216頁 定価(3,200円+税)0909 978-4-274-20754-9

これだけは知っておきたい

調達・購買の基礎

パナソニックエコソリューションズ創研株式会社調達管理チーム 編

企業における調達・購買の役割はますます重要となるなか、購

買先や購買品の決定は事業戦略と関連づいている必要があり、

そのためには広範囲の知識が必要となる。本書は、調達・購買

担当者がその役割を的確かつ確実に果たすことができるよう

に、資材購買の基礎を現場の実務に根ざしながら体系的に解説

した。A5判 240頁 定価(1,900円+税)1411 978-4-274-50515-7
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品質管理テキスト
（第4版）

坂本碩也
細野泰彦 共著

統計手法の基礎から検定・推定法、抜取検査、実験計画法ま

で、品質管理の基礎理論と手法について網羅。解説はコンパク

トながら非常にわかりやすく、「手順」を示しながら丁寧に説

明し、理解をより深めるための例題および演習問題を設けてい

る。2015年に行われたISO9001およびISO14001の改訂に対応。

A5判 272頁 定価(2,500円+税)1703 978-4-274-21996-2

品質管理の統計学
―製造現場に生かす統計手法―

関根嘉香 著

品質管理とは、買手の要求に合った品質の製品を経済的に作り

出すための手段の体系のこと。本書では製造業にかかわる研究

者・技術者および大学生を対象に、製造プロセスによって得ら

れる品質データの管理に必要な統計学的手法を説明文と例題、

演習問題を通じてわかりやすく解説している。

A5判 256頁 定価(2,800円+税)1211 978-4-274-06902-4

役に立つ！

エンジニアのための品質管理
―Excelによる効率化と実務の基礎―

中村隆昭 著

近年、品質の重要性が非常に強くなり、エンジニアであれば、

どういったメーカ、工程であっても、基本的な品質管理の知識

が求められるようになった。本書では、エンジニアなら誰でも

が知っておくべき基本的な品質管理をわかりやすく解説する。

Excelを取り上げ、実務に役立つ品質管理、理工系の学生にと

っては将来に繋がる品質管理を解説する。A5判 250頁 定価(2,800円+税)1104 978-4-274-21015-0
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コンパクト版

地球環境工学ハンドブック

地球環境工学ハンドブック編集委員会 編
編集委員長 茅 陽一

「地球環境工学ハンドブック」のコンパクト版。広く学際的見

地に立ち、地球環境問題全般について、自然科学的な基礎知

識・理論から保全技術の現状と展望までを包括的にまとめたも

ので、全24章を総論編、基礎編、地球（規模）問題編、地球規

模環境問題・対策編、地球システム技術編、巻末のデータ編で

構成。A5判 1,416頁 定価(9,515円+税)9310 978-4-274-02253-1

気象と地球の環境科学
（改訂3版）

二宮洸三 著

地球規模の環境科学と、現在直面している環境問題に関して、

バランスよくまとめたテキスト。改訂2版発行から6年が経過し

ており、主に環境問題を取り上げている後半部分（第7〜16章）

を中心に見直した。さらに東日本大震災をきっかけに、災害や

エネルギーに関連した箇所は章全体を見直し、新たな視点を追

加した。A5判 258頁 定価(2,800円+税)1207 978-4-274-21232-1

地球環境テキストブック

環境科学

吉原利一 編著

環境問題を現象・問題として確実に理解できるよう、水・土・

大気・生態系等分野毎に解説した教科書。現象を科学的に理解

するのに必要な、基礎化学・生物学の知識のおさらいからスタ

ートし、それぞれの現象・メカニズムとその対策を概説。

〔目次〕環境とは、環境汚染とは何か？／環境を形作るもの−

元素−／環境を形作るもの−生態系−／大気の汚染などA5判 358頁 定価(3,000円+税)1003 978-4-274-20820-1

環境基本用語事典

井上嘉則 著

日常、良く使用される環境関連の基本用語、英文略語を集大成

したものである。したがって、環境関係の書物を理解する場

合、また、一般知識、行政、市民、などの環境関連活動に携わ

る方々にも広く役立つ内容である。

A5判 228頁 定価(2,000円+税)0104 978-4-274-94874-9

環境アセスメント基本用語事典

環境アセスメント研究会 編

平成11年6月に「環境アセスメント法」が施行された。対応が

必要な分野は、関連知識が要求される。環境アセスメントを理

解するための基本となる重要用語を精選し、これに簡潔な解説

を付し、事業者、市民、行政などの関連活動に対して広く役立

つ内容としている。収録語数は20分野から約930語を収録。

A5判 272頁 定価(2,800円+税)0007 978-4-274-02435-1

地球統計学とクリギング法
―RとgeoRによるデータ解析―

間瀬 茂 著

地球統計学の中心となる手法がクリギング法であり、鉱山学か

ら誕生した空間的予測法のことである。クリギング法は、地理

学、経済学、石油・資源探査、土木工学、土壌生理学等の様々

な応用分野に使える手法で、本書はクリギング法の理論を中心

に解説し、シミュレーションについてはR を使って分析して

いる。A5判 240頁 定価(4,200円+税)1011 978-4-274-06833-1

温対法と省エネ法の原単位問題
―「全電源平均」と「火力平均」―

田中俊六 著

京都議定書の発効に伴い、大規模工場等ではCO2等温室効果ガ

ス排出量の報告が義務付られている。その際のCO2排出量算定

に用いる換算係数を「全電源平均原単位」にするか、「火力平

均原単位」にするかは今後の省エネ・省CO2を進めるうえで重

要な課題である。本書ではエネルギーフローを踏まえ、具体的

データをもとに理論的な解説をしている。A5判 124頁 定価(1,600円+税)0704 978-4-274-20389-3

環境統計学入門
―環境データの見方・まとめ方―

片谷教孝
松藤敏彦 共著

環境問題に関連するデータを取り扱うための統計学として、必

要最小限の知識を学び、さらに環境データを取り扱う演習によ

って、実用的な能力を身につけられる一冊。

〔目次〕環境問題と統計学／統計学の基礎的な知識／記述統計

学：データ（標本）の特徴をとらえる／推測統計学：標本から

母集団の特性を調べる／他A5判 176頁 定価(2,500円+税)0304 978-4-274-19700-0

絵とき

環境マネジメント基礎百科早わかり

吉野 昇 編

環境マネジメントの考え方から、事業活動に求められる環境保

全の対策と技術をキーワードで学べる実務入門書。公害防止管

理者をはじめ、環境保全に関わる技術者・行政マン・

ISO14000関連実務者の必読本として役立つ。

〔目次〕環境一般／大気環境／水環境／土壌環境／有害物質／

廃棄物環境／騒音・振動環境／悪臭・生活環境／他B5判 248頁 定価(2,800円+税)0112 978-4-274-94877-0
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循環型社会入門

片谷教孝
鈴木嘉彦 共著

2000年5月の循環型社会形成推進基本法の施行を受け、近年、

循環型社会、循環型技術の実現を目指す社会の共通認識が急速

に広まりつつある。本書は、この社会概念と関連する分野の科

学的知識を、環境学を学ぶ方のみでなく広く一般の方にも理解

できるようにわかりやすくやさしい言葉で解説している。

A5判 176頁 定価(1,900円+税)0105 978-4-274-02450-4

ビル・工場のための

地球温暖化対策マニュアル

丸岡巧美 編著

改正省エネ法に準拠した、建物エネルギー管理者必携の実務マ

ニュアル！ビルや工場などで、地球温暖化対策の一環として省

エネルギーを計画・実行する際に役立つ実務マニュアルとし

て、地球温暖化の背景の知識から、これまでに行われてきた施

策と今後予想される展開をまとめ、エネルギーの有効活用技術

とその導入事例を解説するもの。A5判 664頁 定価(8,000円+税)1011 978-4-274-50242-2

新・地球温暖化対策教科書
山地憲治 監修

田森行男

北林興二

横山伸也

山崎正和 共編

はじめに温暖化の機構、エネルギー需給と IPCCの報告をもと

にした将来予測、次に各論として、技術的側面からのCO2を中

心に、京都議定書が指定した温室効果ガスの抑制技術、最後に

制度面からの排出量取引の具体策をまとめ、付録として産業別

の事例を掲載し、技術と制度両面のバランスある対策について

理解を深める専門的入門書です。A5判 280頁 定価(3,500円+税)0911 978-4-274-50251-4

地球温暖化防止技術読本

金島正治 著

世界的な枠組の温暖化防止に対する取組「京都議定書」を踏ま

え、これからの時代の地球温暖化防止対策について、省エネ・

新エネ等の技術面から京都メカニズム・排出権取引等の政治・

経済・社会面までにわたり、全体的枠組みや相互関係を正しく

理解できるように、図解を交えてわかりやすく解説する。

A5判 194頁 定価(2,500円+税)0702 978-4-274-20364-0

地球環境問題がよくわかる本

浦野紘平
浦野真弥 共著

地球温暖化、原発問題、放射性物質汚染、大気汚染、水環境問

題、砂漠化問題、アレルギー・化学物質過敏症など、身近に起

こっている多くの環境問題を、著者独自の視点で、わかりやす

く伝える科学読み物。豊富なデータとともに世界情勢等を踏ま

え、現在の地球で起こっている環境問題について総合的な視点

から解説。A5判 208頁 定価(1,600円+税)1708 978-4-274-22090-6

だましのテクニックの進化
―昆虫の擬態の不思議―

藤原晴彦 著

枯葉しか見えない蛾、テントウムシにしか見えないゴキブリ、

毒チョウをまねた無毒なチョウ……。なぜ昆虫の擬態は他の生

物よりも精巧なのか？なぜ精巧な擬態をすることができるの

か？不思議な昆虫の世界を、擬態の歴史からメカニズム、最新

研究まで、分子生物学者の著者が詳しく解説。

四六判 212頁 定価(1,800円+税)1510 978-4-274-50582-9

最新図解

特別警報と自然災害がわかる本

饒村 曜 著

過去の大きな災害で発表された警報とそこで得られた教訓をひ

も解きながら、人命を守るために導入された特別警報について

詳しく解説。平成25年8月の導入以降、相次いで発生した大き

な自然災害に対して、特別警報がどのように安全に寄与してき

たか、その評価と課題についても検証。

A5判 192頁 定価(1,800円+税)1506 978-4-274-50561-4

身近な環境調べ
―自由研究ヒント集―

環境学習研究会 編

植物、昆虫、鳥、水草、底生動物、魚のほか、特に今切望され

ている、ごみ、化学物質、大気、水質、騒音といった重要分野

を新たに加え、環境観察をより広く行っている。観察・測定の

準備から現場の行動、成果のまとめ方に至るまで、初心者が理

解できるよう入門的にやさしく解説されている。

B5判 180頁 定価(1,500円+税)9907 978-4-274-13185-1

写真で見る自然環境再生

認定NPO法人 自然環境復元協会 編

本書は、代表的な自然環境再生・復元について、それぞれのテ

ーマごとに写真、図などを豊富に掲載し、わかりやすく説明し

た参考書。各テーマについて、【再生前】→【再生後】がビジ

ュアルにわかるようカラー写真を主として紙面をレイアウト。

教科書的な解説をできるだけ控えることで、視覚的・感性的に

環境再生の重要性を理解できる簡潔な内容構成になっている。A5判 160頁 定価(2,700円+税)1101 978-4-274-20977-2

環境保全対策入門

環境保全技術研究会 編

環境問題とその対策の行方は、今日、地球レベル・地域レベル

を問わず様々な分野で重要な関心事となっている。本書では、

これらの環境問題とその対策について、総合的理解が得られる

ように、環境問題の基礎知識から廃棄物問題とその対策、環境

測定技術、有害化学物質とモニタリング、環境行政まで、最新

規準に基づいてわかりやすく解説。A5判 224頁 定価(2,800円+税)0302 978-4-274-02497-9
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みんなの地球
環境問題がよくわかる本 （改訂増補版）

浦野紘平 著

環境問題についてわかりやすく、正しい知識を得たいと考えて

いる方々のために書かれたものである。自然と人間との正しい

関係を理解できるよう、「環境にやさしい社会」を提案する一

冊。

〔目次〕地球と人間 地球の温度が上がる／有害な紫外線が増

える／すっぱい雨が降る／他A5判 176頁 定価(1,300円+税)0102 978-4-274-02447-4

基礎からわかる

大気汚染防止技術

タクマ環境技術研究会 編

大気汚染物質の発生を抑制するための燃焼技術、汚染物質を除

去・処理する技術、汚染物質の濃度等を計測する技術を基から

解説。専門家による平易な解説と豊富な図により、大気汚染と

関連事項の全体像がやさしくわかる内容。

A5判 188頁 定価(2,700円+税)1604 978-4-274-50617-8

環境汚染現場の修復
―実務者のための新しいアプローチ―

古市 徹 編著

不法投棄物は適正に処理する必要があるが、修復完了時まで客

観性のある評価をすることはなく終わらせていることが多い。

本書では、環境汚染現場の修復の新しいアプローチとして、フ

ォローアップ（修復終了の前に修復目標に達しているかを、評

価及び検証するプロセス）の考え方やその方法をまとめてい

る。環境汚染現場修復の新しい手引き書。A5判 264頁 定価(2,800円+税)1302 978-4-274-21331-1

土壌・地下水汚染対策の基本がわかる本

社団法人全国地質調査業協会連合会
協同組合地盤環境技術研究センター 共編

土壌汚染調査技術管理者資格の新設などに見られるように、土

壌汚染や地下水汚染の実態把握と対策は、今後、環境・建設・

都市計画・土地取引業界のみならず金融・証券業界にも大きく

関わる重要事項として改めて注目されている。本書は、非専門

家向けのわかりやすい入門書として、土壌・地下水汚染とその

対策の基礎知識をコンパクトにまとめるもの。A5判 166頁 定価(2,800円+税)1204 978-4-274-21193-5

図解

土壌・地下水汚染用語事典

平田健正
今村 聡 監修

都市再開発や農地の転用などに伴う土壌・地下水の汚染問題が

クローズアップされ、今後も対策ニーズが継続すると予想され

ている。本書は、土壌・地下水の汚染問題に関わる“実務者必

携の用語事典”を念頭に、第一線の専門家・研究者が関係11分

野の約 600語を精選し、図表を混じえて解説している。

A5判 216頁 定価(3,000円+税)0902 978-4-274-20686-3

土壌・地下水汚染
―循環共生をめざした修復と再生―

古市 徹 監修
土壌・地下水汚染診断・修復支援システム開発研究会 編著

土壌汚染対策法が施行され、循環型社会を見据えた資源のリサ

イクルや地域振興まで含めたプラスへの転換が求められてい

る。共生化（＝汚染修復＋再生）という新たなコンセプトに基

づき、それを実現するための調査、解析、情報管理、修復・資

源化技術や、それらを統合するシステムを示し、その適用事例

についても述べる。A5判 240頁 定価(2,800円+税)0605 978-4-274-20227-8

絵とき

下水・汚泥処理の基礎

タクマ環境技術研究会 著

地球環境問題が話題の昨今、人間の生活には、どうしても下

水・汚泥の問題がつきまとう。このような問題を処理するため

に、実務的な内容を絵ときで平易に記述し、さらに基本用語を

付し、初心者が理解しやすい構成である。

A5判 176頁 定価(2,500円+税)0511 978-4-274-50052-7

土壌・地下水汚染のための地質調査実務の知識

社団法人全国地質調査業協会連合会 編

これからの「地質調査」に着目し、土壌・地下水汚染問題の歴

史から説きおこし、汚染物質の基礎知識、実際の土壌・地下水

汚染調査の進め方、各種調査技術、更に、修復工事の基礎知識

までを体系化し、実務に役立つように具体例に基づきわかりや

すく解説している。

B5判 230頁 定価(3,500円+税)0402 978-4-274-10346-9

土壌・地下水汚染の実態とその対策

日本地盤環境浄化推進協議会 監修

土壌・地下水の汚染問題が拡大しつつあり、その対応が強く望

まれている。本書は、内外の実情と対策の動き、重要事項であ

る企業のリスク管理の要点などを知るための基礎知識を入門的

に解説している。主な構成は、汚染の原因や実態、メカニズ

ム、技術・制度的対策、企業リスク管理などで、実際面を総合

的によく知ることができる。A5判 168頁 定価(2,800円+税)0001 978-4-274-02421-4

地質汚染
―調査と浄化技術―

鈴木喜計 編著

大気汚染や工場からの有機溶剤、重金属排出などは結局、地質

の汚染となり、地下水の汚染へと拡大して周囲の環境を汚染し

ている。汚染した地質や土壌は不動産の価値を低下させ、環境

への影響も深刻になっている。実際に役立つ初動調査方法、汚

染現場地下空気調査法と分析方法、ボーリングおよび汚染浄化

方法などの現場技術と実務を詳述。B5判 238頁 定価(3,900円+税)0207 978-4-274-02476-4
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管理者のための

環境側面の特定と管理

吉野 昇 著

環境審査に携わる著者が、EMS（環境マネジメントシステム）

運用現場での生の声をもとに、「環境経営」を的確に推進する

今後の経営システムの具体論を展開。特に理解と実践が難しい

「環境側面（環境影響要因）の特定と管理、予測」のノウハウ

を、企業、自治体向けにポイント解説する。

A5判 272頁 定価(2,600円+税)0711 978-4-274-50164-7

ばい煙・ダイオキシン類処理の知識と技術

三好康彦 著

工場などの環境保全担当者から相談を数多く受けてきた著者

が、大気汚染にかかわる基本的な概念をわかりやすく説明し、

直接実務とかかわる各種の処理技術の解説へと展開している。

また、節（項）ごとに公害防止管理者試験の過去問題とその解

説を「確認問題」として掲載し、知識の定着とあわせて試験対

策も行えるようになっている。A5判 288頁 定価(2,800円+税)0704 978-4-274-20400-5

大気汚染防止技術絵とき基本用語

タクマ環境技術研究会 編

大気汚染防止技術は省資源、省エネルギーという地球環境的見

地に立った方向に開発が進んでいる。また最近なにかと話題の

多い新規制物質、超微量有害物質についても処理技術が着実に

開発されており本書では従来行われてきた技術用語の解説のみ

ならず、これらの最新の話題に適応する技術用語について紹介

した。A5判 188頁 定価(2,400円+税)0011 978-4-274-94869-5

水の科学
水の自然誌と生命、環境、未来

清田佳美 著

大学学部における水に関する教養科目用の教科書。水に関する

身近な事例をもとに解説していく。たとえば、水とは何なの

か、水と生体の関係、水の循環が地球環境に及ぼす地震や津波

といった現象、水危機といったトピックを取り上げ、前提知識

がなくともわかるような内容と範囲でまとめている。

A5判 138頁 定価(2,100円+税)1503 978-4-274-21719-7

よくわかる

水環境と水質

武田育郎 著

「水」に関して、図表を豊富に使用し、水質から水質環境まで

を網羅した入門書。「水と水質環境の基礎知識（2001年発行）」

を全面的に見直し、水や水質環境に関する基礎知識から、法関

連、農地や河川の汚染・汚濁についてまで、全般的にまとめ

た。各章ごとに、演習問題と丁寧な解答解説を掲載しているの

で、教科書・参考書としても使いやすい構成。A5判 256頁 定価(2,400円+税)1009 978-4-274-20906-2

汚水・排水処理
基礎から現場まで

三好康彦 著

工場などの排水・水質担当者から相談を数多く受けてきた著者

が、化学の基礎知識から、汚水・排水処理の原理や処理過程、

運用方法までをわかりやすく解説している。各章末に著者が実

際に受けた質問をまとめた「実務上のQ&A」を掲載し、今ま

でにない、実務者にとって真に役立つ内容となっている。

A5判 304頁 定価(2,600円+税)0908 978-4-274-20750-1

水調べの基礎知識
環境学習から浄化の実践まで

山田一裕 著

環境活動の一環として、河川や湖沼などの水質調査・環境調査

がさかんに行われています。本書は、専門知識の少ない指導者

や環境カウンセラー、市民自身が水環境を調べるさいに参考に

なるよう、水質調査の基本知識や簡易調査器具の選び方・使い

方を具体的かつビジュアルに紹介します。

A5判 192頁 定価(2,000円+税)0906 978-4-274-50224-8

水質用語事典

三好康彦 著

公害防止管理者試験の講習会などを通じて、水質保全業務に携

わっている実務者から多くの相談を受けている著者が、実務者

が直面している業務上の問題点などを考慮してまとめた用語事

典。見出し用語を約1300語収録している。

A5判 252頁 定価(3,500円+税)0311 978-4-274-19715-4

水と水質環境の基礎知識

武田育郎 著

ポイント周辺環境から水質までを図表を豊富に使い、わかりや

すく解説。水や水質環境に関する基礎知識から、法関連、農地

や河川の汚染・汚濁についてまで、全般的にまとめた入門書。

水質汚濁に関しては、窒素、リンや有機物汚濁を中心に、重金

属、農薬や環境ホルモンにも言及し、私たちの生活や社会との

かかわりをわかりやすく解説している。A5判 208頁 定価(2,300円+税)0111 978-4-274-02462-7

水処理技術絵とき基本用語

タクマ環境技術研究会 編

水環境保全技術は、省資源、省エネルギーという地球環境的見

地に立った方向に開発が進んでいる。水の再利用も高度水処理

の適用によって試みられている。また新規制物質、超微量有害

物質についても処理技術が着実に開発されており本書では従来

行われてきた技術用語の解説のみならず、これらの最新の話題

に適応する技術用語について紹介した。A5判 264頁 定価(2,500円+税)0008 978-4-274-94868-8
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環境生態学入門

青山芳之 著

科学技術の巨大・総合化にともない、技術者は自分の専門外に

おいても、科学技術による環境への影響を地球規模の視点や地

域の視点で検討することが求められている。本書は、そのよう

な現状に対応するための書籍としてまとめた。

A5判 276頁 定価(2,800円+税)0804 978-4-274-20531-6

国連ミレニアム エコシステム評価

生態系サービスと人類の将来

Millennium EcosystemAssessment 編
横浜国立大学21世紀COE翻訳委員会 責任翻訳

2005年 6月に発行された「Ecosystems And Human Well-

Being：Synthesis（The Millennium Ecosystem Assessment

Series）」の英和翻訳版。生態系保護のためのアセスメントを

行う上で必要な生態系の変化、および、変化にともなう様々な

リスクを予測するための考え方を解説した専門レベルの参考

書。A5判 280頁 定価(2,800円+税)0703 978-4-274-20380-0

生態環境リスクマネジメントの基礎
―生態系をなぜ、どうやって守るのか―

浦野紘平
松田裕之 共編

主に環境・自然科学系大学生や大学院生のためのわかりやすい

参考書として、生態系保護・地域の自然環境保護に関わるリス

クマネジメントを生物学・社会学等の複合的視点から系統的に

まとめている。環境保全に興味がある一般読者はもちろん、

NPO・NGOの関係にとっても役立つ一冊。

A5判 222頁 定価(2,500円+税)0703 978-4-274-20377-0

鉱物資源データブック
（第2版）

西山 孝

別所昌彦

前田正史 共編

世界的に権威づけられている鉱物資源統計資料の種々の文献か

ら収集されたデータベースから、2016年までの最新のデータを

一覧表示した。

A4判 720頁 定価(60,000円+税)1711 978-4-274-22115-6

コンパクト版

エネルギー・資源ハンドブック

エネルギー・資源学会 編

エネルギー・資源の取得から変換、精製、需要にわたる各種技

術、政策、制度に関する基礎知識と現状ならびに将来の対応策

について信頼のおける最新情報をベースとして体系的に詳述し

たもの。1996年11月に発行した机上版の本ハンドブックを、手

軽に利用しやすいA5判型にコンパクト版化するとともに、購

入しやすい廉価版として発行。A5判 1,396頁 定価(15,000円+税)9709 978-4-274-02357-6

エネルギー・資源ハンドブック

エネルギー・資源学会 編

〔目次〕エネルギー資源（基礎編／資源供給／エネルギー需要

／システム・技術／エネルギーにおける諸問題／将来の技術と

社会システム／エネルギーシステムのモデル化と分析／エネル

ギー関連情報源、国際機関とその動向）／非エネルギー資源

（基礎編／資源供給／資源の利用形態、システム／問題と対策

B5判 1,390頁 定価(38,000円+税)9611 978-4-274-02334-7

国別

鉱物・エネルギー資源データブック
西山 孝
別所昌彦
前田正史 共編

本書は、『鉱物資源データブック』『エネルギー資源データブッ

ク』の姉妹書として、U. S. Geological Surveyや国連、BP、

EIA、JOGMEC、資源エネルギー庁など権威ある国内外の資

源統計資料より収集した、過去から現在までの鉱物とエネルギ

ー資源に関する各種データを国別に一覧表にまとめた。

A4判 1,120頁 定価(85,000円+税)1410 978-4-274-21632-9

エネルギー資源データブック
西山 孝
前田正史
別所昌彦 共編

シェールガス・オイルの供給や原子力発電、自然エネルギーな

ども含めて、国際的なエネルギー資源の動向データが注目され

ている。本データブックは、国連やBP、EIA、資源エネルギ

ー庁など権威ある国内外のエネルギー資源統計資料より、過去

から最新データまでを、エネルギー資源別に生産量、発電量、

輸出入量などを年推移で一覧表にまとめた。A4判 612頁 定価(40,000円+税)1310 978-4-274-21453-0

環境・エネルギー材料ハンドブック

物質・材料研究機構 監修

環境・エネルギー問題をはじめとする地球規模の諸問題を解決

するための材料科学・材料技術について、現在の知見を集大成

するハンドブック。基礎編、材料編、技術編の3編構成として、

各材料・技術について詳細に解説。最新情報を盛り込むことは

もちろん、各材料の分類・関連性等についても概説し、材料研

究の全体像をつかむことができる構成とした。A5判 888頁 定価(20,000円+税)1102 978-4-274-20985-7

エネルギー用語辞典
Cutler J.Cleveland
ChristopherMorris 編

エネルギー変換懇話会 責任翻訳

『Dictionary of Energy』(発行元：Elsevier、2005年10月発行)

の英和翻訳版で、エネルギー・環境分野で用いられる基本用語

から専門用語まで、過不足なく収録した用語辞典。見出し語数

は約8,500語、その他にコラム約100点、写真・イラスト約150

点を収録している。

A5判 848頁 定価(10,000円+税)0709 978-4-274-20447-0
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海底資源
―海洋国日本の大きな隠し財産―

石川憲二 著

日本の領海および排他的経済水域（EEZ）の海底には、豊富な

鉱物資源や、メタンハイドレートなどのエネルギー資源の存在

が確認されている。今すぐ利用できるものではないが、海底資

源開発は今後さらに重要になり、着目されていくだろう。日本

の海底資源の実態、採掘のためにクリアしなくてはいけない課

題、将来の展望などを総合的に紹介していく。四六判 208頁 定価(1,400円+税)1201 978-4-274-06874-4

海底鉱物資源
―未利用レアメタルの探査と開発―

臼井 朗 著

レアメタル・レアアースなどの希少金属は世界中で資源争奪が

繰り広げられている。国土の狭い日本は陸上資源に乏しいもの

の、領海と排他的経済水域（EEZ）を合わせた「海」の面積は

世界6位と豊富。海底で見つかっている有望な金属鉱床をビジ

ュアル豊かに紹介するとともに、商業開発へのシナリオを描

く！A5判 208頁 定価(2,000円+税)1004 978-4-274-50287-3

持続可能な時代を求めて
―資源枯渇の脅威を考える―

John E.Tilton 著

西山 孝

安達 毅 他訳

鉱物資源の枯渇化の問題について簡潔に書かれた定本の翻訳

版。鉱物資源の供給からリサイクルまで経済的・社会的な面も

含めた幅広い視点から解説。専門家でない読者にも本質が理解

できるように、できるだけわかりやすい言葉で著している。

A5判 192頁 定価(2,800円+税)0603 978-4-274-20208-7

エネルギー管理入門
―より進んだ省エネ・省コストの実現―

山本 亨
加藤友美 共著

エネルギーの流れを整理し、各過程を的確に管理することで、

省エネを実現するもの。エネルギーの合理的な使用をいかに実

現するかのテクニックを解説している。エネルギー管理は省エ

ネ法で義務付けられている管理標準の考え方に沿ったものであ

り、本書は、管理標準の策定・実施に悩まされているエネルギ

ー管理担当者に一つの道筋を与えるもの。A5判 216頁 定価(2,500円+税)1310 978-4-274-50475-4

地球環境テキストブック

エネルギー工学

牛山 泉
山地憲治 共編著

社会・経済的な側面を含むエネルギー問題を総括的に解説す

る。また、各種エネルギーの変換技術とその工学的な特徴につ

いて、基礎的な知識をしっかり身につけることができる構成。

〔目次〕エネルギーの概念と日常生活／エネルギー工学の技術

史／エネルギーの環境学／エネルギーと温暖化問題／エネルギ

ー技術と環境問題の歴史／エネルギー資源と統計などA5判 280頁 定価(3,000円+税)1002 978-4-274-20828-7

低炭素社会への挑戦
―資源・エネルギー・社会システムから切り開く未来―

一般社団法人エネルギー・資源学会 編

エネルギー・資源学会創立30周年記念出版企画。若手研究者20

名により、低炭素社会の実現に求められる様々な視点につい

て、わかりやすくまとめた。鉱物や化石燃料などの天然資源の

状況から、再生可能エネルギー、原子力、高効率火力発電、そ

の他低炭素エネルギー技術について解説し、エネルギー利用の

効率化を図った社会システムの構築までを展望する。四六判 320頁 定価(2,500円+税)1001 978-4-274-20819-5

水素は石油に代われるか
Joseph J. Romm 著

本間琢也
西村晃尚 共訳

水素エネルギーと環境問題との関わり、燃料電池の基礎と応

用、水素生成・貯蔵プロセスの解説、水素経済社会への転換の

シナリオの提言など、技術の解説だけではなく、社会・経済的

な見方・考え方までを平易にまとめている。

A5判 246頁 定価(3,000円+税)0511 978-4-274-20074-8

省エネルギーシステム概論

田中俊六 著

エネルギー問題を大局的観点に立って把握・理解できるよう

に、省エネルギー技術や省エネルギーシステムに関わる各種の

要素技術を総合的に取り上げ、具体的なデータとわかりやすい

図表等を用いて概括。地球環境問題との関わりから、日本のエ

ネルギー政策の展開、省エネルギーを支える要素技術や基礎理

論の解説までをまとめている。A5判 334頁 定価(4,200円+税)0312 978-4-274-03620-0

地球エネルギー論

西山 孝 著

技術文明の変遷とエネルギー需要を解析した現・近未来のエネ

ルギー需給の予測をもとに化石エネルギーを中心としてエネル

ギー資源の現状について解説し、自然エネルギーの現在と展望

についても記述している。技術的な記載に終始せず、データを

ふんだんに取入れて解説し、単位や地質年代についてもやさし

くまとめている。A5判 152頁 定価(2,300円+税)0103 978-4-274-13227-8

バイオガスの技術とシステム

古市 徹 監修
有機系廃棄物資源循環システム研究会 編

生ごみや家畜ふん尿をメタン発酵させて発生するガスのエネル

ギーを利用するバイオガス化技術の活用が注目されている。本

書は、このような社会的背景にもとづいて、バイオガス化シス

テムに関して、社会的側面と技術的側面から、事例をふまえて

わかりやすく解説する。

A5判 184頁 定価(2,800円+税)0603 978-4-274-20213-1
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バイオマス プロセス ハンドブック

公益社団法人化学工学会
一般社団法人日本エネルギー学会 共編

バイオマスの導入に際して理解しておくべき基礎的な知見の解

説から、化学工学的な単位操作やプロセス設計等に関する実務

上のノウハウまでを、実例に即して系統的に解説するハンドブ

ック。プロセス設計の初歩を基礎的な考え方、専門的な理論の

両面から記述。化学工学的な見方を系統的に解説。収支論、平

衡論、速度論等についても平易に解説。B5判 562頁 定価(12,000円+税)1205 978-4-274-21218-5

バイオマスハンドブック
（第2版）

日本エネルギー学会 編

バイオマスエネルギーの基礎・応用技術、利用システムやそれ

らの評価法等について体系的に解説した『バイオマスハンドブ

ック（2002年9月）』の第2版。この7年間で技術が大幅に進展し

たこと、具体的な取組み事例も蓄積されてきたこと、環境・資

源エネルギーをめぐる社会的背景も大きく変貌を遂げたことな

どを勘案し、最新知見を豊富に盛り込んでまとめた。B5判 574頁 定価(12,000円+税)0912 978-4-274-20785-3

バイオマス技術ハンドブック
―導入と事業化のノウハウ―

財団法人 新エネルギー財団 編
社団法人 日本エネルギー学会 編集協力

バイオマスエネルギーを「燃焼・ガス化」、「メタン発酵」、「バ

イオエタノール生産」、「バイオディーゼル燃料」に大別し、各

項目についてそれぞれ基本的な技術から導入・事業化事例まで

を詳しく解説している。事業化事例を挙げて実践的に解説する

一方で、定義や基礎技術等も明確に示し、バイオマスエネルギ

ーについて、総合的に理解できる。A5判 752頁 定価(10,000円+税)0810 978-4-274-20610-8

バイオマス用語事典

日本エネルギー学会 編

バイオマスの導入に向けての動きが急速に進んでいる。バイオ

マスの利用を考える際、異なる分野の実務者・研究者の共同作

業や他分野の研究等が必要であり、専門用語の確認が重要とな

る。そこで本書は、基本概念や定義、対応する英単語などを解

説中に盛り込み、簡潔にまとめている。

A5判 550頁 定価(5,000円+税)0601 978-4-274-20143-1

基礎からわかる

水処理技術

タクマ環境技術研究会 編

本書は、水処理に関する技術・設備・法律等を現場の実情に基

づいて重要と思われる項目に絞って記述した入門書。専門分野

以外の読者も対象としているため、図解を駆使してわかりやす

く記述している。また、近年注目されている新規制物質、超微

量有害物質に対する処理技術等の話題についても紹介。

A5判 248頁 定価(2,300円+税)1502 978-4-274-50537-9

水資源の科学

鹿園直建 著

日本列島各地の水資源について、水質・水質形成の特長、地質

との関わり、環境汚染との関わりなどを科学的に解説。

〔目次〕プレートテクトニクスと河川／日本の名水とミネラル

ウォーター／おいしい水と健康によい水／特別なミネラルウォ

ーター・飲料水／嗜好飲料水／温泉水・地熱・金属資源／水資

源をめぐる環境問題A5判 184頁 定価(2,500円+税)1211 978-4-274-21300-7

よくわかる

水リサイクル技術

藤江幸一 編著

水をリサイクルする技術は、水資源に乏しい地域や急激な経済

発展を遂げている新興国などできわめて高いニーズがある。ま

た、先端産業などでは機密保持や環境配慮の観点から、排水を

外部に出さずに回収するシステムも導入されている。本書は、

水リサイクルに関する世界の動向や法制度、システムの構築と

導入事例までをわかりやすくまとめた1冊。A5判 200頁 定価(2,500円+税)1210 978-4-274-50419-8

水ビジネスの世界
―ポスト「石油」時代の投資戦略―

SteveHoffman 著
種本廣之 訳

世界の水ビジネスの現状を米国投資顧問が調査分析した調査レ

ポート。投資・ビジネスに終始することなく、日本も含めた世

界の水環境や水処理技術、注目される業界など徹底的に解説・

分析している。原著「Planet Water −Investing in the World's

Most Valuable Resource」は米国で高い評価とセールスを記

録。待望の日本語版。A5判 344頁 定価(3,000円+税)1103 978-4-274-50327-6

知っておきたい災害時の水対策
―水の確保から浄水技術まで―

曽布川尚民
野原一子 共著

地震等の災害発生時には、水の確保と供給が急務になる。本書

は、災害によって水の供給が断たれた緊急時に、生命維持に直

結する飲料水を誰が、どこで、どれくらい、どのようにして確

保し、供給するのかについて、その浄水技術を科学的データに

基づき紹介する。

A5判 176頁 定価(2,500円+税)0802 978-4-274-20511-8

水と活性酸素

生命・フリーラジカル・環境研究会 編

最先端の活性酸素・フリーラジカル研究から明らかになった室

戸海洋深層水はじめ自然界に存在する水と、物理的・化学的処

理を施したいわゆる機能水に関する各分野における研究をまと

めている。研究者や学生に役立つ一冊。

〔目次〕活性酸素・フリーラジカルと新しい水の評価／活性酸

素・フリーラジカルと生体／海洋深層水／他A5判 198頁 定価(2,500円+税)0205 978-4-274-02475-7
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コンタミネーションコントロール便覧

日本空気清浄協会 編

汚染物質そのものに着目し、汚染の発生機構から評価・除去技

術までを記述する（基礎編）とともに、その背景となる学問体

系を確立し（科学編）、さらにそれぞれの産業分野でコンタミ

ネーションコントロール技術がどのように活用されているかを

明らかにする（応用編）ことを大系的にまとめている。

B5判 556頁 定価(18,000円+税)9609 978-4-274-10195-3

廃棄物ハンドブック

廃棄物学会 編

廃棄物学会が総力を結集し編纂したわが国初の大型ハンドブッ

クである。一般廃棄物および産業廃棄物（固形状のものを中心

に）の適正な管理方法と再資源化に関する実用性の高い最新の

研究成果を集大成し、廃棄物にかかわる専門家、研究者・技術

者・学生などに役立つ実際的な内容を満載。

B5判 1,202頁 定価(23,000円+税)9605 978-4-274-02324-8

日中英

廃棄物用語事典
武田信生

王 偉

何 品晶 監修

廃棄物研究財団 廃棄物対応技術検討懇話会 共編

中国では廃棄物・リサイクル関連の施設建設が盛んになりつつ

あり、日中間の産官学で交流が行われている。しかし、廃棄物

用語の定義や言語間の対比がやや不明確で、効率的な意思疎通

の障害になっている。そこで、日中間の交流の円滑化と国際貢

献等を目的に、日中英の3カ国語による廃棄物用語事典を産官

学の協力により編纂した。約2500用語を収録。A5判 412頁 定価(4,000円+税)0610 978-4-274-50104-3

ダイオキシン類法規制対応

廃棄物処理施設の運営・維持管理マニュアル

石川禎昭 編著

法規制対象施設の新設・改造・運転・管理等を担当する技術系

実務担当者が規制内容を総合的に捉え、廃棄物処理施設がダイ

オキシン類について脱法行為を行わないための運営管理・維持

管理の要点を体系的にまとめている。全国自治体、企業などの

技術系実務者や管理担当者のための実戦的な実務対応マニュア

ルである。B5判 224頁 定価(2,500円+税)0108 978-4-274-02458-0

ごみ焼却施設ダイオキシン類の法規制と対策技術

石川禎昭 編著

「ごみ焼却施設ダイオキシンの法規制と対策」の改題・改訂版

である。ダイオキシン類の法規制の対象となる施設を有する全

国自治体、企業などの関係者を中心に、①ダイオキシンの対策

技術、②施設の発注条件、③新設か改造かの判断基準、④施設

の維持管理規定などについて、発注者側の立場で解説した実務

対応マニュアルである。B5判 192頁 定価(2,200円+税)0108 978-4-274-02457-3

基礎からわかる

ごみ焼却技術

タクマ環境技術研究会 編

本書は、廃棄物の基礎知識はもちろん、ごみ焼却入門から焼却

施設の種類や仕組み、さらにはごみ発電やバイオガス利用まで

を、豊富な図表を用いてていねいに解説。

A5判 312頁 定価(2,700円+税)1711 978-4-274-50673-4

ごみ焼却技術 絵とき基本用語
（改訂3版）

タクマ環境技術研究会 編

家庭や事務所から排出される一般廃棄物（ごみ）は、約80％が

焼却処理されているが、焼却時に発生するばいじんやダイオキ

シン類などの有害物質の抑制・除去は、最新の焼却技術が導入

されている。本書は、廃棄物の基礎知識はもちろん、ごみ焼却

入門から焼却施設の種類や仕組み、ガス化溶融技術までを、図

表や漫画を豊富に挿入して解説した。A5判 312頁 定価(2,700円+税)1109 978-4-274-50352-8

性能保証に基づく

ごみ焼却炉の選定と導入

石川禎昭 編著

多種多様なごみ焼却炉が開発され、一般企業から地方自治体の

ごみ焼却施設まで幅広く活用されている。本書では、ごみ焼却

施設の立地・環境条件や、焼却ごみ自体の個別特性、運営者の

経済的側面等に応じた的確なごみ焼却炉の機種選定と活用方法

を、体系的にわかりやすく解説。

A5判 296頁 定価(4,700円+税)0404 978-4-274-19727-7

クローズドシステム処分場技術ハンドブック
（CD-ROM 1枚付）

花嶋正孝
古市 徹 監修

NPO最終処分場技術システム研究協会 編

クローズドシステム処分場が一般的になってきた。先の大震災

のがれきの中期的な保管場所として期待されており、今後、建

設が急速に進む可能性がある。本書は、クローズドシステム処

分場に関して、国内で唯一研究、実務を行ってきた「クローズ

ドシステム処分場開発研究会（最終処分場技術システム研究協

会）」が総力を挙げてまとめた。B5判 186頁 定価(3,200円+税)1212 978-4-274-21272-7

コミック版

みんなのクローズドシステム処分場
花嶋正孝
古市 徹 監修

クローズドシステム処分場開発研究会 編

循環型社会を目指す現在の社会情勢などから、クローズドシス

テム処分場の建設が徐々に増加している。そこで、ごみ問題か

らクローズドシステム処分場が建設されるまでのストーリーを

マンガで描き、だれもが楽しみながらクローズドシステム処分

場について理解できるようにまとめた。

A5判 120頁 定価(1,800円+税)0407 978-4-274-19731-4
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わかりやすい

気象の用語事典
二宮洸三

山岸米二郎
新田 尚 共編

気象学の専門知識をもたない方やこれから気象予報士に挑戦し

ようと考えている方に役立つ用語事典。天気予報を聞いていて

わからない語を調べるとき、既刊の用語事典をひも解いてもよ

く理解のできない語などにであったときに手軽に引ける事典。

気象や気象現象を理解する上で知っておいてほしい基本的な語

の定義の要点を平易に解説する。A5判 312頁 定価(2,500円+税)9908 978-4-274-02399-6

気象予報士ハンドブック

日本気象予報士会 編

「気象予報士」として、知っておかなければならない一般的な

知識をはじめ、気象予報士に求められる基準やベースとなる知

識と技術が、横断的に把握できるようにまとめてある。また、

基本的な知識・技術のみならず、興味深い気象現象の奥深さに

ついても記述してある。

B5判 936頁 定価(15,000円+税)0811 978-4-274-20635-1

完全図解

気象百科

櫃間道夫 著

雲はなぜできる？ 雷、ヒョウの秘密とは？ 長期予報はどこ

まで当たるか？ 異常気象と地球温暖化の関係とは？ 等々、

気象の初心者のための実学書。気象の根本について、初級向け

の素朴な疑問にQ&A形式を中心として、第一線技術者が答え

る。イラスト、写真を多用し、左ページにイラスト、写真、右

ページに解説を掲載。A5判 200頁 定価(2,200円+税)0401 978-4-274-94889-3

そこが知りたい！

気象と災害の法律知識

新田 尚 監修
気象災害研究会 編

法律で定められた気象業務の約束ごとや災害や気象に関する情

報がわたしたちに提供されるまでの流れ、手続きなどをわかり

やすく解き明かす。気象や気象情報がどのようなしくみで決定

され、提供されるのか知りたい方、気象予報士試験の学科の法

規のポイントをおさえたい方に、本書をおすすめしたい。

A5判 162頁 定価(1,900円+税)9705 978-4-274-02350-7

天気と気象100
一生付き合う自然現象を本格解説

饒村 曜 著

近年、竜巻やゲリラ豪雨、雹といった激しい気象現象が頻繁に

発生し、私たちの生活に影響を及ぼしている。本書は、自然現

象や天気予報技術について、「最新の図表」や「写真・イラス

ト」等を交えて、わかりやすく、かつ、専門的な観点から解説

している。さらに、平安・鎌倉時代までさかのぼり、過去の気

象状況や伝承等についても掲載。A5判 164頁 定価(1,800円+税)1408 978-4-274-50508-9

気象との対話

新田 尚 著

本書は、気象分野の専門的な項目を、他の多くの自然科学の分

野に共通する視点から再検討している。特に、「複雑系（非平

衡散逸系、非線形系）としての気象」の理解の仕方について詳

しく考察している。近代気象学史に登場する9人を選んで、ブ

レークスルーの発想の原点を検討しつつ、気象学・気象技術が

これから歩むであろう道について論じる。A5判 224頁 定価(2,200円+税)1404 978-4-274-21543-8

最新図解

PM2.5と大気汚染がわかる本

饒村 曜 著

PM2.5や黄砂、酸性雨など、国を越えて広がる大気汚染につい

ての基礎知識を網羅した書籍。どのような物質で、どのように

発生するのか／健康にどのような被害をもたらすのか／対策法

はあるのか／どのように観測されているのか／国を越えた観

測・発生予報の体制は整備されているかなど、知っておきたい

知識を図を交えて平易に解説している。A5判 168頁 定価(1,600円+税)1311 978-4-274-50473-0

お天気ニュースの読み方・使い方

新田 尚 監修
饒村 曜 著

テレビ・インターネットのお天気ニュース画像を活用し、それ

らをベースに日本周辺の天気や気象現象についてまとめる書

籍。現象の説明や予報の解説だけでなく、お天気ニュース画像

の背景にある基本的な事柄についても、わかりやすく記述。付

属CD-ROMには動画を収録したPDFファイルが入っており、

日本周辺の特徴的な天気を学ぶことができる。B5判 186頁 定価(2,400円+税)1202 978-4-274-21148-5

気象学入門
―天気図からわかる気象の仕組み―

山岸米二郎 著

気象学のわかりやすい入門書。入門者にとって最も身近な天気

図から説明をはじめ、水蒸気の流れを重視した説明を行うこと

で、類書とは異なる解説を展開し、気象学の本質が理解できる

ように構成されている。さらに、気象学の必須項目である大気

の鉛直構造、大気（気象）熱力学、降水物理、大気放射学、大

気の運動等は、類書とは異なる記述を試みた。A5判 256頁 定価(2,800円+税)1103 978-4-274-20989-5

気象予報のための前線の知識

山岸米二郎 著

総観気象学の立場に立って、天気図解析を主体にして、『前線』

の見方・考え方を体系的に解説している。気象学における重要

概念のひとつである『前線』に関し、その歴史から最新知見ま

でを1冊にまとめた。

A5判 210頁 定価(3,300円+税)0712 978-4-274-20492-0
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気象がわかる数式入門

二宮洸三 著

気象現象を理解するためには様々な数式を理解することが不可

欠であり、基礎的な数学を充分に理解しておく必要がある。そ

こで本書では、気象分野で扱う数式の基礎について、公式の丸

暗記ではなく気象現象と結びつけて理解できるように、丁寧に

解説している。基礎的な書目として基本単位、三角関数等のレ

ベルから順を追って理解できる構成。A5判 192頁 定価(2,500円+税)0607 978-4-274-20271-1

気象衛星画像の見方と使い方
長谷川 司
上田文夫
柿本太三 共著

気象衛星画像の見方や読み方、さらには使い方を具体的な事例

をあげて解説している。気象衛星画像の基礎から、各種の雲パ

ターンの見方、気象予報士試験の実技に出題されるような各種

画像を多角的に解析する必要がある事例までを取り上げ、てい

ねいに解説している。

B5判 218頁 定価(2,800円+税)0603 978-4-274-20212-4

気象解析の基礎

二宮洸三 著

第1部で風速場、水蒸気、気温、降水など大気現象を構成して

いる各種成分に関して、さまざまな解析方法の基礎知識を紹介

している。さらに、第2部では第1部の解析方法を用いて、梅雨

前線や過去の気象災害など幅広い現象の解析例をまとめ、実際

の気象現象への応用の仕方を解説した。

A5判 254頁 定価(3,000円+税)0509 978-4-274-20127-1

誰でもできる

気象・大気環境調査と研究

新田 尚 編著

気象・大気環境に関連した32テーマを取り上げ、基本的な解説

をするとともに、テーマ・トピックスを読者自らがインターネ

ットなどを活用して、調査・研究し、立体的な知識を得るため

の指南書としてまとめた。また、さまざまなメディアの各種情

報の活用法までを紹介している。

B5判 248頁 定価(2,600円+税)0502 978-4-274-20032-8

天気図の使い方と楽しみ方

新田 尚 監修
二宮洸三 他著

多種多様な天気図や気象衛星画像の読み方を、具体的な事例を

あげて解説している。また、天気・気象観測と経過の監視（気

象ウォッチ）への天気図や気象資料の活用のしかたにも言及

し、日常的な気象ウォッチに新たな視点を提供している。気象

予報士試験の実技試験対策としても使用できる。

B5判 226頁 定価(2,800円+税)0409 978-4-274-19739-0

数値予報の基礎知識

二宮洸三 著

テレビの気象予報で紹介される予想天気図や降水量分布図は、

数値予報の結果を基に作られている。1日〜1週間の予報期間を

対象とする短・中期気象予報の中心である数値予報に関して、

その歴史的経緯から、実際のデータの利用・活用法までをてい

ねいに解説している。

A5判 228頁 定価(3,000円+税)0407 978-4-274-19733-8

気象災害の予測と対策

饒村 曜 著

過去の激しい台風から、最近の集中豪雨や都市洪水など新たな

気象災害について、その特徴、予測と対策を、気象庁の防災担

当者の視点からまとめている。気象災害の実態解明と特徴の分

析を通じて、数値予報など最新の予測・予報技術の効果と問題

点、さらに有効な防災対策とは何かを、わかりやすくまとめて

いる。A5判 200頁 定価(2,300円+税)0208 978-4-274-02482-5

図解

気象の基礎知識

二宮洸三 著

初級〜中級の読者を対象に、気象現象の基礎的な事項について

（日本に特有な現象を中心に）、図表を豊富に用いて解説。ま

た、気象・気候を理解するには必須でありながら、初学者が理

解しにくい気象現象の数式表現の意味を、図を用いてわかりや

すく解説。気象予報士試験の参考書としてもおすすめできる。

A5判 240頁 定価(2,500円+税)0204 978-4-274-02473-3

気象予報のための風の基礎知識

山岸米二郎 著

風という観点で、フェーンややませなど日本の四季を代表する

ような気象現象を取り上げ、春夏秋冬の季節に分けて、気象図

面などを用いつつ、わかりやすく解説している。また、各テー

マの解説に合わせて、関連する様々な現象をコラムとして盛り

込み、本文同様に図面を用いてわかりやすく解説している。

A5判 212頁 定価(2,800円+税)0202 978-4-274-02468-9

写真で読み解く

雷の科学
音羽電機工業株式会社 編

横山 茂

石井 勝 共著

音羽電機工業株式会社の主催する「雷写真コンテスト」入選作

品の中から、学術的、写真的価値の高い写真を選りすぐり、

様々な表情を見せる雷現象について解説を加えている。雷のも

つエネルギーの強大さ、天災としての恐ろしさを知ると同時

に、自然現象としての雷の美しさを記録した写真集としても稀

少価値をもつ。全文に英訳を併記している。A5判 128頁 定価(1,800円+税)1110 978-4-274-50354-2
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解明

カミナリの科学

岡野大祐 著

雷は身近にあり、生活環境に多くの影響を及ぼす存在でありな

がら、その正体は知られていない。本書は、雷発生の基本的な

原理とその物理的な背景、具体的な雷の種類とその特徴、雷が

人体に与える影響、雷害対策をわかりやすく解説する。

A5判 184頁 定価(1,800円+税)0905 978-4-274-20716-7

防災・災害対応の本質がわかる本

二宮洸三 著

元来日本は、地震が発生しやすい地域であり、また台風が毎秋

押し寄せてくるように気候的にも変化の激しい地域である。今

後も、さまざまな災害に遭遇する可能性は高く、防災の意識、

考え方を共有し、防災・減災には不断の取り組みが必要とな

る。そこで、本書では防災の基本となる考え方を、一般の

方々、地域の防災を担う地方自治体の方々向けにまとめた。四六判 184頁 定価(1,600円+税)1108 978-4-274-21067-9

災害からみる防災・減災Q＆A

藤田嘉美 著

あらゆる災害において想定される被害について注目し、日頃か

ら考えて備えなければならないこと、いざという時にヒントに

なることをQ&Aでわかりやすく解説する。阪神・淡路大震災

と東日本大震災を体験した著者の知見から、防災のポイントや

減災豆知識をまとめ、日頃から災害について考える際に役立つ

情報をわかりやすくまとめ、災害からの身の守り方を教える。四六判 160頁 定価(1,500円+税)1108 978-4-274-21077-8
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化学

元素紀行

森 弘之 著

〔目次〕原子番号の1（H＝水素）から118（Uuo＝ウンウンオ

クチウム）まで順番に掲載。 （113番、115番、117番、118番

は、命名確定待ち）

四六判 256頁 定価(1,200円+税)1612 978-4-274-50643-7

マグロウヒル大学演習

一般化学
Jerome L. Rosenberg
LawrenceM. Epstein 共著

一國雅巳 訳

〔目次〕量と単位／原子量、分子量およびモル／化学式と組成

の計算／化学方程式から計算する／気体の測定／気体の分子量

と気体分子運動論／熱化学／原子構造と周期律／化学結合と分

子構造／団体と液体／酸化と還元／溶液の濃度／標準溶液を用

いた反応の計算／溶液の性質／有機化学／熱力学と化学平衡／

酸と塩基／錯体と沈殿／電気化学／他A5判 312頁 定価(2,800円+税)9508 978-4-274-13025-0

絵とき

化学結合の見方・考え方
藤谷正一

木野邑恭三
石原武司 共著

できるだけ身近な物質を例にとり、結合の違いによる化学物質

の構造や性質の違いから化学反応までを解説。

〔目次〕化学の基礎（原子／化学結合の基礎）／量子論による

化学結合（原子の構造／共有結合／イオン結合／金属結合／そ

の他の結合）／化学結合と物質の性質（物質の性質／化学反

応）A5判 196頁 定価(3,400円+税)8708 978-4-274-11969-9

マンガ＋要点整理＋演習問題でわかる

基礎化学
齋藤勝裕

長谷川英悦 共著
ビーコム・ヤマダリツコ マンガ制作

化学系分野の大〜中項目の1テーマを1冊にまとめた「見て・解

いて・わかる参考書」。

〔目次〕原子構造／分子構造／無機化合物／有機化合物／高分

子化合物／物質の状態／液体の性質／酸・塩基と酸化・還元／

反応速度／化学熱力学

B5判 218頁 定価(2,800円+税)1211 978-4-274-21298-7

解いて基本を理解する

化学

松下 至 著

本書は、化学の基本となる一般（基礎）化学の入門参考書。ま

ず初めに基礎知識を学び、続いて問題を解いてゆくことで、基

礎化学の基本を理解できるように、内容構成に工夫を凝らして

いる。問題演習を通して、理解できているところと理解できて

いないところを読者自身が自覚でき、理解度を上げられるよう

に、段階的に学習することができる。A5判 250頁 定価(2,500円+税)1202 978-4-274-21164-5

化学・バイオがわかる

物理111講

渡辺 正
北條博彦 共著

化学・バイオを学ぶ方を対象に、それぞれの専門分野の理解を

深めるために最低限知っておきたい物理学の知識を111テーマ

取り上げ、見開き2頁でわかりやすく解説する参考書。物理を

苦手と感じる方にもスッキリと理解できるよう、各テーマを化

学・バイオに関連付けながら解説を行っている。

A5判 272頁 定価(2,800円+税)0704 978-4-274-20383-1

絵ときでわかる

基礎化学
岸川卓史・齋藤 潔・成田 彰

森安 勝・渡辺祐司 共著

イラストでみるみる化学が理解できる！ 難しいと思われがち

な化学の基本概念を、イラストから無理なく理解できるようま

とめた一冊。化学を学ぶために必要な知識を厳選、イラストを

まじえ、ていねいに解説を行うことによって初学者でも無理な

く学習できる内容となっている。

A5判 230頁 定価(2,500円+税)0703 978-4-274-20376-3

やさしい

化学英語

中村喜一郎
青柳忠克 共著

化学英語を正しく解釈するポイントを平易に解説するととも

に、化学の知識も合わせて学べるようにまとめた。

〔目次〕General Science（理科のいろいろ）／Easy Chemistry

（やさしい化学）／Industrial Chemistry（工業化学）／Che-

mical Industry（化学工業）／Advanced Chemistry（化学の最

先端）A5判 140頁 定価(2,300円+税)8610 978-4-274-11967-5

やさしい

環境化学実験

早川信一
保坂勝広 共著

社会的にも関心が高まっているリサイクルや食品化学実験、野

外実験等をテーマとして、それぞれの実験の目的や意味づけが

理解できるように、図解によりわかりやすくまとめている。実

験ごとに、手順や結果の解釈、実施上の留意点等を簡明に解説

しているので、はじめて化学実験に取り組む方にも無理なく実

践できる。B5判 178頁 定価(2,500円+税)0402 978-4-274-12008-4
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はじめての

化学実験

西山隆造
安楽豊満 共著

高校、専門学校、短大、大学における化学実験の基本を習得す

るための入門書。実験操作に重点をおき、身近で基礎的な実験

から系統的に順を追って応用実験まで、図を豊富に使いわかり

やすく解説。なお、本書は、19刷を数えた「図解初めて化学の

実験をする人のために」を全面的に見直した内容をベースに構

成されている。A5判 208頁 定価(2,200円+税)0005 978-4-274-12001-5

これからはじめる

量子化学
―物理・数学のキホンからよくわかる！―

辻 和秀 著

量子化学は、高校数学や高校物理からしっかりと復習する必要

がある。本書は、基本的な高校レベルの物理の復習をする章か

ら始めて、基礎固めを行った上で解説を進める。重要で基本的

な内容に解説はしぼり、省くところは徹底的に省いた。数式は

最小限とすることで、まずは読み通すことができ、量子化学の

全体を把握できるようにまとめてある。A5判 256頁 定価(2,500円+税)1308 978-4-274-21426-4

マンガ＋要点整理＋演習問題でわかる

量子化学
齋藤勝裕
伊藤和明 共著

ZENZO→＆はやのん理系漫画制作室 マンガ制作

本書は、化学系分野の大〜中項目の1テーマを1冊にまとめた

「見て・解いて・わかる参考書」。

〔目次〕量子化学の基本的な考え方／直線と平面上の粒子運動

／振動と回転／原子構造／電子遷移／共有結合／分子軌道法／

結合とエネルギー／物性と分子軌道／基底状態と励起状態

B5判 224頁 定価(2,400円+税)1205 978-4-274-21205-5

わかる×わかった！

量子化学

齋藤勝裕 著

化学系学科で必修科目である量子化学だが、難解なイメージ

と、修得するにはある程度の数学力が必要なことから、難しい

科目となっている。本書は、極力数式を使わず、直感的でわか

りやすい説明図やグラフを用いて、量子化学を解説するもの。

学生や、若い社会人が手に取る気になる本としてまとめた。

A5判 236頁 定価(2,400円+税)0910 978-4-274-20772-3

ベーシックマスター

物理化学
築山光一
近藤 寛
一國伸之 共編

「物理化学」の基本と用語をていねいに解説したテキスト。一

冊で大学2〜3年次の物理化学をしっかり学ぶことができるよう

に、同時に物理化学を学んだのならこれだけは覚えておいて欲

しい内容をまとめた。各章末の演習問題が充実しているので、

多方面から知識の確認ができる構成になっている。

〔目次〕量子論／熱力学／速度論A5判 440頁 定価(4,300円+税)1204 978-4-274-21178-2

マンガ＋要点整理＋演習問題でわかる

物理化学
齋藤勝裕
川俣 純 共著

ZENZO→＆はやのん理系漫画制作室 マンガ制作

本書は、化学系分野の大〜中項目の1テーマを1冊にまとめた

「見て・解いて・わかる参考書」。

〔目次〕量子論と原子構造／原子の電子構造／原子を結合する

力／分子はどんな形か／固体・液体・気体／溶液とはなにか／

酸・塩基と酸化・還元／反応はどのように進むのか／熱・仕事

とエンタルビー／変化と支配するものB5判 212頁 定価(2,400円+税)1202 978-4-274-21162-1

わかる×わかった！

物理化学

齋藤勝裕
長谷川美貴 共著

大学の化学系学科で必修科目である物理化学は、化学分野の理

論的な基礎であり、物理化学を理解すると、化学分野全体がよ

くわかるようになる。本書は、わかりやすい図やグラフを用い

て、物理化学を解説する。学生や社会人が手に取る気になる本

としてまとめた。章末に演習問題を挿入し、教科書や副読本と

しての使用も想定している。A5判 208頁 定価(2,500円+税)1005 978-4-274-20868-3

マンガでわかる

生化学
武村政春 著

菊野郎 作画

オフィスsawa 制作

生体がどんな化学物質でできているのか、その構造や性質を明

らかにして、それらがどのような化学反応を起こして生命活動

を維持しているかをマンガでわかりやすく解説。初めて生化学

を学ぶ方でも、多元的な生化学の全体像を無理なく理解できる

よう構成している。

B5変判 264頁 定価(2,200円+税)0901 978-4-274-06740-2

ベーシックマスター

生化学
大山 隆 監修

西川一八

清水光弘 共編

生命科学・医学を学ぶ上で、最も基礎となる生化学に関して、

基本となる考え方、用語を丁寧に解説している。項目ごとにポ

イントをわかりやすく、図や表を多用して説明しているので、

初めて生化学を学ぶ読者にも理解でき、さらに、その後のさま

ざまな分野の応用研究に取り組むための下地となる知識を確実

に身につけられる構成となっている。A5判 432頁 定価(3,800円+税)0811 978-4-274-20604-7

これだけは知っておきたい図解

生化学

江島洋介 著

基本的な知識から最新のトピックスまでをQ＆A方式で、図表
を多数用いて解説している。本書は、次の特長を持たせて、生
化学の全体像が把握できるようにした。①素朴な疑問に対する
平易な解説と、全体像を把握するための一歩踏み込んだ解説を
併記する、②生化学の用語をなるべく網羅し、日本語と英語の
両方を示す、③生化学研究における基本的な実験手法・技術を
示す。A5判 276頁 定価(3,000円+税)0808 978-4-274-20586-6
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トコトンわかる 図解

基礎生化学

池田和正 著

学生が陥りやすいウィークポイントに的確に応える書籍とし

て、高校レベルの生物学、化学まで遡った記述をしている。さ

らに、現代の学生気質を鑑み、疾患や産業応用に関しても言及

している。研究室に配属された際に困ることのない応用力がつ

き、また大学院での発展的な学習に応用が利く内容をまとめ

た。A5判 338頁 定価(3,500円+税)0610 978-4-274-20290-2

わかる×わかった！

生命化学

齋藤勝裕
永津明人 共著

医療・生命科学が重視される現代において、ヒトや生き物の物

質的な基盤を学ぶ「生命化学」は、今まで以上に重要な分野と

なっている。本書は、直感的でわかりやすい説明図やグラフを

用いて、生命化学を解説するもの。「少し興味がある」「授業や

実務上必要だが、いまいちよくわからない」といった学生や、

若い社会人が手に取りやすい本としてまとめた。A5判 208頁 定価(2,500円+税)1104 978-4-274-21012-9

はじめての構造化学
―構造化学のなぜに答える―

細矢治夫 著

教員・学生むけの参考書。「なぜ」原子が存在し、「なぜ」原子

が分子や結晶を作るのか、化学を学び始めた学生や苦手意識を

持っている学生の素朴な疑問から、大学生以上の専門的な疑問

まで、化学全体の知識を得られる内容。できるだけ数式を用い

ず、文章で説明し、数学が苦手な学生や初学者でも理解できる

ようにまとめた。A5判 246頁 定価(2,500円+税)1306 978-4-274-21401-1

わかりやすい

香りのテクノロジー
天田圭子 監修

天田圭子

嶋本静子 他著

専門分野以外の人たちが、香りの世界の概念をつかみ、常識を

養うための入門書。香りの主な基礎知識を学び、最近の応用展

開の実際面を知り、また、今後の動向などについて、高校生な

どにも理解できるようにやさしく解説している。香り産業につ

いてもふれ、ビジネスにも役立つ。

A5判 184頁 定価(2,400円+税)9712 978-4-274-11999-6

新しい物質の科学
（改訂2版）身のまわりを化学する

鈴木孝弘 著

本書は、日常生活に密接した身のまわりの化学に関連するテー

マを取り上げ、化学・物質科学の知識をわかりやすく解説した

教科書。図表を豊富に盛り込み、高校で化学を履修しなかった

学生や、化学を専門としない学生にもわかりやすく解説。ま

た、他分野とのつながりも考慮して、微生物や遺伝子、薬学な

どの基礎についても触れている。A5判 168頁 定価(2,200円+税)1409 978-4-274-21614-5

わかる×わかった！

環境化学

齋藤勝裕
藤原祺多夫 共著

今後、ますます環境問題への積極的な取り組みが必要とされる

現代において、「環境化学」は今まで以上に重要な分野となっ

ている。本書は、直感的でわかりやすい説明図やグラフを用い

て、環境化学を解説するもの。「ほんの少し興味がある」「授

業や実務上必要だが、いまいちよくわからない」といった学生

や、若い社会人が手に取りやすい本としてまとめた。A5判 248頁 定価(2,500円+税)1104 978-4-274-21013-6

工業化学入門

齋藤勝裕 編

工業化学について、平易な本文と、わかりやすい図表を用いて

まとめたテキスト。役立つ「化学製品を作る」ことが目的であ

り、産業に直結した工業化学を、難しくなりすぎず、かつ散漫

にならないように、必要十分な内容を吟味して記述した。本書

では、工業化学を無機工業化学、有機工業化学、高分子工業化

学、エネルギー工業化学の4分野に分類してまとめた。A5判 312頁 定価(3,200円+税)1103 978-4-274-20997-0

見える！使える！

化学熱力学入門

由井宏治 著

化学熱力学の多くの教科書では、理想気体の状態方程式から入

り、エントロピーやエンタルピーといったエネルギーの概念が

導入される。熱力学はエネルギーの変換の学問だが、そこに至

る前に多くの学生は力つきてしまう。本書では、熱力学をエネ

ルギーを軸にして解説することで、本来の式の意味や記号の意

味をわかりやすく、つながりをもって解説する。A5判 272頁 定価(2,500円+税)1308 978-4-274-21390-8

エクセルギーの基礎

唐木田健一 著

資源エネルギー／環境との関わりから、「熱力学」とりわけ

「エクセルギー」の概念が改めて注目されるようになっている。

本書は、エネルギー・エントロピー・エクセルギーの基本的な

考え方・ものの見方を理解できるように、絵ときを交えてわか

りやすく解説している。

A5判 170頁 定価(2,800円+税)0511 978-4-274-20158-5

エネルギーシステム創造学

石田 愈 著

熱力学や化学エネルギー工学の基礎を正しく理解できる。社会

と化学の接点で成立する新しい自然現象論について、専門知識

の無い人にも理解できる化学・エネルギーシステム創造学の入

門書。基礎レベルから、要素技術の解説、無駄をみる視点、価

値をみる視点など、発展レベルまでをわかりやすく解説してい

る。A5判 192頁 定価(2,300円+税)0410 978-4-274-12010-7
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実務者のための

粉じん爆発・安全対策

日本粉体工業技術協会 粉じん爆発委員会 編

平成18年10月発行『粉じん爆発・火災対策』が、燃焼・爆発現

象や危険性評価の基本の理解を主眼としているのに対し、本書

は粉じん爆発・火災の安全管理・対策の実務面を中心に据え

て、図解でわかりやすくまとめている。

A5判 264頁 定価(3,500円+税)0909 978-4-274-20766-2

粉じん爆発・火災対策

日本粉体工業技術協会 粉じん爆発委員会 編

粉体工業や化学工業の現場で、粉体を取り扱う際に大きな問題

となるのが『粉じん爆発』や『粉じん火災』である。本書は、

粉じん爆発や粉じん火災の原理からそれらに対する危険性評

価、更に防止や被害軽減対策までを、中堅実務者層を主要な読

者対象として内容レベルを設定し、図解を交えてわかりやすく

解説する実務参考書である。A5判 240頁 定価(3,300円+税)0610 978-4-274-20312-1

パウダーコーティングハンドブック
北米パウダーコーティング協会（PCI） 編
日本粉体塗装共同組合（JAPCA） 監訳

矢崎陽一 訳

近年、企業の環境への取組みがますます重視される中、工業塗

装業界も、現在主流の溶剤を使用する塗装方法からの脱却を模

索している。粉体塗装は、さまざまな工業製品への応用が期待

されている。本書は、粉体塗装技術を普及するため、実際に塗

装に関わる現場の方へ向けて書かれた技術マニュアルである。

B5判 566頁 定価(12,000円+税)0011 978-4-274-12002-2

新体系化学工学

微粒子工学
諸岡成治
増田弘昭

奥山喜久夫 共著

〔目次〕序論／粒子の基礎物性と測定（粒子個々の物性／粒子

集合体の物性／他）／気相中の分散粒子システム（気相分散粒

子の生成／気相定法分散粒子の性質／気相分散粒子の操作）／

液相中の分散粒子システム（液相分散粒子の生成／液相分散粒

子の性質／液相分散粒子の操作）／高濃度粒子システム

A5判 256頁 定価(3,500円+税)9205 978-4-274-12900-1

LC／MS、LC／MS／MS Q＆A100 龍の巻

中村 洋 企画・監修
公益社団法人日本分析化学会液体クロマトグラフィー研究懇談会 編

LC/MS、LC/MS/MSのユーザは、化学、物理学、生物学、工

学等を包含するマルチディシプリナリー領域で活動するため、

より互いの専門分野に対する認識と理解が必要となり、常に多

くの疑問を抱くことになる。さらに理解が進んだユーザが抱

く、典型的な疑問に答える実務書として発行するもの。

A5判 284頁 定価(3,200円+税)1709 978-4-274-22102-6

LC／MS、LC／MS／MS Q＆A100 虎の巻

中村 洋 企画・監修
公益社団法人日本分析化学会液体クロマトグラフィー研究懇談会 編

有機化合物に対する分析法・解析法であるLC/MSとLC/MS/

MSを活用するには、実際に遭遇する様々な具体例を知り、そ

の対処法を身につけておかねばならない。そのため、新知識・

概念の紹介とともに、日常遭遇する疑問をQ&A形式で解説し

た実務書。

A5判 240頁 定価(3,000円+税)1608 978-4-274-21928-3

現場で役立つ

化学分析の基礎
（第2版）

平井昭司 監修
公益社団法人日本分析化学会 編

化学分析の現場で活躍する実務者を対象に、基礎事項をわかり

やすく解説する実務入門書。正しく分析を行うため、分析技術

の習得に役立つよう、ピペットや電子天秤の使い方、試料の取

り扱い方、分析環境の選択、分析値の信頼性の確保など、基礎

事項を中心に丁寧に解説。安全に分析が行えるよう配慮。

A5判 234頁 定価(2,800円+税)1505 978-4-274-21760-9

現場で役立つ

化学分析の基本技術と安全

平井昭司 監修
公益社団法人日本分析化学会 編

分析化学の基本に立ち返り、分析化学の基本技術の習得に必要

な内容を網羅するとともに、作業環境の安全についても解説し

た実務書。分析値に高い信頼性が求められる昨今、信頼性の高

い分析を行うには、分析化学を扱う技術者の基礎的な知識と技

術が不可欠であり、かつ、安全な作業環境や操作管理が必要で

あるとの視点に立って詳細に記述した。A5判 200頁 定価(2,800円+税)1409 978-4-274-21634-3

LC／MS, LC／MS／MSのメンテナンスとトラブル解決

中村 洋 企画・監修
公益社団法人日本分析化学会液体クロマトグラフィー研究懇談会 編

現場での実務能力向上を目的とし、LC/MS分析、LC/MS/MS

分析に使用する各種装置・器具類の動作原理を解説し、メンテ

ナンスの基本を紹介。また、各種装置・器具類ごとによく遭遇

するトラブルの実例を示し、トラブルの原因追究法とその解決

法を図表を多用して平易に解説します。

A5判 292頁 定価(2,800円+税)1509 978-4-274-21796-8

LC／MS、LC／MS／MSの基礎と応用

中村 洋 監修
公益社団法人日本分析化学会 編

高性能分離能と高感度・高選択的検出能を具備したLC/MSと

LC/MS/MSは、最も急速に進化しつつある分析法として着目

されている。本書は、LC/MSとLC/MS/MSの入門者、また、

すでに実務を担当している初級・中級技術者などを対象とし

て、分析化学的な観点から基本的な知識と技術の習得に必須な

内容をまとめたもの。A5判 272頁 定価(2,800円+税)1409 978-4-274-21641-1
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ベーシックマスター

分析化学
蟻川芳子
小熊幸一
角田欣一 共編

「分析化学」の基本となる考え方、用語を丁寧に解説したテキ

スト。大学2〜3年次の分析化学をしっかり学ぶことができる。

古典的分析の解説や、分析に必要な原子量表や定数表などを掲

載することで、分析化学を初めて学ぶ学生にあった構成となっ

ている。各章末の演習問題が充実しているので、多方面から知

識の確認ができる。A5判 464頁 定価(4,200円+税)1308 978-4-274-21425-7

マンガ＋要点整理＋演習問題でわかる

分析化学
齋藤勝裕

金子 聡

勝又英之 共著

ビーコムプラス・たまだまさお マンガ制作

本書は、化学系分野の大〜中項目の1テーマを1冊にまとめた

「見て・解いて・わかる参考書」。マンガやイラストを「見て」、

演習問題を「解いて」、コンパクトな要点解説を読んで「わか

る」を目指している。各分野の入門から、院試に挑戦できるレ

ベルくらいまでを網羅し、基礎の基礎から、授業の単位を取

り、院試対策までできる、今までにない参考書。B5判 210頁 定価(2,800円+税)1212 978-4-274-21308-3

現場で役立つ

水質分析の基礎
―化学物質のモニタリング手法―

平井昭司 監修
公益社団法人日本分析化学会 編

これまで好評を博してきた、「化学分析の基礎」「環境分析の基

礎」「大気分析の基礎」等と同様に、水環境中に存在する揮発

性有機化合物（VOC）、農薬、環境ホルモン、洗剤などの人工

有機化学物質の分析について、サンプリング地点の選定を含め

た水質試料のサンプリング、各種物質の前処理から実際の分析

まで、実務に即した内容でまとめた。A5判 272頁 定価(2,800円+税)1212 978-4-274-21314-4

現場で役立つ

ダイオキシン類分析の基礎

平井昭司 監修
社団法人日本分析化学会 編

本書は、分析技術の知識・技能の向上に必須な基礎事項を、と

くに現場に即した形でわかりやすくまとめた書籍群の一冊とし

て発行するもの。本書では、毒性の高いダイオキシンについ

て、試料の採取・調整からダイオキシンの抽出技術、各種分析

技術を用いた分析手法、報告の要点に至るまで言及し、実際の

“現場に役立つ”内容構成としている。A5判 224頁 定価(2,800円+税)1111 978-4-274-21140-9

現場で役立つ

大気分析の基礎
―VOCs、PAHs、アスベスト等のモニタリング手法―

平井昭司 監修
社団法人日本分析化学会 編

分析技術の知識・技能の向上に必須な基礎事項を、とくに現場

に即した形でわかりやすくまとめた書籍。本書では、大気中に

あるベンゼン等揮発性有機化合物、アルデヒド類、重金属類、

アスベスト等の有害物質の分析について、サンプリング地点の

選定を含めた大気試料のサンプリング、各種物質の前処理から

実際の分析まで、実務に即した内容でまとめた。A5判 296頁 定価(2,800円+税)1108 978-4-274-21059-4

現場で役立つ

金属分析の基礎

平井昭司 監修
日本分析化学会 編

分析技術の知識・技能の向上に必須な基礎事項を、とくに現場

に即した形でわかりやすくまとめた書籍として発行。本書で

は、鉄、非鉄、セラミックスそれぞれについての前処理技術や

必須の分離濃縮法、そして各種分析技術を用いた分析手法（各

試料への適用等）について言及し、実際の“現場に役立つ”内容

構成としている。A5判 288頁 定価(2,800円+税)0904 978-4-274-20700-6

現場で役立つ

環境分析の基礎
―水と土壌の元素分析―

平井昭司 監修
（社）日本分析化学会 編

環境試料分析の基礎として、とくに重要な環境水と土壌を取り

上げ、試料の前処理からICP発光分析法などの各種分析法と分

析機器の解説、また、分析値の扱い方、さらにその背景にある

関連法令について言及するなど、現場実務者や分析化学を専攻

する学生にとって、その知見を広める内容となっている。

A5判 244頁 定価(2,800円+税)0710 978-4-274-20464-7

分析化学用語辞典

社団法人日本分析化学会 編

本書は、幅広い分野・領域に関連している分析化学に関わる用

語を、基礎的な事項から最新の動向までを踏まえ、簡潔な記述

で解説する辞典である。この一冊で分析化学への知識が深まる

とともに、分析化学に携わる多くの方々のみならず、関連分野

の方々にも利用していただけるような座右の書となるよう発刊

するもの。A5判 560頁 定価(8,500円+税)1110 978-4-274-21091-4

実用プラスチック分析

西岡利勝
寶﨑達也 共編

プラスチックは、私達の身の回りのさまざまなところで使わ

れ、人々の生活を豊かにしている。現状、基礎材料としてのプ

ラスチックの分析に関して、体系的に記述された書籍はあまり

多くない。そこで、本書ではポリエチレン、ポリプロピレン、

ポリスチレンなどに代表されるプラスチック全般の分析・解析

についてまとめた。A5判 622頁 定価(9,000円+税)1105 978-4-274-21032-7

わかる×わかった！

分析化学

齋藤勝裕 著

大学の化学系学科で必修科目である分析化学は、化学の基礎を

支える領域であり、環境分野への応用など、今後ますます発展

することが予想される。本書は、わかりやすい図やグラフを用

いて、分析化学を解説する。学生や社会人が手に取る気になる

本としてまとめた。章末に演習問題を挿入し、教科書や副読本

としての使用も想定している。A5判 224頁 定価(2,500円+税)1005 978-4-274-20867-6
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ICP発光分析・ICP質量分析の基礎と実際
―装置を使いこなすために―

上本道久 監修
日本分析化学会関東支部 編

日本分析化学会関東支部が行っている機器分析講習会のテキス

トをベースに、ICP発光分析法（ICP-AES）及びICP質量分析

法（ICP-MS）の理論、また、装置のハードウェア、装置環

境、運転環境などの事項を解説し、金属材料、半導体、廃棄物

の各種試料の分析を行うためのポイント等を解説している。

A5判 244頁 定価(2,800円+税)0805 978-4-274-20539-2

電子スピン共鳴法

河野雅弘 著

医療・健康面から、環境保全、産業技術開発面までの広範な研

究領域で、活性酸素・フリーラジカルに関する研究が盛んであ

る。本書は幅広い分野の研究・技術者が、従来の分光光度計と

同様の気軽さをもって電子スピン共鳴法を活用し、活性酸素・

フリーラジカルの計測を行えるように電子スピン共鳴法の基礎

原理から各種研究分野への適用方法を解説。A5判 192頁 定価(3,500円+税)0302 978-4-274-02496-2

図解

光触媒のすべて

橋本和仁
藤嶋 昭 監修

光触媒の化学反応利用は、住宅やビル関連での利用から、太陽

電池などのエネルギー・環境対策技術においても有用なものと

して数年前から実用化が強く望まれている。本書は各種研究機

関や民間企業の第一線で活躍中の研究者により、光触媒が押し

広げる応用分野を紹介するとともに、簡単な原理・実用化の状

況、今後の展望などを解説する実務的な専門書。B5判 266頁 定価(3,400円+税)1208 978-4-274-21245-1

新体系化学工学

分離工学
加藤滋雄
谷垣昌敬
新田友茂 共著

〔目次〕序論／分離の原理と方法（原理／方法／分離）／分離

操作とモデル（分離プロセス／段プロセス／微分プロセス）／

気液平衡分離（蒸留／ガス吸収）／吸着分離（吸着平衡と吸着

速度／吸着分離操作／バイオアフィニティ吸着分離）／膜分離

（膜分離概説／膜透過速度式／膜分離プロセス）

A5判 194頁 定価(3,500円+税)9204 978-4-274-12893-6

マンガ＋要点整理＋演習問題でわかる

無機化学
齋藤勝裕
増田秀樹 共著

ビーコムプラス・ヤマダリツコ マンガ制作

無機化学を1冊にまとめた「見て・解いて・わかる参考書」。マ

ンガやイラストを「見て」、演習問題を「解いて」、コンパクト

な要点解説を読んで「わかる」ことを目指すことができる。無

機化学は、対象とする範囲が広いが、基礎の基礎を取り扱うこ

とで、全体をコンパクトにまとめた。授業の単位を取り、院試

対策までできる、今までにない参考書。B5判 218頁 定価(2,800円+税)1406 978-4-274-21455-4

ベーシックマスター

無機化学

増田秀樹
長嶋雲兵 共編

化学分野の主要基礎科目である「無機化学」に関して、平易な

本文とわかりやすい図表を用いて、基本となる考え方、用語を

ていねいに解説した教科書。学生が基礎を十分に理解でき、さ

らに、その後のさまざまな応用分野の研究に取り組むための下

地となる知識を確実に身につけることができる構成となってい

る。A5判 440頁 定価(4,000円+税)1010 978-4-274-20921-5

わかる×わかった！

無機化学

齋藤勝裕
増田秀樹 共著

多くの大学の化学系学科で必修科目である無機化学は、現在の

化学分野の根幹を成すにもかかわらず、地味な印象が強く、学

生や入門者は敬遠しがちである。本書は、直感的でわかりやす

い説明図やグラフを用いて、無機化学を解説。参考書としての

使用を念頭におきつつ、章末に演習問題を挿入し、教科書や副

読本として使用することも想定した内容構成になっている。A5判 240頁 定価(2,400円+税)1002 978-4-274-20831-7

マンガでわかる

有機化学
長谷川登志夫 著

牧野博幸 作画

トレンド・プロ 制作

有機化学は、複雑で多重な結合をすることにより多用な性質の

化合物ができる。覚える名称、構造などが多く、初学者はとっ

つきにくく感じる学問である。本書は、『マンガでわかる』シ

リーズの有機化学。マンガとわかりやすい解説で、有機化学の

エッセンスをわかりやすく紹介している。有機化学を学ぶ入門

者にとって手に取りやすい、最適な一冊である。B5変判 208頁 定価(2,200円+税)1403 978-4-274-06957-4

ベーシックマスター

有機化学

清水功雄
只野金一 共編

「有機化学」に関して、平易な本文と、わかりやすい図表を用

いてまとめたテキスト。扱う範囲が広く、複雑な反応が多い有

機化学を必要十分な内容を吟味して記述。前半は、有機化学の

基礎や基本的な反応を、後半はやや高度な（応用的な）内容を

取り上げ、今後の研究や実務に直接役立つ内容を掲載した。

A5判 474頁 定価(4,800円+税)1111 978-4-274-21103-4

わかる×わかった！

有機化学

齋藤勝裕
大月 穣 共著

化学系学科で必修科目である有機化学は、（化学分野の中では）

比較的身近な物質を扱うので、イメージがわきやすい。一方

で、自然界全体が対象になるので、登場する物質が多く、入門

者は難しく感じる。本書は、直感的でわかりやすい説明図やグ

ラフを用いて、有機化学を解説するもの。学生や、若い社会人

が手に取る気になる本としてまとめた。A5判 220頁 定価(2,300円+税)0910 978-4-274-20773-0
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合成高分子クロマトグラフィー

大谷 肇
寶﨑達也 共編

合成高分子は様々なところで使われ、私たちの生活に密着した

材料である。合成高分子の材料開発にはクロマトグラフィーに

よる分離等で物性を知ることが不可欠だ。本書は、合成高分子

のクロマトグラフィーの実情をGC（ガスクロマトグラフィ

ー）、LC（液体クロマトグラフィー）、IC（イオンクロマトグ

ラフィー）の手法を用いて体系的に扱う。A5判 432頁 定価(7,600円+税)1307 978-4-274-21376-2

マンガ＋要点整理＋演習問題でわかる

高分子化学
齋藤勝裕
石曽根隆 共著

ZENZO→＆はやのん理系漫画制作室 マンガ制作

本書は、化学系分野の大〜中項目の1テーマを1冊にまとめた

「見て・解いて・わかる参考書」。

〔目次〕高分子をつくるもの／高分子の構造／連鎖重合による

合成／逐次重合による合成／さまざまな高分子合成／高分子の

化学的性質／高分子の物理的性質／高分子の生理的性質／材料

としての高分子／機能性高分子B5判 218頁 定価(2,400円+税)1203 978-4-274-21161-4

ベーシックマスター

高分子化学

西久保忠臣 編

高分子化学について、平易な本文と、わかりやすい図表を用い

てまとめたテキスト。複雑な反応が多く、難しくなりがちな高

分子化学を大学1〜3年生でも理解できるように、難しくなりす

ぎず、かつ必要十分な内容を吟味して記述した。前半は、基礎

をわかりやすくまとめ、後半ではやや高度な内容を取り上げ、

今後の研究や実務に役立つようにした。A5判 412頁 定価(4,000円+税)1103 978-4-274-21000-6

わかる×わかった！

高分子化学

齋藤勝裕
坂本英文 共著

本書は、直感的でわかりやすい説明図やグラフを用いて、高分

子化学を解説する参考書。学生や若い社会人が、気軽に手に取

れる本としてまとめた。章末に演習問題を挿入し、教科書や副

読本として使用することも想定した内容構成になっている。

〔目次〕高分子化学とは／高分子の基礎／高分子の合成／高分

子の性質／高分子の機能A5判 240頁 定価(2,400円+税)1003 978-4-274-20842-3

入門

生分解性プラスチック技術

生分解性プラスチック研究会 編

循環型社会適合素材として普及が期待されている生分解性プラ

スチックについて、基本的特性（種類・性質、製造・合成法、

分解機構等）、成形加工法から製品化例、特許出願動向までを

丁寧に解説した技術参考書。生分解性プラスチックの素材とし

ての特性はもちろん、識別制度や海外での事例等についても詳

解。A5判 240頁 定価(3,200円+税)0610 978-4-274-20313-8

化学実験における事故例と安全

田村昌三 編

本書は、化学物質を安全に取り扱うために必要な知識を体系化

するとともに、実験などの事故例とその教訓・対策をなるべく

多く紹介し、研究や実験、化学物質製造前に参考にできるよう

にまとめたもの。研究室や製造現場に1冊、必読本として活用

できるように、試薬以外の機器操作などでの事故例も多数掲載

している。A5判 400頁 定価(3,800円+税)1304 978-4-274-21375-5

REACHで学ぶ

化学物質のリスク評価

花井荘輔 著

学生や技術者が化学物質のリスク評価を学ぶ第一歩として、評

価の方法論が具体的に解説されているREACH技術ガイダンス

を素材とし、化学物質のリスク評価の考え方や具体的な方法を

学べる書。欧州、中国・韓国などのアジア諸国で事業を展開す

る事業者や実務担当者が必ず身につけておかなければならない

評価法と手続きも併せて学ぶことができる。B5判 250頁 定価(3,500円+税)1210 978-4-274-21275-8

化学物質とリスク

新エネルギー・産業技術総合開発機構 監修
株式会社富士総合研究所 編

2001年6月1日にNEDO主催で行われた化学物質リスク削減技術

ワークショップの講演内容をもとに、化学物質のリスク評価、

削減技術、リスクコミュニケーションを大学、行政、企業、市

民の立場から、わかりやすい言葉でまとめている。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)0109 978-4-274-02460-3

よくわかる

製造業の化学物質管理
（改訂2版）

傘木和俊 編

主に中小メーカーの品質管理の実務者が化学物質管理の全体の

流れを最新のケミシェルパ（chemSHERPA）も含めて、理解

できる構成になっています。ゼロから勉強を始める読者に理解

ができる内容とし、化学物質の基本的知識・関連用語をていね

いに解説し、管理全体の手順を網羅的にまとめています。

A5判 168頁 定価(2,800円+税)1609 978-4-274-21943-6
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自然科学・科学一般

ハンディコンパクト

科学技術英和大辞典
（第2版）

富井 篤 編

『科学技術英和大辞典(第2版)』のコンパクト版。本書では、近

年急速に発展してきた新しい科学技術分野の用語・用例を追加

するとともに、イディオムや群前置詞の追加、訳文表現の見直

しなどを行った。本書は、著名な大辞典に収録されていない最

新の見出し語・慣用句を多数網羅し、類義語解説、用法、注意

点などを随所に明記している。A5判 2,462頁 定価(15,000円+税)1205 978-4-274-21207-9

ハンディコンパクト

科学技術和英大辞典
（第3版）

富井 篤 編

科学技術和英大辞典をコンパクトサイズで発行。机上版を大幅

増強した第3版。第2版の発刊以降の情報技術・環境・バイオ関

連等々、発展のめざましい分野の用語と用例を重点的に取り入

れ、内容を充実させている。著名な大辞典に収録されていない

最新の見出し語・慣用句を多数網羅し、類義語解説、用法、注

意点などを随所に明記している。A5判 1,996頁 定価(15,000円+税)1204 978-4-274-21202-4

PDF版

科学技術英和/和英大辞典（CD-ROM2枚組）

富井 篤 編

PDF版「科学技術英和/和英大辞典」は、2枚のCD-ROMで構

成。1枚は、「辞書」としてはもとより「用例集」としても注目

を集めた「科学技術英和大辞典（第2版）」の本文をPDF化し

て収録。もう1枚のCD-ROMには「科学技術和英大辞典（第2

版）」の本文内容を大幅に見直した、「科学技術和英大辞典（第

3版）」とも言うべき最新版のPDFを収録。A5判 価格(120,000円+税)0706 978-4-274-20406-7

科学技術英和大辞典
（第2版）

富井 篤 編

1983年に発行された本書（初版）は、科学技術英語に携わる

方々にとって単なる「辞典」を超えた「用例集」としても長い

間活用されている。今回の改訂では、初版発行後現在までに発

展した新しい科学技術分野の用語の追加、各種例文の刷新、イ

ディオムや群前置詞の追加、現行版の和訳文の見直しを中心に

内容を全面的に見直した。B5判 2,462頁 定価(55,000円+税)0409 978-4-274-19737-6

科学技術和英大辞典
（第2版）

富井 篤 編

用例を見直し、近年注目を集めている分野の言葉を大幅に盛り

込み、改訂したもので、今回の新版では、科学技術の発展に即

した内容と、コンピュータ・環境・バイオテクノロジー関連等

の用語と用例を取り入れ、内容を充実させた第2版。

B5判 2,228頁 定価(55,000円+税)9912 978-4-274-02409-2

科学技術英語翻訳集中ゼミ

富井 篤 編

学校で学ぶ基本的な翻訳表現だけでは、科学技術分野の実業世

界では必ずしも充分とは言えない。本書では、科学技術分野で

実際に使われる各種の翻訳表現について、3つの熟達レベルの

模範翻訳例により、「英語らしい和英翻訳」と「日本語らしい

英和翻訳」の表現法を、色分けしつつ、わかり易く買いセルし

ている。実践力抜群の教材。A5判 322頁 定価(5,000円+税)1011 978-4-274-20951-2

科学技術英語動詞活用辞典

富井 篤 編

国際化時代の重要なテーマの一つが実務・実用英語の表現法を

マスターである。本書は、科学技術分野を中心に、現実に用い

られている生きた英文をベースにして、動詞の正しい活用法を

例文を元に解説した表現辞典。英語における動詞表現を困難に

している原因を分析して、役に立つコメントを豊富に盛り込

み、使う側の立場に立った実用的な辞典として編集した。A5判 1,226頁 定価(18,000円+税)1011 978-4-274-20929-1

科学技術英語表現辞典
（第3版）

富井 篤 編

本書は、科学技術分野を中心に、現実に用いられている生きた

英文をベースにして、正しい英和・和英の表現法を例文で構成

した表現辞典である。今回の改訂では、特に日本語の持つ異音

同義語の語句の扱い方など英語表現を困難にしている原因を分

析して、役に立つコメントを豊富に盛り込み、更に一層使う側

の立場に立った実用的な辞典として編集した。A5判 780頁 定価(15,000円+税)1009 978-4-274-20840-9

CD-ROM版

科学技術英語表現辞典

富井 篤 編

科学技術分野を中心に、現実に用いられている生きた英文をベ

ースにして、正しい英和・和英の表現法を例文で構成した表現

辞典である。この CD-ROM版では、索引用語からの検索だけ

でなく、本文の全文検索、正規表現による検索が可能である。

加えて、ユーザー独自辞書の作成機能を付与している。

A5判 価格(30,000円+税)0904 978-4-274-20689-4
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理工系の英語論文講座

佐藤洋一 著

理工系の大学生・大学院生を対象に、論文を書くためのテンプ
レートをもとに、応用性の広い英語論文の作成テクニックを紹
介する。また、研究論文だけでなく、小論文、レポート、学会
発表用のレジュメ、記事などを英文で書く場合にも役立ちま
す。特に、「今すぐ英語論文を書かなければならないが、英語
の勉強をしている時間はないので必要最小限のテクニックを短
期間で学びたい」という方に最適。A5判 204頁 定価(2,200円+税)0811 978-4-274-20622-1

科学技術英語活用辞典

佐藤洋一 編著

経験豊富な科学技術系の翻訳者である著者が、今まで収集した

多数の英文の中から、特に使用頻度の高い英文約2000例を厳選

し、的確な日本語訳とともに、「ドキュメント」、「使用状況

別」、「品詞別」に選別し、まとめた。これらは、通常の英和・

和英対訳集、和英辞書、英和辞書に相当し、3種類の辞書機能

が一体となった多目的辞書である。A5判 456頁 定価(5,700円+税)0403 978-4-274-19726-0

マイクロスコープ
―浜野コレクションに見る顕微鏡の歩み―

秋山 実 著

有限会社浜野顕微鏡は日本で唯一の顕微鏡専門店として知られ

ている。この浜野顕微鏡が長年にわたって蒐集してきた膨大な

数の顕微鏡コレクションの中から、おもに1940年以前の歴史的

な価値のある顕微鏡およびその付属品や資料を貴重な写真集と

してまとめた。ページを追うごとに、過去数百年にわたる技術

者の英知と努力が伝わってくる写真集です。A4判 128頁 定価(4,500円+税)1211 978-4-274-21283-3

科学技術史概論
山崎俊雄

道家達将

菊地俊彦

木本忠昭 共編

〔目次〕人類の起原と道具／人類の誕生と文明の発達／鉄器の

普及と自然哲学／東西交流とルネサンス／マニュファクチュア

と機械論的自然観／産業革命とフランス啓蒙思想／産業革命の

発展と近代科学の形成／明治前日本の科学と技術／科学と技術

の接近／現代的矛盾の発生の科学・技術／日本の近代化と科

学・技術／科学と技術の計画的結合／他A5判 260頁 定価(3,200円+税)7806 978-4-274-02005-6

マンガでわかる

技術英語
坂本真樹 著

深森あき 作画

トレンド・プロ 制作

技術系企業で技術英語を使う必要が出てきた社会人を対象と

し、技術英語の読み書きができるスキルをマスターする内容。

技術英語をマスターする秘訣はまず英語にしやすい日本語を書

くこと。そして自分が書きたい内容に近いお手本を見つけるこ

とが大切という視点にたって解説。

B5変判 240頁 定価(2,300円+税)1611 978-4-274-21964-1

エンジニアのための

英文超克服テキスト

平井通宏 著

エンジニア、講師としての経験豊富な著者が、今までに培った

企業における英文読解のノウハウを披露する。英文読解に必要

な基礎知識だけでなく、ビジネス場面において目にすることが

多い、様々な種類の英文を掲載し、英文読解のコツとポイント

をわかりやすく説明している。

A5判 304頁 定価(2,400円+税)1504 978-4-274-21713-5

アウトソーシングのための

ビジネス英文メール入門
フランシス J．クディラ
ブライアン J．フリン

エドワード W．モイヤー 共著

製品の開発・製造をアウトソーシングする企業の方が、海外と

のやりとりを英文メールで行うための参考書。現場の意見を取

り入れて作り上げた価値のある内容構成でシチュエーションを

24場面厳選し、1つのシチュエーションを偶数ページで簡潔に

まとめている。書きたい英文メールの表現がそのまま見つか

る！A5判 224頁 定価(2,200円+税)1007 978-4-274-20893-5

科学技術英語論文 英借文用例辞典
（CD-ROM付）

佐藤洋一 編著

英語論文をまとめる際は、すでにある（論文に掲載されてい

る）英文から借りてくる「英借文」が有効である。本書は、一

般的な英語論文の構成に則ったフローチャートに沿って体系的

に英語論文用の英文が並んでおり、執筆している論文該当箇所

の英文にすぐにアクセスできる、今までにない「英借文用の用

例集」である。CD-ROMには約10,000用例を収録。A5判 208頁 定価(3,800円+税)1004 978-4-274-20863-8

エンジニアのための

英語プレゼンテーション超克服テキスト

平井通宏 著

国際的な技術競争の激しい企業では、開発者や技術者自身に、

日常英会話だけでなく、高度なプレゼンテーションを行うレベ

ルの英語力を求めている。そこで本書は、英語プレゼンテーシ

ョンのノウハウをわかりやすくまとめた。プレゼンテーション

に必要な基礎知識はもちろん、英語表現と論理的な説明の技術

を習得できる。A5判 258頁 定価(2,500円+税)0702 978-4-274-20363-3

詳解技術英文大全 第2巻

直訳・意訳・対応表現

佐藤洋一 編著

「詳解 技術英文大全シリーズ（全5巻）」の第2巻。本シリーズ

の共通テーマは、「日本人による日本語の精緻な深い読みに基

づいた英文作法を極める」である。本書は、科学技術英文を読

み書きする際の最も重要なテクニックの1つである「対応表現」

を中心にまとめた。

A5判 224頁 定価(2,400円+税)0511 978-4-274-20164-6
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詳解技術英文大全 第3巻

高度な英文表現

佐藤洋一 編著

「詳解 技術英文大全シリーズ（全5巻）」の第3巻にあたる。本

シリーズの共通テーマは、「日本人による日本語の精緻な深い

読みに基づいた英文作法を極める」である。本書では、高度な

英文表現を実現するための様々な考え方・テクニックを中心に

まとめた。

A5判 258頁 定価(2,400円+税)0511 978-4-274-20165-3

詳解技術英文大全 第4巻

長文の文章表現

佐藤洋一 編著

本シリーズの共通テーマは、「日本人による日本語の精緻な深

い読みに基づいた英文作法を極める」である。本シリーズは、

日本語を母国語とする日本人の強みを生かし、「日本語の読み」

という独自の視点から高度な英文作法を習得することを目的と

する。本書は、長文の技術英文を書く際の基本的な考え方・テ

クニックを中心にまとめた。A5判 200頁 定価(2,400円+税)0512 978-4-274-20171-4

詳解技術英文大全 第5巻

技術英文のまとめ方
―読み書きの極意―

佐藤洋一 編著

本シリーズは、日本語を母国語とする日本人の強みを生かし、

「日本語の読み」という独自の視点から高度な英文作法を習得

することを目的とする。本書は、技術英文の読み書きに関する

各種技法を様々なドキュメント（マニュアル、取扱説明書な

ど）に応用するための考え方・テクニックを中心にまとめた。

A5判 210頁 定価(2,400円+税)0512 978-4-274-20172-1

理工系のための英作文 実践講義

佐藤洋一 著

英作文をマスターするため、読者のレベルを判定する100例文

をはじめ、間違いや不適切な表現を含む英文の添削例の掲載な

ど、さまざまな工夫をしている。また、英文の文章構成を理解

するために、実際の授業に参加しているかのように、対話式に

学習を進めることができる章も設け、英作文能力が自然と高め

られるようにまとめられている。A5判 176頁 定価(2,300円+税)0503 978-4-274-20048-9

理工系のための英文法再入門

佐藤洋一 著

理工系の実務者、学生にとって、日常的に英語に接する機会は

多くある。特に英文法は受験などを通して、かなりの量を学習

する。しかし、その学習は英文法のための学習であり、実際に

英文を読み、書く力には必ずしも結び付いていないのが現状で

ある。そこで、「技術系の英文を読み、書くため」の真に役立

つ英文法をまとめた。A5判 248頁 定価(2,800円+税)0412 978-4-274-20011-3

実践

英文Eメールの書き方・まとめ方

佐藤洋一
GlenMcAlevey 共著

インターネットの普及により、海外との連絡はEメールが一般

的に使用されるようになった。そのため、最近は英文を書く能

力が、特に重視されている。そこで本書は、エンジニアなど理

系の方向けに英文Eメールの書き方を、状況別に60項目選び出

し、1項目見開き2頁単位でわかりやすく解説している。

A5判 184頁 定価(2,200円+税)0409 978-4-274-19741-3

エンジニアのための英会話超克服テキスト
―実戦！テクニカル・ミーティング―

フランシス J．クディラ
平井通宏 共著

産業界のニーズに応えるべく、日本企業に勤務する技術者（エ

ンジニア）が外国人と仕事をする際に欠かせない技術打合せで

遭遇する典型的な英語表現を集めた。また、単なる会話表現集

の枠を越え、実際の業務の流れの中でどのような表現が使われ

るかを、一種のシミュレーションの形式で示した。

A5判 224頁 定価(2,400円+税)0408 978-4-274-19735-2

技術英語の聞き方・話し方
藤原信浩 編

河村繁一

芦ケ原治之

藤原信浩 共著

海外から来た技術者への対応をはじめ、日本人技術者の海外出

張、日常における電話連絡など、エンジニアの英会話力が重視

されている。本書は、エンジニアの世界で使われる頻度の高い

表現を状況別で盛り込み、本書を片手に、または、そのまま暗

記して使える英語表現を1項目1頁単位でまとめている。

A5判 176頁 定価(2,200円+税)0401 978-4-274-19718-5

技術英文の読み方・訳し方

佐藤佑子 著

技術系実務翻訳家によるエンジニアのための、英文解釈のコツ

をまとめた書籍。エンジニアは、専門知識があるがゆえに、か

えって英文を正しく読まない（読めない？）ケースが多々あ

る。そこで、本書は著者が実務、翻訳学校などで蓄積した長年

の経験をもとに、エンジニアが英文を読む際に陥りやすい点を

まとめている。A5判 168頁 定価(2,200円+税)0308 978-4-274-19708-6

技術英文の正しい書き方

佐藤洋一 著

グローバル化に伴い、製品カタログ、マニュアル、技術資料、

技術報告書など英文を書く機会が増えている。本書は、日本人

が英作文の際に陥りやすい誤用例から問題点を取り上げて、正

確で簡単な英文を書くための知識とテクニックをわかりやすく

解説している。

A5判 136頁 定価(2,200円+税)0307 978-4-274-19706-2
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ぷちマンガでわかる

宇宙
川端 潔 監修

石川憲二 著

柊 ゆたか 作画

ウェルテ 制作

みんな大好き「マンガでわかる」シリーズが「ぷち」サイズ

に！宇宙観の変遷から、最新の研究からの宇宙の姿までを「マ

ンガ」で解説。

A5変判 248頁 定価(1,500円+税)1605 978-4-274-21902-3

闘う独創の雄 西澤潤一

渋谷 寿 著

西澤潤一の業績を忠実に追い、開発のキーテクノロジーについ

て、技術的にもわかりやすく解説し、独創のアイデアの源、独

創性と独総力がどのようにして生まれたかを類書にないタッチ

で解き明かすことに成功。はじめて明らかにされた冷静な業績

評価と素顔を披露する。

四六判 290頁 定価(1,700円+税)9911 978-4-274-02414-6

宇宙旅行はエレベーターで
ブラッドリー・C・エドワーズ

フィリップ・レーガン 共著
関根光宏 訳

SF小説やアニメに登場する宇宙エレベーター（軌道エレベー

ター）は、SFの中だけの夢物語だと思われてきた。しかし、

カーボンナノチューブなどの新素材の開発により、技術的には

実現の可能性が見え始めている。今回、オーム社からの再発行

にあたって、発行後の状況の変化に合わせた内容の一部見直

し・追加などを行っている。四六判 384頁 定価(1,900円+税)1306 978-4-274-06918-5

世界を先駆ける日本のイノベーター

垂井康夫
赤城三男 共編

一般社会の生活者へ富と豊かさをもたらした技術者・企業家・

研究者・学者等に焦点を合わせ、その人物と開発の軌跡（業

績）を読み物風にまとめた書。2005年「世界をリードするイノ

ベーター」、2007年「超波及度で世界を変えたイノベーター」、

2010年「生活者の豊かさを創出したイノベーター」の第4弾に

位置づけられる書。四六判 320頁 定価(1,800円+税)1301 978-4-274-50429-7

「未来マシン」はどこまで実現したか？
―エアカー・超々音速機・腕時計型通信機・自動調理器・ロボット―

石川憲二 著

SFの未来像には素晴らしいテクノロジーが出てくる。1950年

代以降生まれの人々は、この「未来マシン」の洗礼を受けてい

るものである。現在、いくつかは実現したものの、多くは空想

のままだ。憧れの「未来マシン」の技術・開発は現在どうなっ

ているのか。実現までのハードル、可能性や意外な盲点、不可

能な点などについて追求、紹介する。四六判 224頁 定価(1,400円+税)1203 978-4-274-06879-9

生活者の豊かさを創出したイノベーター

垂井康夫 編

見る・覚える・使う・伝えるを追求し続け、一般社会の生活者

へ豊かさをもたらした技術者・起業家らの発想のブレークスル

ーと実現への軌跡を辿る。「世界をリードするイノベーター」

「超波及度で世界を変えたイノベーター」に続く第3弾。

〔目次〕千本倖生／嶋正利／伊賀章／森健一／越智成之／岩崎

俊一／宮﨑照宣／神原秀記／谷岡健吉四六判 352頁 定価(1,800円+税)1012 978-4-274-50314-6

カントがつかんだ、落ちるリンゴ
―観測と理解―

渡辺嘉二郎 著

カントの自然観はニュートン力学から裏打ちされたもので、多

くの工学的な考え方、知識を整理して見通すことができる。本

書は、カントをはじめとしたロック、デカルトといった哲学者

たちの自然観を通してさまざまな物理現象、工学的モデルを捉

えながら、古典力学から現代の工学に至る歴史やものの見方、

対象を記述するモデルの捉え方・類推を手ほどきする。A5判 248頁 定価(2,600円+税)1003 978-4-274-20850-8

宇宙エレベーター
―宇宙旅行を可能にする新技術―

石川憲二 著

SFなどに登場する宇宙エレベーターは夢物語だと思われてき

た。しかし、急激な素材革命によって、技術的には実現の可能

が見え始めている。本書では、宇宙エレベーターの技術につい

て紹介。技術的なトピックだけには留まらず、達成するために

解決しなくてはならない社会・制度上の障壁、建築された場合

の社会・産業上のインパクトなどについても紹介する。四六判 200頁 定価(1,600円+税)1002 978-4-274-06792-1

テクノロジーが変える、コミュニケーションの未来
―人の精神活動を支える情報通信技術―

中津良平 著

インターネット、携帯電話の普及を皮切りにわれわれのコミュ

ニケーションの手段・形態には大きな変遷があり、最近ではブ

ログなど匿名性が高いツールが広まってきている。本書は、こ

れまでの技術や芸術・哲学などの進展を通して、これからのコ

ミュニケーションの未来を説き、情報・通信技術の進展に関心

を抱く一般の方を対象とする読み物。A5判 320頁 定価(2,700円+税)1002 978-4-274-20834-8

人とサルの違いがわかる本
―知力から体力、感情力、社会力まで全部比較しました―

杉山幸丸 編著

現代の科学において、ヒトとサルの違いがどう捉えられている

のかを、あらためてわかりやすく整理した書籍。95の項目を立

て2〜3頁で簡潔に解説。カラダのことから、親子関係、社会生

活にいたるまでヒトとサルの違いや特徴が手に取るようにわか

る。学生はもちろん、進化論や人類学、サル学に興味のある方

にもおすすめ。四六判 248頁 定価(2,300円+税)1002 978-4-274-50268-2
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マンガでわかる

宇宙
川端 潔 監修

石川憲二 著

柊 ゆたか 作画

ウェルテ 制作

宇宙・天体・天文学・宇宙物理学は学問としては比較的安定は
しているが、新たな探査衛星や望遠鏡、物理理論などにより見
識の変化・広がりもある。10年、20年レベルで見ると、探査で
きる宇宙の広さや、ブラックホールに関する新たな見識やダー
クマターなど、大きな変化と言えるものも出てきている。本書
は、宇宙の基礎から最新の研究でわかってきたことまでを網羅
的に幅広く紹介している。B5変判 256頁 定価(2,000円+税)0811 978-4-274-06737-2

超波及度で世界を変えたイノベーター
―電子・情報分野の開拓者8人―

垂井康夫 編

イノベーターの範囲を広くとらえ、企業の利益とは無関係に、

飛躍的に新しい分野を切り開き、その効果は超波及度をもって

生活者に利便をもたらしている8人に焦点を当てたもの。なお、

一般社会の生活者へ富と豊かさをもたらした工学知に焦点を合

わせ、その人物と工学知(業績)を読み物風にまとめた「世界を

リードするイノベーター」の第2弾の書。四六判 280頁 定価(1,800円+税)0707 978-4-274-50138-8

匠たちの挑戦（1）

研究産業協会 監修
オーム社 編

技術立国日本を支え、世界市場を席巻した製品開発技術者にイ

ンタビューし、その聞き取り調査記録をもとに書き下ろし、そ

の独創性と実現への記録を平易にまとめている。本書はオーム

社創立88周年記念出版として全3巻（1巻に10人収録、生の声を

CD-ROM）を発刊。協力：（社）研究産業協会（CD-ROM付）

四六判 288頁 定価(2,800円+税)0212 978-4-274-94882-4

匠たちの挑戦（2）

研究産業協会 監修
オーム社 編

技術立国日本を支え、世界市場を席巻した製品開発技術者にイ

ンタビューし、その聞き取り調査記録をもとに書き下ろし、そ

の独創性と実現への記録を平易にまとめている。本書はオーム

社創立88周年記念出版として全3巻（1巻に10人収録、生の声を

CD-ROM）を発刊。協力：（社）研究産業協会（CD-ROM付）

四六判 288頁 定価(2,800円+税)0212 978-4-274-94883-1

匠たちの挑戦（3）

研究産業協会 監修
オーム社 編

全3巻セットの3冊目。技術立国日本を支え、世界市場を席巻し

た製品開発技術者にインタビューし、その聞き取り調査記録を

もとに書き下ろし、その独創性と実現への記録を平易にまとめ

ている。本書はオーム社創立88周年記念出版として全3巻（1巻

に10人収録、生の声をCD-ROM）を発刊。協力：（社）研究産

業協会（CD-ROM付）四六判 272頁 定価(2,800円+税)0212 978-4-274-94884-8

東京理科大学・坊っちゃん選書

薬の効き方・効かせ方
その仕組みから先進技術DDSまで

寺田 弘 著

東京理科大学創立 125周年を記念してスタートしたシリーズ

で、最先端の科学技術の本質を予備知識が無くても無理なく理

解できる目から鱗の本。毒と薬は紙一重。本書は薬の歴史から

薬が身体に作用する仕組みを利用した最新の研究であるDDS

（ドラッグデリバリシステム）まで、薬とは何かを解説。

四六判 144頁 定価(1,200円+税)0904 978-4-274-20637-5

東京理科大学・坊っちゃん選書

よくわかる、おもしろ理科実験
身近な現象の探究から環境問題へのアプローチまで

川村康文 著

「理科離れ」ということが言われているが、私たちは日常生活

の中で科学的なものの見方を無意識に行っている。科学的なも

のの見方を養い、理科のおもしろさを知るきっかけとなるのが

理科実験。本書は、理科実験の楽しさとその科学的意味が理解

できる。

四六判 136頁 定価(1,200円+税)0903 978-4-274-20672-6

東京理科大学・坊っちゃん選書

科学を選んだ女性たち
―おもしろそうでワクワク、探究心ウキウキ―

W.A. スピンクス
松本和子 監修

近年、科学にも「感性」が重要となってきており、豊かな感性

と鋭い直感を持つ女性研究者ならではの科学が社会に求められ

ている。この本で、中高の女学生が理系分野への興味を持ち、

理系進学でのライフスタイルや将来への考え方をイメージで

き、理系分野への進路・進学を選択する際の手助けとなる。

四六判 136頁 定価(1,200円+税)0811 978-4-274-20608-5

東京理科大学・坊っちゃん選書

「もの」から「知財」の時代へ
―頭脳が生む新しい価値を最大限に活用するノウハウ―

平塚三好 著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートしたシリーズで、

最先端の科学技術の本質を予備知識が無くても無理なく理解で

きる目から鱗の本。偉大な発明や発見が世の中を変えていくま

でにはどんな物語があったのか紹介しながら、最先端の知財戦

略、関連の話題について解説している。

四六判 136頁 定価(1,200円+税)0810 978-4-274-20590-3

東京理科大学・坊っちゃん選書

環境汚染で滅びないために
―生物学者の目から見た環境問題―

坂口謙吾 著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートしたシリーズで、

最先端の科学技術の本質を予備知識がなくても無理なく理解で

きる目から鱗の本。環境汚染を産む人間の行動と欲望。生物学

的に見ると現在行われている環境汚染対策の政策は、地球の摂

理、生物学の原理を無視しているとか思えない。生物学者の立

場から環境汚染を解説、その対策を考えていく。四六判 160頁 定価(1,200円+税)0809 978-4-274-20591-0
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東京理科大学・坊っちゃん選書

液晶、その不思議な世界へ
―携帯電話、テレビ画面から始める現代の科学―

小林駿介 著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートしたシリーズで、

最先端の科学技術の本質を予備知識が無くても無理なく理解で

きる。情報の伝達手段としての絵は古くからあるが、今、手の

ひらの上できれいな動く絵が見られる。身近な携帯電話の画面

から液晶の科学に自然と入り込める現代版「ろうそくの科学」。

四六判 160頁 定価(1,200円+税)0711 978-4-274-20444-9

東京理科大学・坊っちゃん選書

活力を与える「物理」
―限界を探ることで見えてくる新しい世界―

鈴木増雄 著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートしたシリーズで、

最先端の科学技術の本質を予備知識が無くても無理なく理解で

きる。「限界」と「臨界」、その意味を理解すると、「物理」の

考え方が見えてくる。「物理」の本質を、身近な例からわかり

やすく解説。なぜ物理を学ぶのか、納得できる一冊。

四六判 148頁 定価(1,200円+税)0710 978-4-274-20458-6

東京理科大学・坊っちゃん選書

脳でシナジーする科学と社会
―回転寿司、パチンコ、そしてキャラクター論まで―

篠原菊紀 著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートしたシリーズ。

最先端の科学技術の本質を予備知識が無くても無理なく理解で

きる書籍。回転寿司のセットを研究室に持ち込み行った実験で

どんなことを調べようとしたのか。脳の研究が経済・経営学を

変えるかもしれない。著者の脳研究の面白い話しを題材に、脳

科学の最前線を探る。四六判 160頁 定価(1,200円+税)0709 978-4-274-20445-6

東京理科大学・坊っちゃん選書

ゴムはなぜ伸びる？
―500年前、コロンブスが伝えた「新」素材の衝撃―

伊藤眞義 著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートしたシリーズ。

最先端の科学技術の本質を予備知識が無くても無理なく理解で

きる書籍。ゴムが伝えられて500余年であるが、科学が発展し

た今でも多方面に使われている、なくてはならないものであ

る。このゴムの性質から樹脂そのものの化学へ、最新の加工や

あっと驚く用途など、おもしろゴム百科。四六判 160頁 定価(1,200円+税)0709 978-4-274-20456-2

東京理科大学・坊っちゃん選書

火災に向き合う建築学
―かけがえのない生命と財産を守るために―

辻本 誠
大宮喜文 共著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートした、話題の科

学・技術テーマをやさしく読めるシリーズの第4巻。21世紀

COEプログラムとして採択された「先導的建築火災安全工学

研究」の主要メンバーである著者が、火事・防火の問題を建築

学の立場からアプローチしたもの。

四六判 160頁 定価(1,200円+税)0609 978-4-274-20301-5

東京理科大学・坊っちゃん選書

ロボット進化論
―「人造人間」から「人と共存するシステム」へ―

小林 宏 著

東京理科大学創立125周年を記念してスタートしたシリーズの

第2巻。我が国で「最先端ロボット」というと「ヒューマノイ

ド」を思い浮かべるが、本書は、これとは異なるアプローチで

ある、人間の動きを支え動かす人間支援ロボットについて語っ

たもう一つのロボット工学についての読み物である。

四六判 160頁 定価(1,200円+税)0607 978-4-274-20263-6

特装版 テクノライフ選書

技術屋(エンジニア)の復権

長谷川慶太郎
唐津 一 共著

20世紀がどんな世紀であったかを振り返り、技術の果たした役

割が戦争への道具から平和の手段として変化したこと、製造業

の技術水準が世界一となったわが国の技術の特徴、デフレ経済

下における技術と経営のありかた、徹底した地球環境保全と技

術への研究開発投資によってしか生き残れないことをわかりや

すく読者に語る。四六判 234頁 定価(1,700円+税)9911 978-4-274-02413-9

テクノライフ選書

月へふたたび
―月に仕事場をつくる―

清水建設宇宙開発室 編

月は人類がもっとも接近しえた天体である。宇宙開発技術や宇

宙産業は大いに進展してきたが、月には、わたしたちのまだ知

りえない未解明の分野、利用・活用方法が残されている。本書

は月を宇宙開発のためのユニークなアイディアを含め、地球に

いる人類が月をどのように活用し、その資源を活用できるのか

をわかりやすく解き明かす。四六判 164頁 定価(1,400円+税)9910 978-4-274-02342-2

テクノライフ選書

スポーツの達人になる方法

小林一敏 著

スポーツバイオメカニクスの第一人者である著者による、スポ

ーツ上達の科学を解き明かした注目の書。

〔目次〕イメージの持ち方は筋力のコントロールの質を変える

／筋肉の働き方を導くフォーム／骨格と関節と筋からできてい

る構造体・人間／パワフルな動作を引き出すには・その1／パ

ワフルな動作を引き出すには・その2四六判 168頁 定価(1,400円+税)9910 978-4-274-02356-9

テクノライフ選書

ごみから電気をつくる

鍋島淑郎
森棟隆昭 共著

本書は、①エネルギー源となるごみの知識、②ごみ焼却プラン

ト、③ごみ発電の基本的なしくみ、④関連する熱工学の知識、

⑤発電プラントの内外の具体例、⑥ダイオキシン問題など避け

てとおれない環境保全対策などについて入門的に解説してい

る。

四六判 148頁 定価(1,400円+税)9908 978-4-274-02405-4
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テクノライフ選書

技術融合のとき

後藤寿之 著

鉄道の技術・駅の開発に携わってきた著者による21世紀に向け

た新しい技術論。専門の分化が急速に進み細分化してきた結

果、最先端の技術が実現された。しかし現代の複雑で複合的な

ニーズを実現するためには、これらを総合的にまとめる技術が

必要である。21世紀を前に、いま求められることはなになのか

を技術者の視点からまとめたもの。四六判 128頁 定価(1,400円+税)9907 978-4-274-02401-6

テクノライフ選書

進化する人工物

三木光範 著

人工的なものには機能と性能のふたつの軸があるが、本書では

これに「知能」を加え、人工物がもつべき知能の考え方、意

味、構造、設計の方法、そしてそれのもたらす影響について考

える。

〔目次〕人工物とは何か／人工物の知的な性質／知的な工業製

品／知的人工物の分類／知的人工物の構造四六判 160頁 定価(1,400円+税)9905 978-4-274-02393-4

テクノライフ選書

ロボットはともだちだ！

小林尚登 著

ロボットの基本的な技術解説と同時に、ロボット開発において

求められる社会的で心理的な問題に視野におきながら、ロボッ

トの開発技術の現状とこれからの課題・開発の方向性等につい

ても言及する。

〔目次〕ロボットと人間社会／友達ロボット開発技術／愛用ロ

ボットと人間社会／愛用ロボット開発技術／他四六判 136頁 定価(1,400円+税)9905 978-4-274-02394-1

テクノライフ選書

熱工学の歩み

西川兼康 著

日本の熱工学研究の第一人者である著者が、熱工学の歴史の発

展をリアルな視点から平易に、より身近に解説。

〔目次〕熱工学のとびら／動力の由来／熱動力の躍進と熱力学

の進展／20世紀の動力概況／熱工学100年の歩み／蒸気動力の

高効率化と熱工学／蒸気動力の発達と熱工学の進展

四六判 144頁 定価(1,400円+税)9902 978-4-274-02387-3

テクノライフ選書

からだと熱と流れの科学

山田幸生 他著

生体と熱エネルギーとの関係や、体内での熱・物質の生成・輸

送のしくみなどを、熱流体学の視点からわかりやすく解説。

〔目次〕生命を担う血液の流れと熱工学／体内の熱の秘密／身

体のなかの良い熱・悪い熱／低温環境下での生命／人工臓器を

支える熱流体工学／他

四六判 168頁 定価(1,400円+税)9810 978-4-274-02376-7

テクノライフ選書

乗り物をつくる機械

伊東 誼 著

わたしたちの身近にあるあらゆる製品は、加工機械によってつ

くられている。新幹線、自動車、飛行機などの乗り物も同様で

ある。本書は、これらの乗り物がどのようにしてつくられてい

るのか、加工機械とその技術をわかりやすく解き明かす。これ

まで知る機会がなかなかなかった乗り物をつくる機械のすべて

がよくわかる。四六判 176頁 定価(1,400円+税)9807 978-4-274-02374-3

テクノライフ選書

機械をつくる機械

伊東 誼 著

ものづくりには欠かせない工作機械は、縁の下の力持ちの役割

をになう機械である。工作機械なしには、さまざまな製品を生

む出す機械のほとんどがつくることができなくなる。本書は、

工作機械にスポットをあて、人間社会を維持・発展させること

に深くかかわりをもつ工作機械の役割とその変遷をわかりやす

く解き明かす。四六判 152頁 定価(1,400円+税)9806 978-4-274-02372-9

テクノライフ選書

ショックウェーブ
―非線形現象のなぞ―

高山和喜 著

人類は、より高くより速くを追求し、超音速飛行に成功した。

高速飛行はつねに衝撃波が表われるため、高速飛行の発展の歴

史は衝撃波現象をいかに解明し、いかに利用するかという未知

への挑戦の歴史であった。高速空気力学の分野ばかりでなく、

医療や産業応用にも目覚ましい展開している衝撃波の知識と研

究の実際を平易に解説。四六判 148頁 定価(1,400円+税)9805 978-4-274-02373-6

テクノライフ選書

夢、それは実現するもの
―材料力学の研究から―

大南正瑛 著

材料力学の教育・研究に長年携わってきた著者による大学再生

のための提言をまとめたもの。今日、大学に問われている課

題、学生の創造性をどのように引き出すか、開かれたアカデミ

ズムとは何か、研究テーマの選択のあり方などについて、大学

人としての視点から具体的に解く。

四六判 160頁 定価(1,400円+税)9803 978-4-274-02369-9

テクノライフ選書

超電導はおもしろい！

渋谷 寿 著

わが国の超電導の研究・開発の黎明期の記録をまとめたもの。

技術開発の展開のみならず、黎明期の研究者・開発者の活き活

きとしたすがたを浮き彫りにする歴史ものがたりでもある。現

代の技術に興味をもつすべての方に読んでいただきたい1冊。

四六判 176頁 定価(1,400円+税)9803 978-4-274-02370-5
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テクノライフ選書

スキーは頭で滑る！

藤井孝蔵 著

スキーを愛する人ならだれでもうまく滑りたいと願うもの。本

書は、技術を上げるためのポイントに工学的アプローチを試み

る。プロとアマの違い、ターンにの極意、スキー板の選び方な

どがわかりそうでわからなかった事柄に工学的裏付けをもって

迫る。

〔目次〕かっこよさの力学／ターンを科学する／他四六判 160頁 定価(1,400円+税)9712 978-4-274-02366-8

テクノライフ選書

超高真空

清水 肇
榎本裕嗣 他編著

超高真空の技術は、加速器、核融合から電子デバイスの開発、

表面科学などさまざまな研究開発を支える基盤技術となってい

る。本書は超高真空の技術と基礎知識を平易に解説。

〔目次〕超高真空をつくる／超高真空を制御する／超高真空中

で駆動する／超高真空を利用する／超高真空を利用したビッグ

サイエンス四六判 160頁 定価(1,400円+税)9711 978-4-274-02360-6

テクノライフ選書

おしゃべりはリズムにのって
―ニュー波の不思議―

梅田規子 著

ニュー波をキーとして人間の発する音声の言語外情報とコミュ

ニケーションについてわかりやすく解き明かす。

〔目次〕しゃべり言葉の性質／しゃべり音声の特徴／しゃべり

音声はリズミカル／ニュー波ア・ラ・カ・ル・トその1―個人

的なこととそうでないこと／ニュー波ア・ラ・カ・ル・トその

2―気分の乗り方／自発表現と所与表現／他四六判 168頁 定価(1,456円+税)9703 978-4-274-02341-5

テクノライフ選書

科学の世界にあそぶ

米沢富美子 著

科学・技術およびそれらに携わる者、またそれらの恩恵を受け

る者が相互に、どのように関係し、また結びついているのか

を、幅広い分野にわたる本を紹介しながら解き明かす。

〔目次〕科学へのアプローチ／ひとが生きるということ／生命、

そして科学、人間／科学の世界にあそぶ／二十一世紀にむかっ

て四六判 152頁 定価(1,400円+税)9610 978-4-274-02331-6

テクノライフ選書

コンピュータクロニクル

高橋 茂 著

日本のコンピュータ産業の光と陰を明らかにする。

〔目次〕コンピュータの誕生／コンピュータ産業の誕生／第2世

代のコンピュータ／第3世代のコンピュータ／第3・5世代のコ

ンピュータ／IBMと小判鮫たち／欧州のコンピュータメーカは

…？／日本のメーカの台頭／1980年以降の通産省の動き／ダウ

ンサイジングとオープン化四六判 180頁 定価(1,456円+税)9605 978-4-274-02319-4

テクノライフ選書

ブレークスルーのために
―研究組織進化論―

市川惇信 著

ブレークスルーのための研究組織、人材育成等はどのようなも

のであるべきかを中心に、斬新な視点でまとめている。

〔目次〕優れた研究組織に共通すること／ブレークスルーのす

すめ／整合的な知識体系を生み出すもの／自然システムとして

の進化／人をつくる／組織をつくる／研究を評価する／おわり

に−三原理・再訪四六判 168頁 定価(1,400円+税)9603 978-4-274-02316-3

テクノライフ選書

パイオニア飛行機ものがたり

根本 智 著

今世紀初頭、ケイリーにはじまる飛行機のパイオニア時代を、

飛行機開発の流れをとおしてひもとく。

〔目次〕飛行機の夢はるか／動力飛行夜明け前／飛行機の誕生

とライト兄弟の願望／ヨーロッパ初飛行には成功したが……苦

悩するフランス／ライト兄弟の栄光とストップ・ザ・ライト／

パイオニア時代の終わり四六判 180頁 定価(1,456円+税)9602 978-4-274-02314-9

テクノライフ選書

歴史を飾った機械技術

天野武弘 著

日本の機械技術の近代化のなかでその礎となり、歴史を飾って

きた主要な機械技術をとりあげ、その原理や衰退の過程をわか

りやすく解説。

〔目次〕鉄は人類の宝物／時代を開く蒸気機関／水車が主役だ

った頃／暖と美を求めて−紡織と生糸の技術／永久機関の夢／

からくりの世界四六判 160頁 定価(1,456円+税)9601 978-4-274-02312-5

テクノライフ選書

脳をみる

栗城真也 著

脳神経の活動は超高感度な磁場検出器であるSQUIDを使って

とらえるができる。本書は、SQUIDによる脳磁場計測システ

ムの概要と、応用研究の実例を解説する。

〔目次〕脳研究の流れ／磁場でみる脳の機能／音やことばを聞

きわける脳／絵や文字を理解する脳／脳のリズムをとらえる／

頭の外から脳を調べる／未来社会のMEG四六判 160頁 定価(1,456円+税)9511 978-4-274-02305-7

テクノライフ選書

人類は宇宙へむかう

藤森義典 著

宇宙を理解することは、地球と人類を知ることだ！

〔目次〕人類は宇宙へむかう／ここまできた宇宙空間の利用／

宇宙環境の物理／宇宙と人間・生命―これまでにわかってきた

こと／材料・流体科学と宇宙―これまでにわかってきたこと／

有人宇宙飛行VS無人宇宙飛行／宇宙環境利用のポイント／宇

宙環境利用の未来四六判 160頁 定価(1,456円+税)9509 978-4-274-02296-8
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テクノライフ選書

まねる

川瀬武彦 著

モデル化、シミュレーションの意味とその働き・成り立ちにつ

いてまねることをキーワードにわかりやすく解説。

〔目次〕ものの世界はどのように理解されてきたか／振舞いは

どのような舞台で生じるか／システムをどう捉えるか／モデル

とアナロジーおよび双対性／他

四六判 152頁 定価(1,456円+税)9508 978-4-274-02293-7

テクノライフ選書

乱れる

南部健一 著

原子のようにミクロなもの、風のようにマクロなもの、ひとの

心の乱れなど、発展の序曲ともいうべき乱れという現象に、あ

らゆる角度から迫る。

〔目次〕ミクロの流れ／乱れの発達／乱れとエントロピー／乱

れた糸／流れの乱れ／乱れの進化／心象風景にみる乱流

四六判 152頁 定価(1,456円+税)9505 978-4-274-02285-2

テクノライフ選書

宇宙で生きる

新田慶治
木部勢志朗 共著

宇宙基地などでの閉鎖生活系についてわかりやすく解説。

〔目次〕宇宙開発のめざしてきたこと／どうして宇宙開発は必

要か／閉鎖生活空間のための技術／宇宙で生命を維持するには

／宇宙服とはどのようなものか／宇宙服の制御メカニズム／宇

宙ステーション時代の宇宙服／地球環境へのアプローチ

四六判 160頁 定価(1,456円+税)9410 978-4-274-02271-5

テクノライフ選書

省エネルギー論
―コージェネレーションのすすめ―

平田 賢 著

〔目次〕熱／地球環境保全と日本のエネルギー需給見通し／国

産エネルギーの可能性／省エネルギーの本質的概念／コージェ

ネレーションのすすめ／コージェネレーションの最新技術／コ

ージェネレーション技術の展開／コージェネレーション推進の

ために残された制度的課題／ハイブリッド亀の子エネルギーシ

ステムの提案／他四六判 168頁 定価(1,400円+税)9405 978-4-274-02260-9

テクノライフ選書

快適な室内環境の創り方
小原俊平
古澤隆彦
菅眞一郎 他著

不快な環境は作業の能率を悪化させるだけでなく、ストレスの

原因や健康を害する要因にもなる。本書は、温熱、音、振動、

光環境という条件の下、人間にとって肉体的・精神的に快適な

（不快を感じない）状態を説明し、それを創るための工夫を解

説する。

〔目次〕温熱環境／音・振動環境／光環境四六判 172頁 定価(1,456円+税)9405 978-4-274-02261-6

テクノライフ選書

生命体の謎を探る

横山三男 著

生きものは謎のかたまりである。利き手と脳にはどうして深い

関わりがあるのか？ 本書は、生命体・人体の不思議な現象

や、さまざまな特徴的な行動の本質に、コミュニケーションの

謎、脳の謎、免疫の謎などのなぞ解きをとおして迫る。

〔目次〕免疫の謎／感染症の謎／脳の謎／生命体の謎

四六判 156頁 定価(1,456円+税)9405 978-4-274-02259-3

テクノライフ選書

夢のアイディアを実現するアミューズメントマシン

井口信洋 著

これからのロボットは、人間にとって役立つだけでなく、人間

を楽しませなければならないという発想のもと、著者の研究室

で開発したユニークなロボットを紹介する。

〔目次〕アミューズメントマシンとは／ショーロボット／ゲー

ムマシン／スポーツマシン／変な乗り物・移動ロボット／アミ

ューズメントマシン製作のすすめ四六判 140頁 定価(1,456円+税)9402 978-4-274-08642-7

テクノライフ選書

見えない機械
―細胞の構造とマイクロマシン―

藤正 巖 著

生物の構造が全く機械と同様であることを発見し、その驚きや

喜び、メカニズム解明の過程を、生き生きと描く。

〔目次〕プロローグ／「見えない機械」を調べる／新しい観測

法と機械のデッサン／生物の中のエンジン／生物の外のエンジ

ン／マイクロマシンと人工現実感／設計図・製造工程書・材料

／生物類似の存在―人工生命―／エピローグ四六判 160頁 定価(1,456円+税)9402 978-4-274-08643-4

テクノライフ選書

デジタル時代の写真術
―写真の未来ものがたり―

伊藤美露
小野隆彦 他著

従来の銀塩写真をアナログとするならば、ディジタルという新

しい技術との接点により、これまでにない新しい写真のあり方

が開花しようとしている。本書は、写真家、写真をウォッチし

てきた雑誌編集者それぞれの視点からの写真技術の変遷とこれ

からの可能性、そして写真表現の新たな地平をわかりやすく解

説したものである。四六判 144頁 定価(1,400円+税)0001 978-4-274-02419-1

すぐに役立つ

研究授業のための学習指導案のつくり方
―小学校理科編―

芝原寛泰

佐藤美子

竹花裕子 共編

小学校理科教員にとって重要な研究授業に求められる教育効果

の高い実験授業の実施に役立つ情報を実践的にまとめた参考

書。課題の設定、授業案や指導案の作成、実験の準備などの一

連の業務について、事例を多く掲載し、授業案や指導案作成の

ポイントについても解説。

A5判 244頁 定価(2,800円+税)1504 978-4-274-21746-3
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理論がわかる

熱と原子・分子の手づくり実験

川村康文＋東京理科大学川村研究室 著

熱や原子・分子の理論やしくみを身近な材料を使った実験を通

して体験できれば、理解や興味を促すことができる。本書で紹

介している実験や工作では、実験も目的や手順だけではなく、

実験を通して何がわかるのか、どうしてそういう結果がでるの

かを図などを用いてわかりやすく解説されている。

B5判 190頁 定価(3,000円+税)1502 978-4-274-21707-4

理論がわかる

力と運動の手づくり実験

川村康文＋東京理科大学川村研究室 著

力や運動などにまつわる身近な実験や工作を多数紹介した書籍

で、力や運動のおもしろさ・理論を体感することができる。実

験の手順だけではなく、何がわかるのか、どうしてそういう結

果がでるのかを図などを用いてわかりやすく解説しているの

で、力や運動の理解を深めることができる。身近なもので手軽

に実験や工作ができることも本書のポイント。B5判 200頁 定価(2,800円+税)1403 978-4-274-21521-6

理論がわかる

光と音と波の手づくり実験

川村康文＋東京理科大学川村研究室 著

光や音などにまつわる実験や工作を手づくりで行うなかから、

光や音のおもしろさ・理論を体感できるもの。実験の手順だけ

ではなく、実験で何が分かるのか、どうしてそうなるのかを図

などを用いて分かりやすく解説しているので、難しいと思われ

ている光や波・音の理解が深まる。また身近なもので手軽に実

験や工作ができることが本書のポイント。B5判 148頁 定価(2,800円+税)1303 978-4-274-21354-0

RoboBooks

米村傳治郎のおもしろ科学館

米村傳治郎 監修
大沢幸子 著

『ロボコンマガジン』に連載中の「サイエンス・プロデューサ

ー米村傳治郎のおもしろ科学館」を一冊にまとめたもの。身の

回りにある道具を使う実験を多数紹介しつつ、その実験の根拠

となる原理までをわかりやすく解説し、子供から大人まで楽し

みながら学べる内容となっている。また、米村先生の発想法、

実験の裏話なども収録。B5判 120頁 定価(1,500円+税)0207 978-4-274-02478-8

RoboBooks

米村傳治郎のおもしろ科学ミュージアム

米村傳治郎 監修
大沢幸子 著

テレビの科学実験で著名な、米村傳治郎先生の実験を集めた実

験集。身近にあるものを使用して行う科学実験を、豊富でわか

りやすいイラストとともに解説をしている。なお、単なる実験

の方法だけではなく、その原理まできちんと説明をし、理解を

深める内容となっている。

B5判 130頁 定価(1,500円+税)0505 978-4-274-20073-1

RoboBooks

米村傳治郎のおもしろ科学ライブラリー

米村傳治郎 監修
大沢幸子 著

『ロボコンマガジン』に連載中の「米村傳治郎のおもしろ科学

館」を 1冊にまとめたもの。連載時より加筆などを行い、新た

な書き下ろし部分も含めた内容となる。類書では科学実験の方

法のみを解説している内容が多いが、本書ではここの実験で利

用する原理や歴史的な背景も解説し、科学への理解を深める内

容となっている。B5判 136頁 定価(1,500円+税)0903 978-4-274-20678-8

ためしてみよう やさしい科学実験

日本科学技術振興財団・科学技術館 監修

身近な科学の50テーマを取り上げて、実際にものを作ったり、

実験しながら、科学の面白さや科学的なものの見方を正しく身

につけられるように、イラストで具体的に手順を追ってわかり

やすく解説している。

〔目次〕力とバランス／液体と固体／音と気体／炎と熱／光と

色／磁石と電気／いのちと自然B5判 114頁 定価(1,500円+税)9907 978-4-274-02403-0

Excelで学ぶ

株式投資

藤本 壱 著

株式投資では、株価チャートを正しく読みこなして分析し、売

買の適切なタイミングを判断しければならない。本書は、Ex-

celを使って株価チャートを自分で描き、さまざまな分析手法

を実際にシミュレーションしてみることで、投資判断のために

必要な知識を習得していくもの。

A5判 256頁 定価(1,800円+税)0510 978-4-274-06618-4

計算がらくになる

実用数学

波多 朝 著

本書は、学校で学んだ数値計算を発展させて、速算法や省略計
算という実用的な計算法をとりあげ、必要な数値を正しく速く
得ることを目的として書かれたものである。まず、数値計算の
根本的な計算法である四則計算について実用的な計算法を練習
し、さらに九去法による験算、乗法速算など、計算法を順次学
びながら、より複雑な計算法を学べる本書は、速算法や省略計
算を修得するために絶好の実用書。B6判 240頁 定価(1,600円+税)6310 978-4-274-05030-5

計算の名人になれる

速算術入門

波多 朝 著

本書は、数式計算に必要な速くて、正確な計算法について、日

常の計算の中でよく使用され、しかも実務的ですぐに役立つも

のを集めて系統的にまとめたものである。前著「計算がらくに

なる実用数学」の速算的性格をもつ部分をとくに広く詳しく取

りあげ、わかりやすく解説し、速算のしかたとその根拠につい

て説明した。計算簡略術についての絶好の入門書である。B6判 168頁 定価(1,400円+税)7406 978-4-274-05026-8
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経済学部は理系である！？

井堀利宏 著

数学に抵抗感がない理系のための経済学の入門書。経済学でお

馴染みの数式や計算については真正面から解説。経済の問題を

数式で解くことで経済学の基礎を理解し、経済学の全体像を理

解することことができる内容。

A5判 304頁 定価(2,800円+税)1711 978-4-274-22136-1

算数パワーでやってみよう！ 4

算数で探る ドキドキ！ゲーム攻略
ヒラリー･コーレ

スティーブ･ミルズ 共著

みちしたのぶひろ 訳

伊藤真由美・瀬沼花子 他監訳

本書は、いろいろなテレビゲームに挑戦するストーリーに乗せ

て、読者が勉強と身構えずに算数を理解していける愉快な知育

絵本。算数が得意な児童から苦手意識のある児童まで、楽しく

算数が学べる。

B5変判 32頁 定価(1,900円+税)1711 978-4-274-22097-5

算数パワーでやってみよう！ 3

算数で観察 フムフム！世界の生き物
アン・ルーニー 著

みちしたのぶひろ 訳

伊藤真由美・瀬沼花子

富永順一 監訳

本書は、世界の生き物を調査するストーリーに乗せて、読者が

勉強と身構えずに算数を理解していける愉快な知育絵本です。

B5変判 32頁 定価(1,900円+税)1710 978-4-274-22096-8

算数パワーでやってみよう！ 2

算数でめぐる グルグル！地球のふしぎ
アン・ルーニー 著

みちしたのぶひろ 訳

伊藤真由美・瀬沼花子

富永順一 監訳

算数は、誰もが日常のさまざまな場面で活用している、とても

身近な生きる知恵。本書は、地球環境調査のストーリーに乗せ

て、読者が勉強と身構えずに算数を理解していける愉快な知育

絵本。

B5変判 32頁 定価(1,900円+税)1709 978-4-274-22095-1

算数パワーでやってみよう！ 1

算数を使って ワクワク！宇宙探検
アン・ルーニー 著

みちしたのぶひろ 訳

伊藤真由美・瀬沼花子

富永順一 監訳

算数パワーでやってみよう！」シリーズは、小学校高学年以上

を対象に、算数の基礎を身に付け、他の分野に応用できる力を

育むことが可能。本シリーズを通じて、身近に広がる世界を実

感できる構成。「宇宙探検」では、惑星の知識とともに数の基

本等の理解が進む。

B5変判 32頁 定価(1,900円+税)1708 978-4-274-22089-0

ぷちマンガでわかる

虚数・複素数
相知政司 著

石野人衣 作画

トレンド・プロ 制作

みんな大好き「マンガでわかる」シリーズが「ぷち」サイズ

に。本書は2010年11月発行の『マンガでわかる虚数・複素数』

を、判型を変えて出版。複素数を学ばないで入った学生や、複

素数を理解していない方、電気系の資格試験の問題が解けない

方に、これだけは知っておきたいポイントを絞り込み、マンガ

でわかりやすく解説している。A5変判 234頁 定価(1,500円+税)1606 978-4-274-21908-5

Cによる数値計算法
鈴木誠道
飯田善久
石塚 陽 共著

電気、情報、機械、応用物理、建築、土木学科など、理工系学

部2〜4年生を対象に、数値計算法の入門的テキストとしてまと

めたもので、随所にプログラム例を入れてある。

〔目次〕数値計算法とその特徴／非線形方程式の数値解法／連

立1次方程式の数値解法／行列の固有値問題／補間多項式と数

値積分／常微分方程式の数値解法A5判 160頁 定価(2,500円+税)9701 978-4-274-13079-3

数学チュートリアル

やさしく語る 確率統計

西岡康夫 著

大学・専門学校で学ぶ共通基礎科目確率統計の独習用の参考

書。実際の講義のような調子で、初学者でもわかりやすいよう

に身近な例を挙げながら、やさしくていねいに解説している。

例題・練習問題は途中式を省略せず、解答までの道筋をていね

いに示した。講義の復習や定期試験対策だけでなく、確率統計

を学ぶ社会人の方にもピッタリの1冊。A5判 192頁 定価(2,200円+税)1306 978-4-274-21407-3

数学チュートリアル

やさしく語る 線形代数

西岡康夫 著

本書は大学・専門学校で学ぶ共通基礎科目線形代数の独習書と

して、つまずきやすいポイントを実際の講義を聴いているよう

な語りかけ口調により、ていねいに解説している。また、例

題・練習問題の解説はきちんと理解できるように途中式を省略

せず、解答までの道筋をていねいに示した。

A5判 212頁 定価(2,300円+税)1210 978-4-274-21278-9

対話でたどる円の幾何

山下光雄 著

“円にまつわる幾何”をテーマとする数学のやさしい教養書。円

と弦（直線）が織り成す初等幾何ワールド、その中でも特に興

味深いテーマを、序章と1〜17章の計18の章に分けて、師匠と

弟子の対話を通じて、一幅の織物のようにストーリーが展開し

てゆく。本書で用いられる数学の知識は、中学1年生から高校2

年生までに学習する知識である。A5判 196頁 定価(2,000円+税)1303 978-4-274-21348-9
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アートを生み出す七つの数学

牟田 淳 著

微分方程式はなかなか直感的に理解しにくく、計算もたいへん

複雑で、単なる円運動も運動方程式をきちんと変形して解こう

とすると極座標に変換するうえで煩雑な計算がたくさん出てく

る。そのため、解析的な解は重要だが計算が大変という難点が

ある。本書は、微分方程式の解で描かれたアート作品とからめ

て、直感で理解できるように解説していく。A5判 244頁 定価(2,000円+税)1301 978-4-274-06906-2

アートのための数学

牟田 淳 著

アートの世界で重要な役割を果たす音、光、色を使いこなすた

めには、基本的な数学が必要になる。パソコンでCGやアニメ

を作成するときには、このような数学の知識が必要になる。本

書では、CGソフトなどの実例を通じて基本的な数学を学ぶこ

とができる。

A5判 240頁 定価(2,000円+税)0805 978-4-274-06723-5

デザインのための数学

牟田 淳 著

デザインには、いろんな情報の中からアイデアをめぐってくる

感覚が大切であるが、デザイン効果における知識をもっている

とさらに便利だ。本書は、図形（かたち）をもとに比率・シン

メトリー・規則性・変形などの数学的な側面を紹介している。

建築、模様、工業製品、キャラクターづくりなどで、イメージ

どおりのデザイン効果を得られるようにする。A5判 280頁 定価(2,200円+税)1010 978-4-274-06825-6

身近な数学の記号たち
岡部恒治

川村康文

長谷川愛美

本丸 諒

松本 悠 共著

私たちの身の回りで役立っている算数や数学。その記号の使い

方・読み方・計算方法をきちんと理解できている人は少ない。

本書は、高校までに学ぶ算数や数学の主な記号をその読み方か

ら書き方、そして記号の歴史や使い方までをわかりやすく解

説。数学が苦手だった方も、これから数学を学ぶ学生や社会人

も記号の意味が理解でき、使えるようになる一冊。A5判 186頁 定価(2,200円+税)1208 978-4-274-21243-7

大人の算数・数学再学習
―小中高12年―

饒村 曜 著

社会人を対象とした算数・数学の再学習書。小学1年から高校3

年で学ぶ算数・数学のエッセンスを学ぶことができる。練習問

題を多くこなすことで解法を覚えるのではなく、本書を読み進

めるうちに算数・数学の考え方が理解できるのが特徴。つまず

いた点を認識しやすいように、方程式や図形などテーマ毎に章

立てした。子供への手ほどきにも使える。A5判 264頁 定価(2,100円+税)1206 978-4-274-50391-7

複素関数を学ぶ人のために

芦田正巳 著

実関数と複素関数の関係を初心者にわかりやすく解説。等角写

像や解析接続などは省略し、「まずは学ぶ人のための最初の本」

という位置づけになっている。またべき級数を用いることによ

り、多少遠回りにはなるが、実数の関数と全く同じ形で複素関

数を定義しており、実関数と複素関数の関係は容易にわかるよ

うになっている。章末に演習問題を収録。A5判 184頁 定価(2,000円+税)1205 978-4-274-06887-4

リフレッシュ数学
―高校数学から大学数学へ―

大石 彰 著

文系・理系を問わず大学で数学を必要としている学生のため

に、数学的な理解と発想と専門的な数学への橋渡しができるよ

うにまとめたもの。いくつかのテーマについてさまざまな面か

らみた数学の問題を紹介している。高校で数学がわからなかっ

た人も、これから数学を学びたいと思っている人も、新鮮な気

持ちで数学の面白さを知ることができる一冊。A5判 226頁 定価(2,300円+税)1202 978-4-274-21165-2

マンガでわかる

虚数・複素数
相知政司 著

石野人衣 作画

トレンド・プロ 制作

この本で複素数をマスターすれば電気回路は怖くない！本書は

複素数を学ばないで入った学生や、複素数を理解していない

方、電気系の資格試験の問題が解けない方に、これだけは知っ

ておきたいポイントを絞り込み、マンガでわかりやすく解説す

るもの。なぜi の2乗が−1なのか、マイナスにマイナスでなぜ

プラスか数の疑問にもせまる。B5変判 224頁 定価(1,900円+税)1011 978-4-274-06823-2

マンガでわかる

線形代数
高橋 信 著

井上いろは 作画

トレンド・プロ 制作

学部1年生程度の読者を想定して線形代数の基礎を理解させる。

行列やベクトルの計算だけでなく、本来の線形代数の肝である

線形空間や線形写像、固有値、固有ベクトルについてもきちん

と解説するもの。

B5変判 272頁 定価(2,000円+税)0811 978-4-274-06741-9

数学戦士

ビーコム 著
クラムゼリー 作画

本書は数学の証明問題を使い数式の読み方、数学的論理思考が

身に付けられることを目的とする。証明とは、証明していく手

順とは、流れ、などが理解でき、証明問題をゲーム形式、物語

形式で面白く解説していくことで、数学がどのような学問なの

か、イメージを得られるようにする。

A5判 160頁 定価(1,200円+税)0909 978-4-274-06766-2
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算数・数学復習ドリル

松永三男 著

日常生活では、整数の四則計算ができれば何の不自由もなく暮

らせるが、仕事の関係で資格試験を受験しなければならないと

きに、小学校で学んだ算数、中学校や高等学校で学んだ数学の

中でも、電験三種や第二種電気工事士の免状を取得するために

最低限度必要な事項について、ワンポイントで解説するととも

に例題を使ってやさしく解説したものである。A5判 168頁 定価(1,500円+税)0605 978-4-274-50077-0

ぷちマンガでわかる

微分方程式
佐藤 実 著

あづま笙子 作画

トレンド・プロ 制作

理工学の知識をマンガで解説する「マンガでわかる」シリーズ

が判型を変えて登場。マンガを通じて、微分方程式の考え方を

身近な物理現象に例えながら解説することにより、数学の苦手

な学生や社会人も無理なく理解できる内容。≪本書は2009年11

月発行『マンガでわかる微分方程式』を書籍判型を変えて発行

≫A5変判 240頁 定価(1,500円+税)1607 978-4-274-21913-9

ぷちマンガでわかる

微分積分
小島寛之 著

十神 真 作画

ビーコムプラス 制作

理工学の知識をマンガで解説する「マンガでわかる」シリーズ

が判型を変えて登場。身近な出来事をマンガで表現しながら、

微分積分の概念を身近な関数に置き換えてわかりやすく解説。

≪本書は2005年12月発行『マンガでわかる微分積分』を、書籍

判型を変えて発行≫

A5変判 240頁 定価(1,500円+税)1607 978-4-274-21914-6

Excelで学ぶ

微分積分

山本将史 著

Excelを使いながら微分積分を学習するもの。Excelの計算だけ

でなく、グラフ化機能を活用して、視覚的な理解を促す工夫を

取り入れている。Excel VBAのプログラムは数値を入力すれば

結果が出て、シミュレーションできるように構成。グラフの動

きも実際にわかるようにし、微分積分の意味がわかるように解

説する。B5変判 272頁 定価(2,400円+税)1208 978-4-274-06888-1

Excelで学ぶ

微分方程式

鈴木 肇 著

Excelで微分方程式のイメージを掴む！ 微分方程式の入門書。

微分方程式とはどんなものか、またExcelを使ってグラフで微

分方程式のイメージをつかみ、計算の仕組みなどを理解するこ

とができる。微積分が苦手な人でもわかるように微分方程式の

背景となる微分と積分から解説している。

B5変判 290頁 定価(2,200円+税)0701 978-4-274-06673-3

数学チュートリアル

やさしく語る 微分積分

西岡康夫 著

本書は大学・専門学校で学ぶ共通基礎科目微分・積分学の独習

書として、つまづきやすいポイントを、実際の講義を聴いてい

るような語りかけ口調によりていねいに解説している。また、

例題・練習問題の解説はきちんと理解できるように途中式を省

略せず、解答までの道筋をていねいに示した。講義の復習や定

期試験対策にピッタリの1冊である。A5判 256頁 定価(2,300円+税)1207 978-4-274-21223-9

マンガでわかる

微分方程式
佐藤 実 著

あづま笙子 作画

トレンド・プロ 制作

マンガを通じて微分方程式の考え方や身近な物理現象に例えな

がら解説することにより、数学の苦手な学生や社会人も無理な

く理解できる。

B5変判 240頁 定価(2,200円+税)0911 978-4-274-06786-0

マンガでわかる

微分積分
小島寛之 著

十神 真 作画

ビーコム 制作

微分積分の概念を、身近な関数に置き換えてマンガでわかりや

すく解説。新人の女性新聞記者が、さまざまな社会の出来事を

微積を用いて理解していくというストーリーをとおして、微分

積分の概念を学んでいくことができる。

B5変判 240頁 定価(1,900円+税)0512 978-4-274-06632-0

ぷちマンガでわかる

フーリエ解析
渋谷道雄 著

晴瀬ひろき 作画

トレンド・プロ 制作

みんな大好き「マンガでわかる」シリーズが「ぷち」サイズ

に！フーリエ解析に必要な数学の基礎（微分や積分、三角関

数）から解説しており、フーリエ解析が苦手な人も理解が進む

内容。

A5変判 256頁 定価(1,500円+税)1605 978-4-274-21905-4

Excelで学ぶ

フーリエ変換
―Excel 2010対応版―

小川智哉 監修

渋谷道雄

渡邊八一 共著

2003年3月に発行された「Excelで学ぶフーリエ変換」のExcel

2010対応版。フーリエ解析に必要な数学の基礎を、単に数式を

使って解説するだけではなく、Excelを使って実践的に学べる

一冊。Excelのワークシートを使うことで、実際に自分で数値

を操作する体験から、いろいろな概念をイメージとして理解す

ることができる。B5変判 256頁 定価(2,600円+税)1103 978-4-274-06844-7
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Excelで学ぶ

フーリエ変換
小川智哉 監修

渋谷道雄

渡邊八一 共著

フーリエ解析およびフーリエ解析に必要な数学の基礎（微分や

積分、オイラーの法則など）を、単に数式を使って解説するだ

けではなく、Excelを使って学べる一冊。Excelのワークシート

を使うことで、実際に自分で数値を操作する体験から、いろい

ろな概念をイメージとして理解することができる（CD-ROM

付）。B5変判 336頁 定価(2,800円+税)0303 978-4-274-06510-1

TokyoTech Be-TEXT

フーリエ級数・変換／ラプラス変換

水本哲弥 著

理工系大学の学部生に向けた講義科目で、電気・電子・情報系

の専門科目を学ぶ際の必須科目。Webサイトと協調学習が出

来る。電気電子工学だけでなく、情報工学へも適用できるよ

う、線形システムの基礎、線形回路の定常波応答、フーリエ変

換と線形システム、標本化定理と離散フーリエ変換、高速フー

リエ変換、ラプラス変換と線形システムを学ぶ。A5判 200頁 定価(2,800円+税)1005 978-4-274-50272-9

マンガでわかる

フーリエ解析
渋谷道雄 著

晴瀬ひろき 作画

トレンド・プロ 制作

女子高生3人組のバンド結成の物語を絡めてマンガでフーリエ

解析をわかりやすく解説した。フーリエ解析に必要な数学の基

礎（微分や積分、三角関数）から解説しており、フーリエ解析

が苦手な人も読むことができる。

B5変判 256頁 定価(2,400円+税)0603 978-4-274-06617-7

詳解

境界要素法
C.A. Brebbia
J.Dominguez 共著
田中正隆 他訳

機械設計の分野などで最近注目されつつある解析法、境界要素

法（BEM）の基礎を修得しようとする学生・技術者のための

テキスト。

〔目次〕なぜ境界要素法なのか／原理／ポテンシャル問題／静

弾性問題／2次元静弾性問題／他の興味深いトピックス

A5判 380頁 定価(4,660円+税)9302 978-4-274-12926-1

Excelで学ぶ

セルオートマトン

北 英輔 著

セルオートマトンは非常に単純化された数理モデルだが、生命

現象、結晶の成長、乱流といった複雑な自然現象を模した、驚

くほどに豊かな結果を与える。本書では、セルオートマトンの

基礎から始めてExcelを用いたシミュレーションについて紹介

する。具体的には、雪の結晶や貝殻の模様、ライフゲーム、交

通などへの応用を示して解説している。B5判 256頁 定価(3,000円+税)1111 978-4-274-06869-0

TokyoTech Be-TEXT

数理計画法

尾形わかは 著

理工系大学の学部生に向けた講義「数理計画法」の教科書で、

工学応用へ進むにあたっての基礎科目！本書は、工学だけでな

く広く自然科学、社会科学、技術経済、経営科学へも適用でき

るよう、数理計画法の基礎（線形計画法、ネットワーク計画

法、整数計画法、非線形計画法）とそれぞれの代表的な適用手

法を学ぶ。A5判 208頁 定価(2,800円+税)1011 978-4-274-50273-6

よくわかる

有限要素法

福森栄次 著

有限要素法は、各分野における弾性や塑性などの構造解析はい

うまでもなく、流体力学等の非構造問題にも広く応用されてい

る。本書は、有限要素法の基本的な考え方や背景にある数学・

力学の知識を十分に理解し、それを基に有限要素法のプログラ

ム設計に応用できること知識を身に付けることを目的とする。

A5判 304頁 定価(3,400円+税)0511 978-4-274-06628-3

有限要素法解析ソフト

ANSYS工学解析入門
（第2版）

CAD/CAE研究会 編

本書は、汎用有限要素法解析ソフトウェア「ANSYS」を使っ
た工学解析の実際を、ソフトの使い方を含め、わかりやすく解
説したもの。構造・モード（振動）・磁場・連成解析など、
「ANSYS」の持つ多種、多機能という特性を1冊にまとめ、初
めての人でも容易に習得できるよう図説している。大学・高専
の教科書として、また技術者の操作マニュアルとして好適であ
る。B5判 264頁 定価(3,000円+税)0504 978-4-274-06933-8

発見・予想を積み重ねる―それが整数論

安福 悠 著

本書の大きな魅力は、数学の専門書以外ではあまり扱われるこ

とがなかった定理も証明し、興味をもった読者の理解を促すた

め多くのイラストを入れ、丁寧な説明を試みた。特に「abc予

想」等は難問で、解けない問題として有名ですがこれをゴール

とすることで、明確な目標設定を行っている。

A5判 368頁 定価(3,200円+税)1612 978-4-274-21969-6

応用例で学ぶ

逆問題と計測

小國健二 著

計測と逆問題は密接な関係にある。逆問題から得られる結果

は、入力データの計測方法・精度に大きく左右される。本書の

主な特徴は、定理の証明や複雑な数式は掲載せず、解析で使う

複雑な数式はプログラムにしてアルゴリズムでわかるように

し、数学的理論の例題よりも実務的な内容の例題を多く掲載

し、計測・解析の実務者に役立つようにしたことである。A5判 256頁 定価(3,400円+税)1102 978-4-274-06829-4
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Scilab/Scicosで学ぶシミュレーションの基礎
―自然・社会現象から、経済・金融、システム制御まで―

橋本洋志
石井千春 共著

制御系の構成と解析がGUI操作で行えるSimulinkと同程度の強

力なフリーソフトScicosを用いたシミュレーションの学習書。

Scicosの使い方からシミュレーションの原理、実際までわかり

やすく解説。自然・社会現象、制御関係のモデルは勿論のこ

と、経済・金融まで例示している。

B5変判 278頁 定価(2,800円+税)0801 978-4-274-20487-6

挫折しない統計学入門
―数学苦手意識を克服する―

浅野 晃 著

「統計学が必要だけど数学は苦手、だから統計学は敷居が高い」

感じる人に向けた書籍。挫折することなく自然と実務に役立つ

統計学の知識が身に付く内容。

A5判 264頁 定価(2,200円+税)1701 978-4-274-22012-8

すぐに役立つ

統計のコツ
医学統計編

情報統計研究所 編

医療分野においても、研究、実験、学術誌投稿、臨床などで統

計が活用されており必須のスキルとなっている。しかし、その

多くは高価な統計ソフトを使いこなせていないのが現状。本書

は、初心者でもすぐに解析できるように、Excelを利用して、

実例に基づいた実用的手法をやさしく丁寧に解説。医療現場で

の統計手法をすぐに実行できる。A5判 300頁 定価(3,000円+税)1511 978-4-274-21816-3

見えないものをさぐる―それがベイズ
∼ツールによる実践ベイズ統計∼

フォワードネットワーク 監修
藤田一弥 著

実践的にベイズ統計を学べる内容。親しみやすい実例を取り上

げて説明することで、実務への橋渡しを行った。解説する上で

難しいとされる数式は最小限とし、難しい計算には「Weka」

や「Excel」といったツールを積極的に使用して簡略化し、デ

ータ分析の敷居を低くすることで読者の苦手意識を払拭。

A5判 240頁 定価(2,000円+税)1511 978-4-274-21819-4

対応分析入門
原理から応用まで 解説◆Rで検算しながら理解する

Sten-Erik Clausen 著
藤本一男 訳・解説

SAGE社発行の「対応分析（コレスポンデンス分析）」と呼ば

れる統計分析手法の書籍 “APPLIED CORRESPONDENCE

ANALYSIS An Introduction”の全訳に、訳者が解説及びRを利

用する環境構築を加えた構成で発行。訳者がR を使って「検

算」をしながら解説を行っているので理解を深めることができ

る。A5判 208頁 定価(2,600円+税)1511 978-4-274-21827-9

新インターユニバーシティ

確率と確率過程

武田一哉 編著

確率と確率過程の基礎がコンパクトにまとまった、待望の教科

書！中部圏における電気電子情報系の大学学部向け2単位用の

テキストシリーズの一巻。主に工学部電気・電子・情報系学科

の教科書として、確率論や確率過程について画像や音声の認識

などへの適用を意識し、数学的基礎を学べるもの。

A5判 168頁 定価(2,300円+税)1010 978-4-274-20930-7

IT Text

確率統計学
須子統太・鈴木 誠

浮田善文・小林 学

後藤正幸 共編

様々な分野で発展・利用され、重要視されている確率や統計を

データの取り扱い方から丁寧に解説、さらに解く力が身につく

よう演習問題を充実した教科書。情報関連分野以外の方でも確

率や統計を学ぶ入門書としても最適。

〔目次〕データのまとめ方／集合と事象／確率／確率分布と期

待値／標本分布とその性質／などA5判 264頁 定価(2,800円+税)1009 978-4-274-20913-0

Excelで学ぶ

確率論

新納浩幸 著

Excelを利用して、確率のシミュレーションを行う。例題に対

して、まず通常の計算方法で確率の値を求め、次にシミュレー

ションによって、その値が現実と合っていることを確認する。

試行シミュレーションの様子をみていくと、例えば難解といわ

れるベイズの定理のからくりなどが理解できる。

B5変判 296頁 定価(2,800円+税)0412 978-4-274-06595-8

工学のための確率論

鳥脇純一郎 著

本書は、工学部の学生や現場の工学系の技術者を主対象に確率

論の応用を認識しつつ例題等豊富に用い、古典的な確率論から

近代確率論の筋道をわかりやすく解説したテキスト。

〔目次〕序論／事象と確率／確率変数と分布関数／期待値と特

性関数／離散的確率分布／大数の法則と中心極限定理／マルコ

フ連鎖／付録A5判 258頁 定価(3,500円+税)0203 978-4-274-13244-5

マンガでわかる

ベイズ統計学
高橋 信 著

上地優歩 作画

ウェルテ 制作

ビッグデータ、機械学習で注目されているベイズ統計学がお馴

染みの「マンガでわかる」シリーズの最新刊として登場。ベイ

ズ統計学の基礎から実際の利用例までを丁寧に解説。コンピュ

ータシミュレーションでよく使われるモンテカルロ法やエント

ロピーについてもフォローしており、より実践的な内容となっ

ている。B5変判 232頁 定価(2,200円+税)1711 978-4-274-22135-4
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マーケティングのための統計分析

生田目崇 著

本書は、マーケティング分析を行う際の諸相それぞれに関する

データ分析手法について論じます。伝統的な統計手法から、現

在注目されている最新の手法までを網羅しながら、入手できる

データをどのように分析し、料理するかのレシピとして活用で

きる内容。

A5判 240頁 定価(2,700円+税)1711 978-4-274-22101-9

わかりやすい

データ解析と統計学
医療系の解析統計をExcelで始めてみよう

高橋龍尚 著

得られたデータの解析手順やその後の統計処理までをExcelを

使って自学できるよう、わかりやすく丁寧に解説しています。

本書を片手に同じように操作を進めていくだけで、データ解析

や統計処理で使える技術（目的に合わせて使いこなす技術）を

習得でき、応用できるようになります。

A5判 250頁 定価(3,000円+税)1711 978-4-274-22111-8

統計学図鑑
栗原伸一
丸山敦史 共著

ジーグレイプ 制作

「会社や大学で統計分析を行う必要があるが、何をどうすれば

良いのかさっぱりわからない」、「基本的な入門書は読んだが、

実際に活用するとなると、どの手法を選べば良いのかわからな

い」。これらは統計初級者の多くに共通する疑問。本書は、初

学者向けに図解を用いて数々の疑問を解き明かしていく「統計

学」の図鑑。A5判 312頁 定価(2,500円+税)1709 978-4-274-22080-7

7日間集中講義！

Excel統計学入門
―データを見ただけで分析できるようになるために―

米谷 学 著

統計学の中でも特にビジネスに活用するために必要な知識・手

法を厳選し7日間で無理なく独学できるようにまとめた。最も

普及しているビジネスツールであるExcelを用い、実際に手を

動かしながら進めていける。「とりあえず操作ができる」レベ

ルの読者でも理解できるように、Excel操作・関数等の解説も

並行して行っている。A5判 304頁 定価(2,500円+税)1608 978-4-274-21888-0

Excelで学ぶ

統計解析入門
Excel 2016/2013対応版

菅 民郎 著

Excel関数を使った例題を通じて統計の基礎知識が身に付ける

ことができるのが本書。例題に対して、分析方法とExcelを使

っての解法の両方を取り上げ解説しているのが特長。なお、

Excelで対応できないものは、著者が開発したExcelアドインで

対応できるよう改良している。

B5変判 376頁 定価(2,700円+税)1605 978-4-274-21870-5

人口統計学の理論と推計への応用

和田光平 著

人口学は通常、人口と経済・社会との関係を研究対象とする「実
体人口学」と、人口分析とほぼ同義とされる「形式人口学」に大
別されます。一般的に後者を人口統計学といいますが、各種の指
標、あるいは人口推計を計算、また年齢別などの属性で分類され
たデータなどを分析します。実際の計算の数値例として表を掲載
し、その表の中で適宜、この列とこの列のこういう式でこの列が計
算されているといった式も書くので、Excelなどの表計算ソフトがで
きる読者にとっては、容易にパソコンなどで計算可能です。A5判 192頁 定価(3,300円+税)1503 978-4-274-21716-6

Excelで学ぶ

熱力学と統計力学

山本将史 著

本書は、Excelを使いながら物理のテーマである熱力学（高校

カリキュラムでは熱）と統計力学を勉強する書籍。熱という身

近だけどエントロピーという不思議なものを扱う熱力学と、か

なり抽象的でわかりにくい分布関数を扱う統計力学をExcelで

シミュレーションしながら学ぶことができる。

A5判 264頁 定価(2,700円+税)1504 978-4-274-05071-8

Excelで学ぶ

統計解析入門
Excel 2013/2010対応版

菅 民郎 著

『Excelで学ぶ統計解析入門第2版』の最新版。本書は例題を設

け、この例題に対して、分析の仕方と、Excelを使っての解法

の仕方の両面を取り上げ解説している。Excelの機能だけでで

きるものもあるが、Excelで面倒なものは、著者が開発したEx-

celアドインで対応する。ExcelアドインはWebからダウンロー

ドできる。B5変判 304頁 定価(2,600円+税)1309 978-4-274-06927-7

Excelで学ぶ

統計解析入門
Excel 2007対応版

菅 民郎 著
福島隆司 共著

Excel関数を使った例題を通して学ぶことで統計の基礎知識が

身に付くベストセラー『Excel で学ぶ統計解析入門』のExcel

2007対応版書籍。添付CD-ROMに収録されているExcelアドイ

ンソフトを使えば箱ひげ図をはじめ、Excelで対応できない分

析も可能。グラフの機能もExcel 2007に対応させて解説してい

る。B5変判 304頁 定価(2,800円+税)0909 978-4-274-06772-3

Excelで学ぶ

やさしい統計学

田久浩志 著

Excelを使った統計の実践的入門書。Excel を使って、自分で

データを作成、解析して体験することに重点をおいている。デ

ータの集計をして、グラフを描き納得して統計の基本を理解す

ることができる。さらにコードの短いExcel VBAで自分で集め

たデータの分布を視覚的に理解することができる。

B5変判 288頁 定価(2,200円+税)0402 978-4-274-06544-6
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Excelで学ぶ

統計解析入門
（第2版）（CD-ROM付）

菅 民郎 著

Excel関数を使った例題で統計の基礎知識が身に付く『Excelで

学ぶ統計解析入門』の第2版。Excelの最新バージョンに合わせ

内容も充実させた。添付CD-ROMに収録されているExcelアド

インソフトを使えば箱ひげ図などExcelでできない分析もでき

る。

B5変判 304頁 定価(2,800円+税)0311 978-4-274-06546-0

身近な事例で学ぶ

やさしい統計学

石村光資郎 著

身近な事例を用いて統計学を基礎からやさしく解説するため、

これまで統計学をはじめ数学にあまり馴染みのない方にもやさ

しく読みやすい内容構成になっている。また、各章末には演習

問題を掲載しているので、学習した知識の確認もでき、解答解

説も詳しく掲載している。たのしいイラストを配しているの

で、飽きずに最後まで学習することができる。A5判 224頁 定価(2,300円+税)1202 978-4-274-21159-1

入門

統計学
―検定から多変量解析・実験計画法まで―

栗原伸一 著

分布から区間推定、検定、分散分析、多変量解析、実験計画法

まで統計学に関するすべてを扱う。統計学に関する書籍は非常

に多いが、分析手法がわからない読者はこの本1冊で統計学全

般を学ぶことができる。さらに例題や演習問題を解くことによ

り、統計学を身につけることが可能。公式ありきでなく、背景

にある分析の考え方がわかる教科書。A5判 336頁 定価(2,400円+税)1107 978-4-274-06855-3

らくらく図解

統計実力問題集

菅 民郎 著

問題を解くことによって統計学をマスターできる！ 統計学を

理解するには、問題を解くことが近道である。本書は統計学を

理解するうえで最低限必要なものを集めた問題集。まず例題を

理解してから、次に確認問題で例題の理解度をチェックし、最

後にテスト問題に挑戦。例題はかわいいイラストをいれて解き

方をナビゲートし、注意事項や間違えやすいポイントも示す。B5変判 210頁 定価(2,200円+税)1008 978-4-274-06818-8

社会調査のための統計データ分析

廣瀬毅士
寺島拓幸 共編

本書はExcelを中心に汎用的なソフトウェアを用いた、社会調

査データの基礎的な集計と簡単な分析を扱う。その際、社会調

査そのものについての基本知識や社会調査データのデータ型に

ついても随時解説する。「社会調査士」資格に必要な、単位認

定科目【C科目】に対するテキストになるが、文系のためのデ

ータ分析の入門書や統計の入門書としても利用できる。A5判 288頁 定価(2,600円+税)1007 978-4-274-06763-1

ツールとしての統計分析
―Excelの基本からデータ入力・集計・分析まで―

岸 学
吉田裕明 共著

まず、統計学の基礎を解説し、データの取り扱いから処理、仮

説に至るまでの考え方を説明。次に、Excelによる実際の手順

や、調査研究におけるデータ処理のコツ、大規模データの処理

などを解説する。Excelの利点をいかした効率の良いデータの

まとめ方やグラフ表現などの見せ方を説明。日常業務でExcel

を使用する際にも十分に活用できる内容。A5判 320頁 定価(2,400円+税)1003 978-4-274-06796-9

商品企画のための

統計分析
―Rによるヒット商品開発手法―

神田範明 監修

石川朋雄・小久保雄介

池畑政志 共著

Rを使った商品企画システム、Rを使ったポジショニング分析

（回帰分析と因子分析を組み合わせたもの）、コンジョイント分

析などを解説する。Rの操作中心の解説ではなく、Rを使った

商品企画の発想や分析などの考え方を手助けするもの。

A5判 228頁 定価(2,800円+税)0903 978-4-274-06752-5

Excelで実践

仕事に役立つ統計解析

菅 民郎
福島隆司 共著

業務に携わる人に役立つ、Excelを使ったデータ分析書。ビジ

ネス向けの事例を中心に、統計解析の適用例およびExcel上で

の実際の解析の仕方を解説。統計解析の概要を学び、仕事に使

いたい方向けのもの。CD-ROMにはExcel単独では実行できな

い解析用のアドインを収録した。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)0811 978-4-274-06734-1

らくらく図解

アンケート分析教室

菅 民郎 著

アンケート調査は業務、分野を問わずさまざまな場面で行われ

ている。本書はアンケート調査に必要な統計の知識と具体的な

アンケート例によりアンケート調査を学ぶことができる。特に

統計での分析手法がどんなアンケートに向いているかを事例や

図解でわかりやすく解説。

B5変判 288頁 定価(2,600円+税)0709 978-4-274-06693-1

Excelでかんたん

統計分析
―［分析ツール］を使いこなそう！―

上田太一郎 監修

近藤 宏・渕上美喜

末吉正成・村田真樹 共著

Excelの分析ツールは全部で19個ある。本書はその19個の分析

ツールで統計分析を解説するもの。もちろんこの19個があれば

Excelで統計分析の基本的なことはすべて実行できる。本書は

分析ツールの解説だけでなく、基本的な統計の理論も解説して

いくので統計の苦手な方でも読み進められる内容になってい

る。Excel2007にも対応。A5判 272頁 定価(2,800円+税)0708 978-4-274-06691-7
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らくらく図解

統計分析教室

菅 民郎 著

Excelを使えば、データ分析の結果が出力されるが、重要なの

は、その結果の見方がわかり、活用ができること。本書は、解

析手法の選択方法、結果の見方・活用方法を習得し、理論より

実践を学ぶことを目的にしている。統計の初歩から多変量解析

まで幅広く扱い、その内容を視覚的に学ぶことができる。

B5変判 336頁 定価(2,600円+税)0609 978-4-274-06657-3

マンガでわかる

統計学

高橋 信 著
トレンド・プロ マンガ制作

統計の基礎から独立性の検定まで、マンガと文章と例題で理解

させるもの。統計の基礎である平均、分散、標準偏差や正規分

布、検定などを押さえたうえで、アンケート分析に必要な手法

の独立性の検定ができることを目標とする。

B5変判 224頁 定価(2,000円+税)0407 978-4-274-06570-5

マンガでわかる

ナースの統計学
―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 他著

こやまけいこ 作画

ビーコム 制作

ナース（看護師）入職数年目の人たちが、「研究発表」を楽に

行えるように、統計学の基礎知識と研究発表までのプロセスを

マンガを使って分かりやすく解説する。練習問題付き。

B5判 272頁 定価(2,200円+税)0605 978-4-274-06649-8

実用統計用語事典
岩崎 学
中西寛子
時岡規夫 共著

本書は統計を学ぶうえで必要な用語（約1500語）を厳選して紹

介。理工学系の分野以外に経済・経営学分野も取り入れ、分析

する方にとって役に立つ内容。Excelや統計ツールに関する説

明にも触れている。

A5判 544頁 定価(3,200円+税)0403 978-4-274-06554-5

JMPではじめる

統計的問題解決入門

三井 正 著

JMPによる統計的データ分析の方法がわかる本。JMPの操作

手順だけではなく、「どんなときに何をどう使うのか」、「なぜ

その手法が必要なのか」といった根拠を明確に示すことで、基

礎力と同時に応用力を身につけることができる。

B5変判 320頁 定価(3,200円+税)1708 978-4-274-22071-5

例題とExcel演習で学ぶ多変量解析
因子分析・コレスポンデンス分析・クラスター分析 編

菅 民郎 著

因子分析、主成分分析、数量化3類（質的データのときの主成

分分析）、コレスポンデンス分析、クラスター分析、共分散構

造分析を取り上げる。各手法の解説には身近で実践的な例題を

豊富に設け、これについて計算・解釈の方法を、Excelと著者

自ら作成したアドインソフトウェアを活用して詳細かつ実践的

に説明。A5判 320頁 定価(3,000円+税)1702 978-4-274-22022-7

Rによる

データ駆動マーケティング

豊田裕貴 著

本書は、著者オリジナルの手法でマーケティングのデータ分析

の概念・理論をやさしく解説します。特に初心者が陥りやすい

「答えを求めるデータ分析」思考をあらため、「ヒントを求める

データ分析」へと導くとともに、豊富なRによる例題で実践力

を身につけます。

A5判 240頁 定価(2,600円+税)1701 978-4-274-21968-9

例題とExcel演習で学ぶ多変量解析
生存時間解析・ロジスティック回帰分析・時系列分析編

菅 民郎 著

主に医療統計で好んで使われる統計手法を取り上げて解説。

Excelを使って実習することにより、計算が難しいロジスティ

ック回帰分析や生存時間解析などを理解することができる。

A5判 368頁 定価(3,500円+税)1701 978-4-274-22011-1

例題とExcel演習で学ぶ多変量解析
回帰分析・判別分析・コンジョイント分析 編

菅 民郎 著

「予測」の解析に焦点を当てて解説します。各手法の解説には

身近で実践的な例題を豊富に設け、これについて計算・解釈の

方法を、Excelと著者自ら作成したアドインソフトウェアを活

用して詳細かつ実践的に説明を行った。

A5判 424頁 定価(2,800円+税)1611 978-4-274-21965-8

例題とExcel演習で学ぶ実験計画法とタグチメソッド

菅 民郎 著

品質を定量的に扱う品質工学の手法として代表的なタグチメソ

ッドと実験計画法の例題を取り上げてExcelで演習・実践。ま

た、Excelの機能だけできない分析はWebから無償のアドイン

ソフトをダウンロードにより分析できるように配慮。

A5判 296頁 定価(3,500円+税)1611 978-4-274-21966-5
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Excelで学ぶ

時系列分析
―理論と事例による予測― Excel 2016/2013対応版

上田太一郎 監修

近藤 宏 編著

高橋玲子・村田真樹・渕上美喜 他共著

時系列分析の基本概念である「トレンド」「周期変動」「不規則

変動」「季節変動」を中心に、各統計手法の基礎的な事項から

実データによる予測事例までわかりやすく解説していきます。

なお、書籍掲載のExcelシートを用いて、データの予測を実際

にシミュレーションしながら理解できる。

A5判 328頁 定価(3,200円+税)1607 978-4-274-21917-7

経済データの統計学

松原 望 監修
森崎初男 著

経済データを分析する際には、その特徴にあった分布、つまり

対数正規分布を用いると正しい統計的推測ができる。本書は3

部構成で、第1部に経済データの特徴を、第2部に統計学の基礎

と調査の対象となっている集団の特徴、少数の観測値から推測

する統計的推測法を、第3部では回帰モデルで経済予測を実践

的に行えるようになるまでを解説。A5判 384頁 定価(2,600円+税)1408 978-4-274-05020-6

Excelで学ぶ

共分散構造分析とグラフィカルモデリング
―Excel 2013/2010/2007対応版―

小島隆矢
山本将史 共著

『Excelで学ぶ共分散構造分析とグラフィカルモデリング』の最

新版。共分散構造分析は、変数間の因果関係を矢線で表した

「パス図」により、難しい統計モデルをグラフィカルに直観的

にわかりやすく表現したもの。初心者でもわかるように数学の

基礎から詳しく解説している。ExcelマクロがWebからダウン

ロードできる。B5変判 296頁 定価(3,800円+税)1308 978-4-274-06925-3

Excelで学ぶ

多変量解析入門
―Excel 2013/2010対応版―

菅 民郎 著

『Excelで学ぶ多変量解析入門 第2版』のExcel2013/2010対応

版。例題を設け、その例題についての計算方法や解釈の仕方を

説明している。新たにマルチ回帰分析の章を追加。マルチ回帰

分析は重回帰分析や判別分析と同様に、関係式を導き、目的変

数の予測、その予測に重要な影響を及ぼす要因を解明する手

法。B5変判 296頁 定価(2,800円+税)1304 978-4-274-06914-7

Excelで学ぶ

実験計画法
―シックスシグマと重回帰分析―（第2版）

菅 民郎 著

2002年4月発行の『Excelで学ぶ実験計画法 シックスシグマと

重回帰分析』の改訂版。Excel2010/2007に対応し、また例題等

を見直した。実験計画法によってデータ解析をし、例題をEx-

celで解いて、そのデータ結果を考察して学ぶ。データ結果の

見方や計算の仕方は本書の中で随時解説している。

B5変判 320頁 定価(3,200円+税)1209 978-4-274-06895-9

Excelで学ぶ

多変量解析入門
（第2版）

菅 民郎 著

多変量のデータ分析手法の理解のためには、実際にデータを解

析してみるのがよいので、例題を設け、これについて計算方法

や解釈の仕方を説明している。例題も具体的なものにし、Ex-

cel で解くことによって手法を理解できる。Excel 2007対応。

B5変判 304頁 定価(2,800円+税)0711 978-4-274-06708-2

Excelで学ぶ

時系列分析とデータ予測
上田太一郎

渕上美喜

高橋玲子

上田和明 他著

予測するための統計的手法を、平均株価、売り上げ、需要予

測、製品寿命予測等の身近なデータを使ってExcelで解析する。

時系列分析の基本概念である「トレンド」「周期変動」「不規則

変動」「季節変動」を中心に、各統計手法の基礎的な事項から

実データによる予測事例までわかりやすく解説。

B5変判 288頁 定価(3,200円+税)0611 978-4-274-06666-5

Excelで学ぶ

人口統計学

和田光平 著

人口統計学は公開されている集計表を基に様々な分析をするも

のだが、いざ分析しようとしても、独特の指標や計算方法を用

いることになるため、初心者にはかなり難解な内容になってい

る。本書はExcelを使って人口分析の手法を説明し、人口統計

学で使われる難解な専門用語などわかりやすく解説している。

B5変判 248頁 定価(3,800円+税)0609 978-4-274-06658-0

Excelで学ぶ

生存時間解析

打波 守 著

生存時間解析は医療統計学、生物統計学のみならず、工学系の

寿命分析（信頼性工学）、経済学でも使われる統計分析手法。

本書はExcelを使って、生存時間解析をわかりやすく解説した。

Excel による生命表の作成などを具体的に説明している。

B5変判 180頁 定価(3,800円+税)0511 978-4-274-06622-1

Excelで学ぶ

コレスポンデンス分析

高橋 信 著

コレスポンデンス分析と数量化Ⅲ類を解説したもの。コレスポ

ンデンス分析は、対応分析とも呼ばれ、アンケート分析を中心

に広く使われる手法である。CD-ROMには固有値を求めるEx-

celアドインを収録。

B5変判 224頁 定価(3,200円+税)0501 978-4-274-06598-9
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Excelで学ぶ

回帰分析入門
上田太一郎
小林真紀
渕上美喜 共著

回帰分析とは複雑な統計データを、1本の直線だけで読み解く

統計解析手法なので、わかりやすいという特徴がある。本書は

回帰分析の考え方に基づき、多変量解析、数量化理論I類、判

別分析、コンジョイント分析やタグチメソッドなどのデータ分

析の一般的な手法を一通り学習する。

B5変判 288頁 定価(2,800円+税)0401 978-4-274-06556-9

Stataによる計量政治学

浅野正彦
矢内勇生 共著

Stataを使った計量政治学の入門書。計量政治学とは政治現象

の数量データ分析を行うことで、政治における仮説を統計学的

に検証することである。各章ごとに練習問題で、読者が独学独

習できるようになっている。また、計量政治学に関する論文を

仕上げるのに必要な内容を全15章で網羅しており、授業やゼミ

でも使いやすい構成となっている。A5判 336頁 定価(3,200円+税)1302 978-4-274-06910-9

Excelでかんたん

データ分析

河野真紀
河野善仁 共著

本書は、1.データの目的に合わせたグラフを選ぶ、2.データ解

析に役立つデータベース機能を使う、3.予測と要因分析をEx-

cel分析ツールで分析する、4.コンジョイント分析や判別分析を

使ったヒットする商品コンセプトを開発する手法、などをEx-

celで紹介し、解説する。Excelのバージョンは2007に対応。

A5判 304頁 定価(2,800円+税)0910 978-4-274-06779-2

やさしい

実験計画法
統計学の初歩からパラメータ設計の考え方まで

高橋 信 著

本書はタグチメソッドまで含めた実験計画法の入門書である。

統計学を知っていることが前提になるものだが統計の初歩から

解説し、またイラストや図を多く用いることで高度な内容を初

心者でも理解することができる。

A5判 208頁 定価(2,400円+税)0908 978-4-274-06768-6

44の例題で学ぶ

統計的検定と推定の解き方

上田拓治 著

近代統計学に関する研究の中心課題である「仮説検定」と「区

間推定」の理論と解法を集中して解説するもの。各解法には、

例題と解答をわかりやすく説明する。検定・推定の統計的方法

には、数多くの解法が存在していて、データの取り方や諸条件

によって解法がまったく違ってくるため、本書で使い方をてい

ねいに解説する。A5判 228頁 定価(2,600円+税)0905 978-4-274-06760-0

Scilabで学ぶ 統計・スペクトル解析と同定

橋本洋志 著

統計データの解析、処理は、多くの分野（科学、工学、経済、

流通、サービス、社会分析など）で使われており、理系のみな

らず文系にとっても身に付けるべき素養といえる。本書では、

理論をわかりやすく解説するとともに、このノウハウも実践的

に学びたい人のために、Scilabを用いた例を豊富に説明してい

る。B5変判 250頁 定価(2,800円+税)0811 978-4-274-20619-1

経時データ分析
藤越康祝
菅 民郎
土方裕子 共著

経時データとは、多数の個人や患者の同一の特性を時間経過と

ともに、また、異なった条件で、繰り返し測定されたデータを

いう。これらの経時データを解析するための混合効果モデル、

プロファイル分析モデル、成長曲線モデル、拡張成長曲線モデ

ル、線形混合モデルの内容や結果の見方について解説。

A5判 320頁 定価(4,700円+税)0806 978-4-274-06724-2

マンガでわかる

統計学 回帰分析編
高橋 信 著

井上いろは 作画

トレンド・プロ 制作

本書は好評の既刊書『マンガでわかる統計学』の回帰分析編で

ある。回帰分析の基本から類書で解説されることの少ないロジ

スティック回帰分析まで、喫茶店を舞台にしたマンガでやさし

く解説。

B5変判 248頁 定価(2,200円+税)0509 978-4-274-06614-6

マンガでわかる

統計学 因子分析編
高橋 信 著

井上いろは 作画

トレンド・プロ 制作

本書は『マンガでわかる統計学』、『マンガでわかる統計学 回

帰分析編』に続く第3弾。統計分析の一手法である因子分析の

基礎から応用まで、マンガと文章と例題で理解できる。因子分

析は、非常に人気のある分析手法で、特に心理学をはじめ、い

ろいろな分野で活用されている。

B5変判 224頁 定価(2,200円+税)0610 978-4-274-06662-7

Rによる

ノンパラメトリック検定

内田 治 著

Rを使ってノンパラメトリック(non-parametric) 検定を学べ

る書籍。Rを使って問題を解きながらノンパラメトリック検定

について解説。類書にはあまり具体的な解説が少ない正確確率

検定、データ数の決め方については特に丁寧な解説をほどこし

ているところが特長。

A5判 240頁 定価(2,700円+税)1711 978-4-274-22137-8
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Rによる

やさしいテキストマイニング
[機械学習編]

小林雄一郎 著

Rを用いて、機械学習による大規模なテキストデータ解析の手

法などを解説。(1) ウェブからのテキストデータの自動収集、

(2) 分析しやすい「きれいな」データにするための前処理、

(3) 大規模データを解析するための機械学習の手法、(4) 分析

結果を顧客や上司に分かりやすく伝えるための可視化の手法な

どを取り上げた。A5判 256頁 定価(2,800円+税)1709 978-4-274-22100-2

Rによる

やさしいテキストマイニング

小林雄一郎 著

「テキストマイニングに必要な知識とはなんだろう？」という

素朴な疑問に直球でお答えする入門書。テキストマイニング自

体に注力して、わかりやすく解説。単なるツールの説明になら

ないように、言語学や社会調査法の理論についても前半で丁寧

にふれ、さまざまな用途に応じたデータの視覚化手法を盛り込

んだ。A5判 240頁 定価(2,600円+税)1702 978-4-274-22023-4

Rによる実証分析
―回帰分析から因果分析へ―

星野匡郎
田中久稔 共著

「因果分析」を中心テーマに据え、経済学を中心とする社会科

学における回帰分析の「正しい」使い方を徹底解説。巻末の付

録には、統計処理言語Rによるプログラム作例を数多く掲載。

A5判 288頁 定価(2,700円+税)1611 978-4-274-21947-4

The R Tips
（第3版）―データ解析環境Rの基本技・グラフィックス活用集―

舟尾暢男 著

2009年11月発行の『The R Tips 第2版 データ解析環境Rの基本

技・グラフィックス活用集』の改訂版。改訂にあたって、デー

タ解析の内容を抜本的に見直し、グリッドグラフィックスの章

を削り、代わりにパッケージdplyr とggplot2 に関する内容を

新たに追加。

B5変判 440頁 定価(3,600円+税)1610 978-4-274-21958-0

Rで学ぶ

統計データ分析

本橋永至 著

はじめて統計学に触れる読者が、統計学の理論と統計手法の基

礎を習得し、マーケティング分野において活用できる知識を得

ることができます。Rを使ったことがない読者にも対応できる

よう、初歩レベルから解説。必要とされる数学レベルも高校基

礎としており、Rを使ってやさしく統計を理解できます。

A5判 272頁 定価(2,600円+税)1509 978-4-274-21781-4

実践 R 統計分析

外山信夫
辻谷将明 共著

Rおよび統計の基礎から応用まで幅広く学ぶことができ、実務

で遭遇する様々な問題に対処できる一冊。幅広く応用できるよ

うに、できるだけ広範な統計手法を取り上げるた。また、Rか

らの出力結果がブラックボックスとならないよう、Rの出力結

果の「検算」の仕方を示し、計算過程を表した。

A5判 384頁 定価(3,800円+税)1506 978-4-274-21751-7

Rによる項目反応理論
加藤健太郎
山田剛史
川端一光 共著

IRTと言われる項目反応理論は、新しいテスト理論である。大

規模テストにおいて管理・運営・測定・評価の手法として大き

な役割を果たしており、日本にもその手法が定着しつつある。

Rを使って、IRTに関するさまざまな知識の習得を目標に、読

むだけではイメージしにくかったパラメタの推定方法を、手順

を追体験しながら理解することができる。A5判 400頁 定価(3,700円+税)1407 978-4-274-05017-6

Rによる統計的検定と推定

内田 治
西澤英子 共著

本書はフリーの統計ソフト「R」を使って統計学の基礎である

検定と推定を解説するもの。例題形式で、Rを使って問題を解

いていく。もちろんRのコードを見なくても計算式はおってい

けるように解説している。付録にRの統計関数や便利なツール

などを紹介している。

A5判 208頁 定価(2,800円+税)1205 978-4-274-06878-2

Rによる計算機統計学
Maria L.Rizzo 著

石井一夫
村田真樹 共訳

ブートストラップ、ジャックナイフでのモンテカルロ法、パー

ミューテーションテスト、マルコフ連鎖モンテカルロ法などの

高度な統計手法を用いた解析についてきちんと解説し、その使

用法を示した書籍。Rにより、統計学的コンピューティングの

事例によるアプローチで計算統計の古典的な主要問題を解説し

た。全事例にRのコードを付け、R言語の概念を補足した。A5判 464頁 定価(4,700円+税)1105 978-4-274-06830-0

Rによる統計解析

青木繁伸 著

データ解析者にとって、統計学の理論は重要だが、それ以上に

重要なのは、抱えている目的を解決するために、なんらかの統

計解析手法を適用し、結果を求めることである。本書は Rのイ

ンストールからデータの取り扱い方、操作方法、結果の見方、

さらに Rのエラーの対処方法など、Rでデータを解析していく

うえで必要なことを解説する。A5判 336頁 定価(3,800円+税)0904 978-4-274-06757-0

自然科学・科学一般 225



Rによる計量経済学

秋山 裕 著

計量経済学とは、経済データにもとづいて、さまざまな経済の

構造を数量的なモデルとして定式化し、経済理論を検証する学

問。本書は、Rを使った計量経済学の教科書で、Rを使って統

計学の理論や理論経済学を簡潔に解説しながら、Rの手順・ア

ウトプットの解釈を丁寧に解説する。

A5判 340頁 定価(2,800円+税)0901 978-4-274-06748-8

R Commanderハンドブック

舟尾暢男 著

Rは、プログラム経験がないユーザーにとっては敷居の高いも
のとなっている。この欠点を補うべく、Excelのようにマウス
でメニュー選択を行うことでRを操作することができるのが
「R Commander（A Basic-Statistics GUI for R）」である。R本
体とR Commanderのインストール方法から、詳しい機能まで
解説。また多数のコラムも載せ、Rのテクニックや注意点など
を盛り込んでいる。A5判 276頁 定価(3,200円+税)0812 978-4-274-06745-7

プログラミングR
―基礎からグラフィックスまで―

高階知巳 著

Rは、フリーな統計解析ソフトとしてのイメージが強いが、簡

潔で直感的に解法を表現することができるプログラミング言語

としての価値も高い。本書は関数型言語の性質を多く取り入れ

たRのプログラミングと、オブジェクト指向により、情報を可

視化できるグラフィックスを解説。

B5変判 296頁 定価(3,800円+税)0811 978-4-274-06743-3

Rによるやさしい統計学
山田剛史
杉澤武俊

村井潤一郎 共著

『SPSSによるやさしい統計学』のR版。統計学の理論を簡潔に

解説しながら、Rの手順・アウトプットの解釈を丁寧に行う。

具体的には、統計に関する理論をコンパクトに解説→Rでの操

作手順、アウトプットの解釈という流れで本を構成していく。

章末に確認用の練習問題を用意した。

A5判 288頁 定価(2,700円+税)0801 978-4-274-06710-5

Rで学ぶクラスタ解析

新納浩幸 著

R（統計計算などに使われるフリーソフト）を使ったクラスタ

リング手法を解説する。クラスタリングとは検索結果の文脈や

キーワードにより、類似性を持つ1つのまとまり（クラスタ）

にまとめ、自動的に分類する技術。その手法を R で実行して

みせる。また、Rの利用方法やRによるプログラミングを同時

に学ぶことができる。A5判 256頁 定価(3,200円+税)0711 978-4-274-06703-7

SAS Enterprise Guide 時系列分析編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

SAS Enterprise Guide（以下EG）を使って、時系列分析その

ものと、分析用の時系列データの作成や加工について説明。時

系列分析は、統計解析の中でも独特の用語やデータに対する考

え方をもとにしているが、EGの使用により他の解析と同じよ

うに容易にデータの作成や分析を行うことが可能。

A5判 264頁 定価(3,800円+税)1702 978-4-274-22003-6

SAS Enterprise Guide 保健・看護統計編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

SAS社 が開発・販売しているSAS Baseに含まれているEG

（Enterprise Guide）の操作解説書のシリーズで統計学におけ

る基礎事項から応用までを扱っている。本書では、保健・看護

分野でよく利用されている統計解析手法の方法や結果の見方に

ついて説明を行っている。

A5判 280頁 定価(3,800円+税)1610 978-4-274-21948-1

SAS Enterprise Guide 品質管理編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

本書はSAS が開発・販売しているSAS Baseに含まれているEG

（Enterprise Guide）の操作解説書のシリーズで統計学におけ

る基礎事項から応用までを扱う。製造業にかかわる研究者・技

術者および大学生を対象に、品質データの管理に必要な統計学

的手法をわかりやすく解説。

A5判 288頁 定価(3,800円+税)1606 978-4-274-21910-8

SAS Studioによるやさしい統計データ分析

高浪洋平
舟尾暢男 共著

本書は、2015年6月に公開された統計解析ソフトウェアSASの

無 償 版『SAS OnDemand f or Academics/SASUniversity

Edition』をセットアップ方法から紹介し、基本的な使い方を

丁寧に解説。これからSASを始める方のために、コンパクトに

まとまった内容。

A5判 176頁 定価(2,200円+税)1603 978-4-274-21862-0

SAS Enterprise Guide Enterprise Guide＋Enterprise Miner 顧客分析編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

SAS社が開発するSAS Baseに含まれているEnterprise Guide

(EG) の操作解説書のシリーズ「SAS EnterpriseGuide」の第5

弾。顧客分析、マーケティング分析を行うためのデータ整理の

仕方から顧客分析に必要な統計手法を解説。

A5判 280頁 定価(3,800円+税)1602 978-4-274-05070-1
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SAS Enterprise Guide 多変量解析編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

SAS Baseに含まれているEnterprise Guide（EG）の操作解説

書。本ソフトウェアでは、多くの多変量解析手法を実行するこ

とが可能だが、その中からよく使われている手法である、線形

回帰分析、主成分分析、因子分析、判別分析などを取り上げ、

各手法について、その基本的な考え方と実行結果の見方を解説

する。A5判 208頁 定価(2,800円+税)1407 978-4-274-05014-5

SAS Enterprise Guide アンケート解析編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

SAS社が開発・販売するSAS Baseに含まれているEnterprise

Guideの操作解説書のシリーズ。本編では、アンケートの考え

方、回答方法、データの型、データ入力をていねいに解説して

いる。統計の基礎である要約統計量をはじめ、アンケートに必

要な複数回答集計、クロス集計、ノンパラメトリック検定など

も触れている。A5判 224頁 定価(2,800円+税)1404 978-4-274-05007-7

SAS Enterprise Guide 基本統計編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

SASが開発・販売しているSAS Baseに含まれているEnterprise

Guide（EG）の操作解説書で、統計学における基礎事項から応

用までを扱う。基本統計編は、基本的な統計量を算出してデー

タの傾向を把握する方法から度数分布の作成、相関分析、2群

の平均値の差の検定、χ2乗検定などを丁寧に解説する。

A5判 176頁 定価(2,000円+税)1403 978-4-274-06990-1

SAS Enterprise Guide 基本操作・データ編集編

SAS Institute Japan 監修
高柳良太 著

本書はSASが開発・販売しているSAS Baseに含まれているEG

（Enterprise Guide）の操作解説書のシリーズで統計学におけ

る基礎事項から応用までを扱う。この基本操作・データ編集編

は、ソフトの基本操作とデータ分析の仕方を丁寧に解説した。

A5判 208頁 定価(2,000円+税)1401 978-4-274-06930-7

統計を知らない人のためのSAS入門
―Ver.9.3対応版―

大橋 渉 著

本書は、SAS9.3をベースにSASの使い方及び統計の基本を丁

寧に解説している。SAS9.3で強化された大容量データへの対

応をどのように使いこなしていくかを重点的に取り上げてい

る。さまざまな分野で応用できるSASの使い方の基礎をしっか

り説明しているので、より正確な分析を行えるようになってい

る。A5判 256頁 定価(3,000円+税)1211 978-4-274-06905-5

統計を知らない人のためのSAS入門

大橋 渉 著

SAS（バージョン9.1.3）を用いた統計入門書でSASの使い方及

び統計の基本を丁寧に解説する。SASは上級者が用いるもので

あるという認識があるが、統計処理の基本はデータに含まれる

情報を要約し、その解析結果を正しく理解・利用することであ

り、そのために有効なソフトとしてSASは適している。

A5判 224頁 定価(3,000円+税)1006 978-4-274-06814-0

SASによる金融工学

時永祥三
譚 康融 共著

〔目次〕SASを用いた金融工学／SASと金融工学／SASデータ

処理の基本／SASと株式運用／株式運用と投資戦略／株式オプ

ション／SASによる多変量解析／債券運用／債券ポートフォリ

オ／複雑な金融工学理論へのSASの応用／VaRの推定と利用／

クレジットデリバティブ／リアル・オプションと投資選択

B5変判 324頁 定価(3,200円+税)0211 978-4-274-06495-1

SPSSによる実践統計分析
林 雄亮

苫米地なつ帆
俣野美咲 共著

統計ソフトウェアSPSSを用いてデータの計量分析を基礎から

学びます。また、実際の分析の際にはクリックだけで行うより

も、シンタックスを利用した方が効率的、かつ容易であること

がしばしばあるので、SPSSの基本操作と併せてSPSSシンタッ

クスを用いたデータ処理の手順も解説します。

A5判 248頁 定価(3,000円+税)1705 978-4-274-22002-9

SPSSによるロジスティック回帰分析
（第2版）

内田 治 著

SPSSを使ってロジスティック回帰分析とステップワイズ法を

解説。ロジスティック回帰分析は医学や薬学、生物学などの自

然科学だけでなく社会科学の分野でも利用されている分析手

法。最新版のSPSS Ver.23に対応。

A5判 256頁 定価(3,800円+税)1602 978-4-274-21818-7

SPSSによるノンパラメトリック検定

内田 治 著

本書はIBM SPSSを使って問題を解きながらノンパラメトリッ

ク検定について解説したもの。特に正確確率検定、データ数の

決め方について解説していることが特徴。IBM SPSSはバー

ジョン22で解説。

A5判 232頁 定価(2,800円+税)1410 978-4-274-05058-9
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やさしく学ぶ

SPSSによる統計解析

石村光資郎 著

SPSSによる統計解析を学ぶ入門書。SPSSの操作手順をわかり

やすく解説するとともに、母集団の比較、クロス集計表の調査

を経て、回帰分析、因子分析、主成分分析といった主要な統計

解析手法を学ぶことができる。初学者の方でも、本書1冊でア

ンケートの入力・解析方法の選択・出力・解析がひととおり身

につく内容・構成となっている。A5判 304頁 定価(2,400円+税)1408 978-4-274-21584-1

SPSSによる応用多変量解析

三輪 哲
林 雄亮 編著

SPSSを用いて社会科学データや社会調査の多変量解析を行う

ために必要な手法を解説する。最初に統計学の基礎的な解説を

行ってから社会科学で使用頻度の高い統計手法を詳しく解説。

従来の多変量解析手法である重回帰分析をはじめ、その応用の

階層的重回帰分析、曲線関係の回帰分析、ロジスティック回帰

分析、Cox回帰分析などを解説する。A5判 338頁 定価(3,200円+税)1405 978-4-274-05011-4

SPSSによる回帰分析

内田 治 著

SPSSは、IBM社が開発・販売している国内シェアNo.1の統計

ソフト。回帰分析とは複雑な統計データを1本の直線だけで読

み解く統計解析の手法。回帰分析の考え方に基づき、重回帰分

析、主成分回帰（PLS回帰）、ロジスティック回帰、COX回帰

（比例ハザード分析）、判別分析、分散分析などのデータ分析の

一般的な手法を一通り学習する。A5判 224頁 定価(2,800円+税)1308 978-4-274-06916-1

SPSSによるテキストマイニング入門
内田 治
川嶋敦子
磯崎幸子 共著

本書はSPSSを使ってテキストマイニング（IBM SPSS Text

Analytics for Surveys）を解説するもの。テキストマイニング

は膨大なデータや独特の手法（いろいろな手法を組み合わせる

ためアルゴリズムが難しい）を扱うため、SPSSならではの機

能を最大限に生かすことができる。

A5判 256頁 定価(3,200円+税)1206 978-4-274-06889-8

SPSSによるやさしいアンケート分析
（第2版）

小木曽道夫 著

SPSSはIBM社が開発・販売している統計ソフト。本書はSPSS

のバージョンアップに伴い、改訂版として発行するもの。本書

はアンケート収集したデータをSPSSによって集計・分析し、

最後に作表して結果をまとめていく。例題はSPSSに付属して

いるサンプルデータ（人口統計、消費者情報）を使用してい

る。A5判 176頁 定価(2,400円+税)1205 978-4-274-06868-3

SPSSによるやさしい統計学
（第2版）

岸 学 著

SPSSは、IBM社が開発・販売している国内シェアNo1の統計

ソフト。SPSSを使った統計学の基礎を解説した。データ処理

の考え方を中心に、質問紙調査法や実験法を用いて、効率的に

まとめる方法も解説している。改訂にあたってSPSSの新規バ

ージョンでの変更点や因子分析などを追加した。

A5判 232頁 定価(2,400円+税)1205 978-4-274-06870-6

SPSSによる多変量解析
村瀬洋一
高田 洋
廣瀬毅士 共編

SPSSはSPSS社が開発・販売している統計ソフトで国内シェア

はNo.1となる。本書はSPSSを使った多変量解析の入門書であ

る。SPSSの操作テクニックはもちろんのこと、実務で必要な

統計分析の方法もわかりやすく解説。

A5判 360頁 定価(2,800円+税)0712 978-4-274-06626-9

JMPによる統計解析入門
（第2版）

田久浩志
林 俊克
小島隆矢 共著

2002年12月に発行し好評をいただいた『JMPによる統計解析

入門』の改訂版。最新版のJMP6に対応し、新機能を加筆・修

正した。親しみやすい例題を用いて、解析結果の解釈・応用に

重点を置く。とりわけ統計解析の考え方の解説に力点を置き、

数学的な解析は外した。

B5変判 344頁 定価(2,800円+税)0611 978-4-274-06667-2

ぷちマンガでわかる

相対性理論
新田英雄 監修

山本将史 著

高津ケイタ 作画

トレンド・プロ 制作

みんな大好き「マンガでわかる」シリーズが「ぷち」サイズ

に！特殊相対性理論を中心に原理をマンガと平易な文章を使っ

て解説。

A5変判 192頁 定価(1,500円+税)1605 978-4-274-21903-0

ぷちマンガでわかる

物理 [力学編]
新田英雄 著

高津ケイタ 作画

トレンド・プロ 制作

みんな大好き「マンガでわかる」シリーズが「ぷち」サイズ

に！身近な物理現象を例に、力学の基礎を楽しく学習できるよ

うに解説。

A5変判 234頁 定価(1,500円+税)1605 978-4-274-21904-7
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身近な物理の記号たち
―基礎から宇宙まで―

川村康文
坂田英明
松本 悠 共著

高校までに学ぶ物理の主な記号や単位について、その読み方か

ら歴史、使い方などをわかりやすく解説したもの。物理が苦手

だった人も、これから物理を学ぶ学生も、記号や単位をきちん

と読めて使うことができるようになる参考書。

A5判 200頁 定価(2,200円+税)1311 978-4-274-21475-2

宇宙エレベーターの物理学

佐藤 実 著

宇宙エレベーターを題材にした物理学の入門書。宇宙エレベー

ター自体の基礎的な物理学的なメカニズムを学ぶとともに、大

学レベルでの基礎的な物理学習書としても機能する内容となっ

ている。解説については、図表やイラストなどを多用し、力学

の初歩でつまずきやすい概念を丁寧に記述する。

A5判 360頁 定価(2,400円+税)1104 978-4-274-06845-4

宇宙と物理をめぐる十二の授業

牟田 淳 著

元素から宇宙・相対論・量子論など、堅いと思われがちな物理

の内容を「不思議」「ロマンチック」な視点の題材をもとに親

しみやすく解説。親しいながらもしっかりと物理の概念が学べ

るので、高校・大学での一般教養（物理教育）にふさわしい書

籍となっている。巻頭カラー口絵で、美しい画像も豊富に掲

載。学生から社会人まで、誰でもが楽しく学べる一冊A5判 248頁 定価(2,000円+税)1004 978-4-274-06802-7

演習版・微積で解いて得する物理

細川貴英 著

『微積で解いて得する物理』の姉妹書。全国の大学で出題され

た優良問題に詳しく解答。前著との関連を「運動方程式ラビッ

ト」がガイド。「物理」で大学受験する学生、理工系学部に入

学したが「物理」と「微積」を再学習したい大学生のために、

現役大学院生が著したユニークな参考書。「微積で解いて得す

る物理」が好評であったため、演習版を出版。A5判 192頁 定価(1,500円+税)0912 978-4-274-50265-1

マンガでわかる

相対性理論
新田英雄 監修

山本将史 著

高津ケイタ 作画

トレンド・プロ 制作

時間が伸び、長さが縮む相対性理論は取っ付きにくいもの。本

書は、その不思議さを楽しむことを目指して、その中で比較的

数式の扱いが容易な特殊相対性理論を中心に原理をマンガと平

易な文章を使って理解させる。すべてにわたって目に見える現

象を身近なできごとのマンガで展開していき、数式が必要なも

のでも現象でわかるように解説している。B5変判 192頁 定価(1,900円+税)0906 978-4-274-06759-4

マンガでわかる

物理
光・音・波 編

新田英雄 著

深森あき 作画

トレンド・プロ 制作

好評の「マンガでわかる」シリーズの「物理 光・音・波編」。

物理によって現象を理解する面白さを、マンガならではの表現

とストーリーを追うことで自然に学習できるようになってい

る。対象とするレベルは高校物理を想定。

B5変判 256頁 定価(2,000円+税)1511 978-4-274-21820-0

マンガでわかる

物理
力学編

新田英雄 著

高津ケイタ 作画

トレンド・プロ 制作

学校教育での物理は、計算問題を解くことに重点を置くため敬

遠されがちな学問である。本書は、身近な物理現象を例に取り

上げて、物理の苦手な主人公と力学の基礎を楽しく学習できる

魅力的なマンガ版解説書としてまとめている。

B5変判 224頁 定価(2,000円+税)0611 978-4-274-06665-8

微積で解いて得する物理

細川貴英 著

入試問題を用いた演習で理解が深まる。著者ブログ上の確認テ

ストで更なる実践力がつく。多くの学習者がつまずく力学や電

磁気学への微積による解法を、体系的に分かりやすく、読み物

感覚で学べる画期的な学習書。

A5判 288頁 定価(1,700円+税)0903 978-4-274-50218-7

おはなし物理 力学編

塚越一雄 著

センター試験レベルの物理の力学部分に主に焦点を置いてい

る。物理が苦手な人にもわかるように対話形式で語りかけるよ

うに解説を進めていく。またイラストや図を多くして物理の概

念をイメージしやすくしている。

A5判 196頁 定価(1,800円+税)0805 978-4-274-06722-8

クルマでわかる物理学

古川 修 著

本書は、特にクルマやレースカーに関心のある方や、数物科目

に不安をもつ大学生にも、クルマ各部の仕組みが物理や数学の

知識にどう関連づけられて作動するのかを、イラスト・図を多

用してわかりやすくまとめている。各節ごとの演習問題や随所

に散りばめられたコラムなどを通じて、楽しみながら物理学を

学べる。A5判 184頁 定価(2,000円+税)0705 978-4-274-20410-4
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工学系のための物理入門

米田昌弘 著

本書は、工学部の教員が物理を学んでこないまま大学に入学し

てきた学生にわかりやすく教えるという視点で、ポイントを絞

った解説、要点のつかみやすい紙面構成、国家公務員試験の問

題を中心とした豊富な問題量を特長として工学部学部生として

習得しておくべき物理の基本事項を解説する参考書です。

A5判 272頁 定価(2,600円+税)0611 978-4-274-20328-2

ゲームで学ぶ 楽しい物理

加藤徳善 著

基本的に物理が苦手な方、楽しく学びたい方向けに、Javaアプ

レットによるゲーム仕立てのシミュレーションを利用すること

によって、わかりやすく物理の基礎を解説するもの。まず基礎

的な用語や法則を紹介し、その後、Javaアプレットを利用し

て、さらにわかりやすく解説。（CD-ROM付）

A5判 158頁 定価(2,000円+税)0410 978-4-274-19742-0

Excelで学ぶ

基礎物理学
―Excel 2010/2007 対応版―

新田英雄 監修
山本将史 著

本書は2003年6月に発行した『Excelで学ぶ基礎物理学』のEx-

cel2010/2007対応版（OSはWindows7）。理学・工学系の学部

生がいちばん最初に学習する力学に焦点を合せ、物理現象を数

式と対応するExcelによるシミュレーションで疑似実験を可能

する。特に大学での物理にギャップを感じている学生に向け

て、物理理解の入口となるもの。A5判 320頁 定価(2,800円+税)1007 978-4-274-06812-6

新インターユニバーシティ

はじめての力学

堀川直顕 編著

物理現象の基本となる力学について、電気電子情報系の専門課

程での基礎教養として身につけていなければならない知識を学

習するための導入教育用教科書。エネルギーなど力学が電気で

も関係することなどを意識しながら、物理現象を理解するうえ

で必要な数式展開について基本を理解できる。

A5判 168頁 定価(2,300円+税)0907 978-4-274-20736-5

Excelで学ぶ

物理シミュレーション入門

山本将史 著

マイクロソフト株式会社の表計算ソフトExcel 2007に合わせ

て、Excelによる物理計算の手法とVBAを使った物理シミュレ

ーションを解説する。物理シミュレーションとしては主に、振

り子、電気力線、カオス、フラクタル、ケプラーの方程式、量

子力学分野などを扱う。

B5変判 248頁 定価(2,800円+税)0705 978-4-274-06684-9

ぷちマンガでわかる

量子力学
川端 潔 監修

石川憲二 著

柊 ゆたか 作画

ウェルテ 制作

みんな大好き「マンガでわかる」シリーズが「ぷち」サイズ

に。本書は2009年12月発行の『マンガでわかる量子力学』を判

型を変えて出版。魅力的で親しみやすいキャラクターによるマ

ンガ、分かりやすい解説により、量子力学について学ぶことが

できる。

A5変判 256頁 定価(1,500円+税)1606 978-4-274-21909-2

IT Text

ヒューマンコンピュータインタラクション
（改訂2版）

岡田謙一・西田正吾

葛岡英明・仲谷美江

塩澤秀和 共著

「IT Text」シリーズは情報処理学会編集の教科書として、大

学や高専で採用実績を誇ります。本書は人間の感性や認知に関

する基礎知識や対話システムやGUI、インタフェースの評価技

術など、人間とコンピュータの親和性が高いシステムづくりに

必要な技術を解説。スマホ／タブレットなどの話題を盛り込

み、最新技術に対応。A5判 260頁 定価(2,800円+税)1603 978-4-274-21863-7

現代

量子力学の基礎

佐々木昭夫 編著

〔目次〕量子力学の基礎概念／シュレディンガー波動方程式と

その解法／量子力学における演算子と行列力学／原子と量子数

／近似的解法／多粒子系・原子／固体結晶のエネルギー帯構造

／電子輸送現象／物質の磁性／超伝導／電子場および電磁波の

第二量子化／光と物質の間の相互作用

A5判 254頁 定価(3,200円+税)8508 978-4-274-12809-7

マンガでわかる

量子力学
川端 潔 監修

石川憲二 著

柊 ゆたか 作画

魅力的で親しみやすいキャラクターによるマンガ、分かりやす

い解説により、量子力学について学ぶことができる。古くから

の物質、原子、量子の捉え方の変遷から量子力学、そして最新

の考え方までを解説している。

〔目次〕「半分の半分の半分…」は？／原子が「アトム」ではな

くなったとき／原子の中はどうやって探る？などB5変判 256頁 定価(2,200円+税)0912 978-4-274-06780-8

Excelで学ぶ

やさしい量子力学

新田英雄
工藤知草 共著

Excelを使って量子現象をシミュレーションなどで可視化し、

量子力学の基本をなるべくやさしく説明していく入門書。ま

た、ナノテクノロジーやAB効果、量子コンピュータ、真空の

崩壊など、量子力学の最近の話題を理解したい人にも役立つよ

うに配慮している。

B5変判 256頁 定価(2,400円+税)0511 978-4-274-06624-5
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量子物理

望月和子 著

量子力学の基礎と応用面への解説に中心を置いた、高専・大学

の工学部（電気・機械・化学など）の教科書。

〔目次〕量子力学のおこり／Schrödingerの波動方程式／軌道角

運動量／水素原子／調和振動子／近似法／行列力学／Zeeman

効果とスピン／多電子原子／二原子分子／量子統計／結晶中の

電子／散乱／電磁輻射／数表示と第2量子化A5判 296頁 定価(3,500円+税)7406 978-4-274-02017-9

統計力学概説
David Chandler 著

小倉 淑
一柳正和 共訳

原理の理解と、応用までを、モデルを用いながらユニークな切

り口で、かつ簡単明瞭に解説。

〔目次〕熱力学の基礎／相平衡と安定の諸条件／統計力学相互

作用のない（理想的）系／相転移の統計力学／統計力学での

Monte Carlo法／古典流体／非平衡系の統計力学

A5判 270頁 定価(3,301円+税)9011 978-4-274-02183-1

統計力学を学ぶ人のために

芦田正巳 著

統計力学はテーマが多いため、それぞれのテーマの説明がどう

しても短くなりがちである。本書は読んだだけで理解できるよ

う、講義で取り上げられる必要最低限のテーマに絞って徹底的

に解説。式の変形なども一切省略しないので、初心者にも最

適。

A5判 324頁 定価(2,600円+税)0611 978-4-274-06671-9

疑問が解ける

放射線・放射能の本

多田順一郎 著

福島原子力発電所の事故から3年、放射線・放射能の問題は、

長年にわたって取り組むべき課題である。本書は私たちが知っ

ておくべき放射線・放射能についての知識や考えておかなけれ

ばならない問題を、著者の福島での除染や放射線知識の普及の

活動・経験をもとにして、見開き構成で基礎からわかりやすく

解説している。A5判 164頁 定価(1,800円+税)1403 978-4-274-21504-9

放射線計測ハンドブック
（第4版）

Glenn F.Knoll 著

神野郁夫

木村逸郎

阪井英次 共訳

米国で最も使われている放射線計測のテキスト『Radiation De-

tection and Measurement 4th Edition』（Wiley、2010年）の日

本語翻訳版。ここ10年間の放射線計測分野の進展を取り込み、

最新の知識と技術に対応している。同分野の基礎から応用まで

を1冊にまとめた比類なきハンドブック。

B5判 888頁 定価(28,000円+税)1309 978-4-274-21449-3

今知りたい

放射線と放射能
―人体への影響と環境でのふるまい―

藥袋佳孝
谷田貝文夫 共著

今知りたい放射性物質の環境への挙動、生態系への影響がよく

わかる！放射性物質の環境における挙動や生態系への影響およ

び健康問題などを化学や生物学的根拠を元に、正確な知識を一

般の人でもわかるように丁寧に解説したもの。放射線や放射能

の基礎もわかりやすく説明している。

A5判 264頁 定価(2,500円+税)1112 978-4-274-21144-7

放射線・放射能がよくわかる本

多田順一郎 著

福島原発の事故で放射能や放射線について関心が高まってい

る。放射線は目に見えず、人体への影響は長期間を経過しない

と分からないことから、正しく判断できる知識が必要となって

いる。本書は、放射線安全の専門家の立場から、求められる知

識をQ＆A形式でわかりやすく解説した。

四六判 176頁 定価(1,500円+税)1107 978-4-274-21062-4

図解

放射性同位元素等取扱者必携

放射線取扱者教育研究会 編著

放射線の利用・管理に関する昨今の技術的進展や、関連諸法規

等の最新改正を踏まえつつ、放射性同位元素や放射線を取り扱

う際に必要となる正しい知識を体系的かつ平易に解説。わかり

やすい図面を豊富に盛り込んで、基礎から応用事例、参考資料

までを系統的に解説している。初めて放射性同位元素や放射

線・X線を取り扱う際の総合的な参考書。A5判 256頁 定価(3,000円+税)0705 978-4-274-20411-1

絵とき

放射線のやさしい知識

飯田博美
安齋育郎 共著

放射線は、医学上の診断や治療をはじめ、多くの領域で有効に

利用されているが、大きな便益の一方では、潜在する危険に対

して十分な防護上の配慮が必要である。本書は、これらの知識

をだれでも容易に理解できるよう、豊富なイラストを駆使して

やさしく解説。

A5判 184頁 定価(2,600円+税)8405 978-4-274-02090-2

大学院入試合格演習 物理学編

姫野俊一 著

理学系（物理系）・工学系専攻の大学院入試における共通科目

「物理学」の試験対策問題集。全国の国公私立大学の「物理学」

の院試問題の中からよく出る問題を選定して、内容を見直して

類似の演習問題を掲載。それぞれにていねいに解説を加えた問

題集。

A5判 324頁 定価(3,000円+税)1405 978-4-274-21555-1
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教採受験者から現職教員まで

教採問題から読みとく理科
生命・地球編

山下芳樹・秋吉博之

森本弘一・荻原 彰

池田幸夫 共著

教員採用試験のための参考書。過去に出題された問題の「解

説」を具体的な事例を交えながらまとめている。1単元で「実

力チェック」→「活用例題」→「ポイントの解説」→「実践例

題」→「演習問題」と繰り返し行うことで、苦手単元の「理科

の学び直し」ができる。実際の授業を想定した丁寧な解説とな

っているので、教職現場でも役立つ内容。B5判 272頁 定価(2,500円+税)1402 978-4-274-21495-0

教採受験者から現職教員まで

教採問題から読みとく理科
粒子・エネルギー編

山下芳樹

山﨑友紀

池田幸夫

教員採用試験合格のための参考書。過去に出題された問題の

「解説」を具体的な事例を交えながらまとめている。1単元で

「実力チェック」→「活用例題」→「ポイントの解説」→「実

践例題」→「演習問題」と繰り返し行うことで、苦手単元の

「理科の学び直し」ができる。実際の授業を想定した丁寧な解

説となっているので、教職現場でも役立つ内容。B5判 248頁 定価(2,500円+税)1402 978-4-274-21496-7

解くコツがわかる

小学校教員採用試験 理科問題集

松原静郎
岩間淳子 共編

小学校教員志望学生のための採用試験合格を目指す理科の問題

集。過去に出題された問題を分野別（生命・地球・物質・エネ

ルギー・環境・生活）に掲載し、繰り返し「多くの問題を解

く」ことで合格できるようにまとめたもの。

A5判 200頁 定価(2,000円+税)1311 978-4-274-21470-7

すぐに役立つ

研究授業のための学習指導案のつくり方
―中学校理科編―

芝原寛泰

佐藤美子

内山裕之 共編

本書は研究授業に注目し、それに求められる教育効果の高い実

験授業の実施に役立つ実践的な内容に焦点を絞った参考書。校

内での研究授業（年1、2回）では課題の設定も含め、授業案や

指導案の作成、実験の準備などが重荷になっているため、すぐ

に役立つように事例を多く掲載し、授業案や指導案作成のポイ

ントを押さえた内容としている。A5判 280頁 定価(2,800円+税)1307 978-4-274-21408-0

マイクロスケール実験
―環境にやさしい理科実験―

芝原寛泰
佐藤美子 共著

最小限の薬品と器具で化学現象を手軽に理解できる実験！本書

は、実験が苦手、学校の予算の都合で生徒一人一人の薬品や器

具が用意できない、そのような先生方が授業で容易に実践でき

るよう、代表的な実験を小中高の指導要領の範囲でまとめたも

の。また、大学教職課程でのテキストや教育学部の学生の実験

入門書などと幅広く活用できる。B5判 144頁 定価(2,500円+税)1111 978-4-274-21139-3

実験で実践する

魅力ある理科教育
―高校編―

川村康文・長南幸安

秋吉博之

三浦和彦 共編

実験を核に理科教育を構成する事で魅力ある授業を行おうとい

うもの。実験を苦手とする先生の参考書や教職課程のサブテキ

ストとして利用できるよう、実験の準備から手順・考察までわ

かりやすく解説をしている。また、高校物理・化学・生物・地

学・環境の各分野別に126種類もの実験を紹介している。

A5判 276頁 定価(3,200円+税)1106 978-4-274-21044-0

実験で実践する

魅力ある理科教育
―小中学校編―

川村康文・山下芳樹

秋吉博之・荻原 彰 共編

2011年からの指導要領改訂に伴い、小中学校では理科実験が増

え、体験型の学習を強化された。本書は、小中学校の授業で行

う理科実験を取り上げ、実験の準備から実験手順・考察までわ

かりやすく解説をしたもの。授業ですぐに役立つよう各実験を

新指導要領とリンク。

A5判 264頁 定価(2,800円+税)1009 978-4-274-20920-8
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カラー図鑑

世界観賞用野生ラン
唐澤耕司

蘭 思仁

Phillip J. Cribb

陳 心啓 共著

ランは顕花植物中最大の科であり、その数は実に27,000種にも

なる。本書では、選ばれた372属1,833種2亜種28変種のランを

すべてカラー写真とともに、日本語と英語の2カ国語で解説。

ランの種を容易に識別できるよう、それぞれのランを学名のア

ルファベット順で配列し、写真と解説で美しくわかりやすく紹

介。A4変判 528頁 定価(29,000円+税)1703 978-4-274-21997-9

ヘンダーソン生物学用語辞典

Eleanor Lawrence 編
生物学用語辞典編集委員会 責任翻訳

今日の生物科学全分野から22000語以上の見出し語を収録し、

生物学系の学生から学際領域の研究者まで幅広く支持を得てい

るロングセラー生物学用語辞典『Henderson's dictionary of

biology』の英和翻訳版。最新の原書第15版（2011年発行）を

元に翻訳版を刊行。

A5判 990頁 定価(15,000円+税)1209 978-4-274-21189-8

人類遺伝学用語事典

室伏きみ子
滝澤公子 監修

遺伝医療に関わる医学的情報、生殖に関わる問題について、専

門知識を持った人材が求められている。本書では、専門知識の

ない方が適切でわかりやすい対応をすることができるように、

基本的な遺伝学用語を網羅し、実際の遺伝疾患、遺伝診断に関

する用語を充実させ、簡潔に各用語を解説。

A5判 376頁 定価(4,200円+税)0807 978-4-274-20574-3

中国野生ラン図鑑
陳 心啓

吉 占和

羅 毅波 共著

森 和男 監訳

李 樹華 訳

中国科学出版社より刊行された『中国野生羊科植物彩色図鑑』

の日本語版（英日双書）として発行したもの。原書は、中国国

内に自生する野生ランに関する図鑑として、中国語と英語の併

記でまとめられた。本書は、実用的また資料的価値の面からも

高い内容となっている。

B5判 450頁 定価(15,000円+税)0802 978-4-274-20513-2

生命元素事典

桜井 弘 編

生体微量元素を核として、医学、薬学、食品、化学、農学、環

境科学、生命科学、バイオなどの多様な分野が学際領域を形成

している。本書はそれら諸分野の実務者の方々はもちろんのこ

と、専門知識を必ずしも十分には持たない読者にも理解しやす

い内容・記述レベルで生命元素に関する今日の知見を集大成す

る事典である。A5判 454頁 定価(5,000円+税)0603 978-4-274-20197-4

やさしい

ウイルスの基礎知識

岩本愛吉 著

ウイルスとその周辺テーマについて、医学・生物学的基礎知識

からウイルス感染のしくみやエイズなどの感染症、さらに、遺

伝子治療の話題などまで、わかりやすく解説。

〔目次〕ウイルスとは何か／ウイルス感染のしくみ／ウイルス

によるがん／ヒトの病気とウイルス／新興・再興感染症／ウイ

ルスの化学療法とウイルスを用いた遺伝子治療A5判 114頁 定価(1,500円+税)9710 978-4-274-13119-6

遺伝子組み換え食品との付き合いかた
―GMOの普及と今後のありかたは？―

元木一朗 著

近年、遺伝子組み換え食品（GMO）の普及が進んでいるが、

普及推進派、アンチ派による厳しい意見対立があり、冷静な論

争ができない雰囲気になっている。本書では、主に日本におけ

るGMOの変遷と現状、GMOに対しての考え方、今後の課題な

どについて紹介する。これにより、GMOについて考えるため

の知識を、多面的な観点から提供する。四六判 208頁 定価(1,400円+税)1111 978-4-274-06867-6

メイドロボットはどこから生物となるか

夏 緑 著
トレンド・プロ 制作

ライトノベル風の読み物で、わかりやすく「生命の神秘」に迫

るもの。「どこから生物で、どこまでが無生物なのか」という

話題を中心に展開し、高校生物から一歩踏み出し、大学テキス

ト(遺伝学や分子生物学など)への橋渡しをするもの。読み物と

して楽しめる物語と、魅力的なイラストで、解説内容が自然と

頭に入る。四六判 224頁 定価(1,200円+税)0910 978-4-274-06770-9

生命とは？ 物質か！

和田昭允 著

近年、科学にも「感性」が重要となってきており、豊かな感性

と鋭い直感を持つ女性研究者ならではの科学が社会に求められ

ている。この本で、中高の女学生が理系分野への興味をもち、

理系進学でのライフスタイルや将来への考え方をイメージで

き、理系分野への進路・進学を選択する際の手助けとなるも

の。四六判 288頁 定価(1,800円+税)0811 978-4-274-50158-6
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趣味からはじめる

昆虫学

熊澤辰徳 編

より楽しく観察・採集・飼育を行う方法や、新たな発見を世に

発表するための方法をまとめた。美しい昆虫の写真と事例を豊

富に盛り込みながら、楽しみながら昆虫の多様な世界を解き明

かしていく研究の方法を解説。

A4判 168頁 定価(2,600円+税)1606 978-4-274-50583-6

ワークブックで学ぶ

生物学の基礎
（第3版）

Tracy Greenwood・Lissa Bainbridge-Smith

Kent Pryor・RichardAllan 共著

後藤太一郎 監訳

ニュージーランドBIOZONE社の生物学教科書『IB Biology』

と『Senior Biology』の抜粋翻訳書。イラストや写真が豊富で、

生物学の基礎から人の健康まで幅広い内容を網羅。各トピック

が解説と演習問題を含む1-2ページ構成のため柔軟な授業の組

み立てが可能。

A4判 320頁 定価(3,200円+税)1510 978-4-274-50585-0

ワークブックで学ぶ

生物学実験の基礎
Tracey Greenwood・Lissa Bainbridge-Smith

Kent Pryor・RichardAllan 共著

後藤太一郎 監訳

ニュージーランドの生物学教科書『Senior Biology』の抜粋翻

訳。生物学の基礎から人の健康まで幅広い内容を扱っている。

各項目は解説と演習問題を含む1-2ページの構成でまとめてい

る。本ワークブックはテキストとして授業で活用するだけでな

く、学生自身が予習や復習によって学習内容を整理して確認す

ることにも役立つ内容。A4判 160頁 定価(2,300円+税)1410 978-4-274-50513-3

応用生物学入門

平林公男
白井孝治 共編

生物学の基礎と、環境、およびバイオマス・生物資源の利用に

ついて、各分野の重要かつ基礎的な内容を網羅し、統括的な考

え方および見方を解説した応用生物学の入門書。基本的な内容

を充実させることで短大や大学の初学年生の講義にも利用でき

るよう配慮し、コラムでは各研究分野の最前線のトピックを紹

介することで若い方々に研究の面白さが伝わるようにした。A5判 250頁 定価(2,400円+税)1012 978-4-274-20974-1

入門

ケミカルバイオロジー

入門ケミカルバイオロジー編集委員会 編

ケミカルバイオロジー（化学生物学）とは、化学の技術・論法
を生かした生命現象を探る新しい考え方である。現在までに、
専門家を対象とした書籍、専門誌の特集号などは刊行されてい
るが、入門書や気軽に楽しめる読み物は存在しない。本書で
は、化学や生物学に興味をもつ学生（大学の教養課程〜高校
生）、社会人を対象に、ケミカルバイオロジー研究の過去、現
在、未来について解説していく。A5判 192頁 定価(1,800円+税)0809 978-4-274-50197-5

ベーシックマスター

発生生物学
東中川徹
八杉貞雄
西駕秀俊 共編

生命現象の根幹をなす発生生物学に関して、基本となる考え
方、用語を解説している。項目ごとにポイントをわかりやす
く、図や表を多用して説明し、初めて発生生物学を学ぶ読者に
も理解でき、さらに、さまざまな分野の応用研究に取り組むた
めの下地となる知識を確実に身につけられる構成となってい
る。また、演習問題が充実しているので、教員にとっても非常
に教えやすい本格的な教科書。A5判 368頁 定価(3,800円+税)0809 978-4-274-20599-6

生物統計学入門
上村賢治
高野 泰
大森 浩 共著

多くの学生が苦手とする実験データの統計処理に関して、本書
のパート 1では高校レベルの数学で理解できるように、やさし
くわかりやすくまとめ、例題を使った記述となっている。パー
ト 2では、パート 1の基になっている学問としての生物統計学
をまとめてあり、生物統計処理の本質を理解するのに役立つ。
また、付録では丁寧な術語の説明や歴史的な経緯がまとめられ
ている。A5判 292頁 定価(2,800円+税)0808 978-4-274-20587-3

バイオサイエンス

バイオサイエンス研究会 編

今日のバイオサイエンス、バイオテクノロジーの全体像を正し

く理解できるように、『基礎編』（9章構成）、『応用編』（12章構

成）、『バイオ社会編』（8章構成）の3編29章構成で、バイオサ

イエンスの基礎理論や原理から、最新バイオテクノロジーの先

端技術までをわかりやすく解説。

A5判 384頁 定価(3,500円+税)0705 978-4-274-20392-3

これだけは知っておきたい図解

バイオサイエンス

江島洋介 著

生物学の基本的な知識を持ち合わせていないために、最近のト

ピックスであるゲノムや、タンパク質に関連した話題をスムー

ズに理解できないことがある。そこで本書は、バイオサイエン

スに関する基本的な知識から最新のトピックスまでをQ&A方

式、見開き2ページで記述し、本質的な知識を手軽に習得でき

る書籍としてまとめてある。A5判 184頁 定価(2,400円+税)0404 978-4-274-19728-4

Excelで学ぶ

食品微生物学
―増殖・死滅の数学モデル予測―

藤川 浩 著

食品の安全確保が危機管理の面からも重要なファクターであ

る。食品を汚染する微生物が食品の製造及び流通過程でどのよ

うに増殖するかあるいは殺菌されるのかを数学モデルを使って

解析・予測できる。シミュレーションには手軽なExcelを使用。

すぐに実行できる。

A5判 264頁 定価(4,200円+税)1512 978-4-274-21821-7
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微生物の力で健康づくり

井上真由美 著

「微生物と共存し、微生物の持つすばらしい性質を上手に活か

し、私たちの生活を豊かにしていこう」という観点から、いま

微生物について何がわかっており、何がわかっていないか、私

たちの生活の中で微生物がどのように関わってくるのか、暮ら

しの中で本当に考えていかなければならないことは何かやさし

くわかりやすく解説。四六判 192頁 定価(1,500円+税)9906 978-4-274-02398-9

図解

応用微生物の基礎知識

小崎道雄 監修
西山隆造 著

高校・短大・専門学校等で応用微生物を学ぶ学生のために、体

系的な構成で、しかも内容の重点を日常生活の身近な事例をも

って解説するとともに、図や写真を豊富に用いて、見ながら理

解できるよう工夫された参考書である。

〔目次〕緒論／微生物の種類／微生物の一般的生理／微生物の

酵素および代謝／応用微生物の利用／他A5判 184頁 定価(3,100円+税)8102 978-4-274-11924-8

図解

微生物学入門
掘越弘毅 編

井上 明

中島春紫 共著

微生物の有効利用など、多くの読者にとって興味深い内容を、

立体的な 2色の図を多く用いてわかりやすく記述した格好の入

門書。また、現在の生命科学の主流である分子生物学的な視点

や、遺伝子工学的な内容も網羅してある。さらに、微生物の研

究法を記述することにより、微生物に対するさまざまな見方を

提供している。A5判 192頁 定価(2,800円+税)0904 978-4-274-20698-6

ベーシックマスター

微生物学

掘越弘毅 監修
井上 明 編

本書は主に大学1・2年生を対象として、微生物学を基礎からて

いねいにまとめている。関連分野が多岐にわたる微生物学のポ

イントを絞って解説し、演習問題を充実させることで確実に知

識を身につけられる構成となっている。また実際の産業応用

や、注目の極限環境微生物についても触れ、微生物学を楽しみ

ながら学ぶことができる。A5判 308頁 定価(3,500円+税)0611 978-4-274-20321-3

Brock

微生物学

MichaelT.Madigan 他著
室伏きみ子 他監訳

原書「Brock Biology of Microorganisms」は、1970年に初版を

刊行して以来、2000年には第9版が刊行された。全体を24章に

分割し、基本的知識の整理から最新技術に関する各種情報の解

説までを、実務上有用な側面も含め体系的に記述している。付

録として、当分野で理解が必須となる各種計算式や専門用語の

簡明な解説も収録。A4判 1,072頁 定価(18,000円+税)0304 978-4-274-02488-7

カラーアトラス

環境微生物

山﨑省二 編

環境中の真菌類と細菌類について、代表的な種の概要を写真と

共に紹介。さらに、各種の測定方法を手順を追って図解するこ

とにより解説。昨今、室内環境を健全に保つ健康・環境志向へ

の社会的関心が高まりを見せているなかで、バイオサイエン

ス、医療分野だけでなく、建築、精密工学など様々な領域で微

生物と関わりを持つ実務者や学生におすすめ。B5判 164頁 定価(4,900円+税)0212 978-4-274-02490-0

環境微生物の測定と評価

山﨑省二 編

環境中の微生物、特に真菌類と細菌類について、各種の測定方

法や評価方法を平易に解説している。最新の規格・基準や法律

との関わりも含めて体系化している。巻末付録として、実務に

直結する種々の微生物操作マニュアルを収録している。バイオ

サイエンス、医療分野だけでなく、様々な領域で微生物と関わ

りを持つ方々におすすめ。B5判 262頁 定価(3,800円+税)0112 978-4-274-02463-4

ベーシックマスター

生態学

南 佳典
沖津 進 共編

Introductionで、生態学の基礎的な用語、考え方についてわか

りやすく総説し、Introductionで触れた内容が、Chapter1以降

のフィールドごとの具体例・生のデータを使ってより実践的に

学べる構造となっている。生態学の基礎知識を、豊富な実例を

用いて解説するとともに、実際にフィールド研究を行う際の手

引き書としても利用できる。A5判 330頁 定価(3,500円+税)0702 978-4-274-20342-8

光バイオインダストリー
―光応用による生物反応の制御―

照明学会 編

生物と光放射との関係、光放射源の特性、光放射の計測などに

ついての研究成果をまとめ、さらに現状における応用技術の展

開を具体的にまとめた。

〔目次〕光バイオインダストリーの基礎と現状／光放射源とそ

の特性／光放射の計測／バイオインダストリーの展開

A5判 386頁 定価(8,252円+税)9204 978-4-274-02227-2

人工光型植物工場
―世界に広がる日本の農業革命―

古在豊樹 著

環境、食料、資源の3つの課題は、同時並行的に解決すること

が求められている。有用なものは「植物工場」である。本書

は、「閉鎖型」植物工場の概念と方法論を一歩前進させた「人

工光閉鎖型植物工場」について、投入資源の利用効率、ヒート

ポンプの多目的利用、電力消費量算定法、光合成・呼吸・蒸散

の基礎知識と測定法などを解説する。A5判 240頁 定価(2,800円+税)1203 978-4-274-06880-5
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バイオメカニクス
―機械工学と生物・医学の融合―

立石哲也 著

本書は、「バイオメカニクス」という一大学際領域を正しく理

解するための基礎知識と最新知見とを一冊の書籍にまとめるも

の。生体硬組織、特に骨格系の生体力学を中心に、新知見を積

極的に盛り込みわかりやすくまとめた。また、付録として、バ

イオメカニクスの学際領域で用いられる単位換算の解説と、約

220語に及ぶ重要語の解説を収録している。A5判 200頁 定価(3,500円+税)1007 978-4-274-20895-9

太陽光型植物工場
先進的植物工場のサステナブル・デザイン

古在豊樹 編著

「太陽光型植物工場」は「完全制御型植物工場」に比べ、初期
導入コストが低く抑えられ、新規参入が容易であることが上げ
られる。省資源・環境保全、安全・安心・健康に配慮し、しか
も生産性が安定して高く、さらには、社会に広く受け入れられ
るようなサステナブル（持続可能）な植物工場がなぜ必要とさ
れ、どのようにデザインし、どのように利用すればよいかを解
説した。A5判 224頁 定価(2,800円+税)0911 978-4-274-06787-7

完全制御型植物工場

高辻正基 著

LEDや蛍光灯利用の植物工場が実用化され始めたことと、ま

た残留農薬の基準が決まり海外で生産された安価な野菜の輸入

が減少していることで、植物工場は脚光を集めている。本書

は、植物工場の仕組みや最近の状況、実際に導入した場合の採

算性について、わかりやすく解説する。

A5判 140頁 定価(2,000円+税)0711 978-4-274-20472-2

ナノテクノロジー基礎シリーズ

バイオナノテクノロジー

堀池靖浩
片岡一則 共編

バイオナノテクノロジーについて、バイオMEMS、μ-TAS、

Lab-on-a-chipなどの分析・診断技術、ドラッグデリバリやバ

イオセンサなどの医学薬学的応用までを解説。

〔目次〕バイオナノテクノロジーとは／バイオのナノ構造／生

体分子の超分子化／バイオミメティックス／バイオセンシング

／バイオMEMS／他A5判 232頁 定価(3,000円+税)0309 978-4-274-19709-3

やさしい

細胞の科学

室伏きみ子
小林哲幸 共著

生物の基本単位である細胞について最新の分子生物学、免疫

学、老化や死、環境問題などとの関わりのもとに、現在の細胞

科学の全体像に迫る内容を図解で解説。

〔目次〕細胞の誕生と進化／原核細胞と真核細胞／細胞を作る

物質／遺伝情報としてのDNAと遺伝のしくみ／DNAの複製と

修復／DNAからタンパク質へ／他A5判 228頁 定価(2,500円+税)9903 978-4-274-13174-5

これだけは知っておきたい図解

細胞生物学

江島洋介 著

細胞生物学の基本的な知識から最新のトピックスまでをQ＆A

方式で、図表を多数用いてまとめた。素朴な疑問に対する平易

な解説と、一歩踏み込んだ解説を併記、細胞生物学の用語をな

るべく網羅し、日本語と英語の両方を示している。また、研究

における基本的な実験手法・技術もまとめた。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)1109 978-4-274-21085-3

これだけは知っておきたい図解

細胞周期

江島洋介 著

生殖、分化、増殖、がんなど、生物の基本的な現象に深くかか

わる細胞周期に関して、基礎的な知識から最新のトピックスま

でをQ＆A方式、図表を多数用いて解説し、本質的な知識を手

軽に習得できる書籍としてまとめてある。た。

A5判 224頁 定価(2,800円+税)0710 978-4-274-20466-1

ベーシックマスター

細胞生物学

尾張部克志
神谷 律 共編

生命科学を学ぶうえで基礎となる細胞生物学に関して、基本と

なる考え方、用語をていねいに解説している。項目ごとにポイ

ントをわかりやすく、図や表を多用して説明しているので、初

めて細胞生物学を学ぶ読者にも理解でき、さらに、その後のさ

まざまな分野の応用研究に取り組むための下地となる知識を確

実に身につけられる構成となっている。A5判 338頁 定価(3,600円+税)0908 978-4-274-20744-0

図解

植物分子細胞生物学

芦原 坦
作田正明 共編

植物の機能的側面を細胞レベル・分子レベルで捉え、基礎的知

識（第I編としてまとめた）とその応用（植物バイオテクノロ

ジー：第II編としてまとめた）とを、図解によりわかりやすく

解説する入門書である。発展の著しいバイオインフォマティク

スに関しても、実例を挙げつつ、ビジュアルに解説しており、

基礎から応用までが体系的に理解できる。A5判 170頁 定価(2,500円+税)0405 978-4-274-19729-1

ベーシックマスター

分子生物学
（改訂2版）

東中川徹

大山 隆

清水光弘 共編

〔目次〕核酸とタンパク質／ゲノム／組換えDNA技術／セント

ラルドグマ／DNA複製／転写の調節／RNAプロセシング／翻

訳の調節／翻訳後調節／DNAの損傷、修復／ウイルスとファ

ージ／細胞周期と細胞分裂／動くDNA／機能性RNA

A5判 460頁 定価(4,000円+税)1310 978-4-274-21468-4
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マンガでわかる

分子生物学
武村政春 著

咲 良 作画

ビーコム 制作

大好評「マンガでわかる」シリーズ。生命現象を引き起こす仕

組みを分子レベルで解明する「分子生物学」のミクロの世界

を、マンガの主人公達とバーチャル体験できるストーリーの中

で、無理なく学習することができる。

B5変判 256頁 定価(2,200円+税)0801 978-4-274-06702-0

これだけは知っておきたい図解

分子生物学

江島洋介 著

分子生物学に関して、基本的な知識から最新のトピックスまで

をQ＆A方式、図表を多数用いて解説し、本質的な知識を手軽

に習得できる書籍としてまとめてある。＜特長＞①素朴な疑問

に対する平易な解説。②分子生物学の用語をなるべく網羅し、

日本語と英語の両方を示す。③分子生物学における基本的な実

験手法・技術を示す。A5判 216頁 定価(2,800円+税)0508 978-4-274-20117-2

生命を学ぶタンパク質の科学

池内俊彦 著

生命現象の種々の局面で重要かつ基本的な役割を果たしている

各種のタンパク質について、イラストでわかりやすく解説する

入門書。構造や機能という側面だけでなく、進化や分類、発生

や免疫などとの関わりについても相互に関連づけて体系的に解

説している。

A5判 152頁 定価(2,500円+税)9904 978-4-274-13173-8

図解

生命科学

室伏きみ子 著

生命科学の基礎部分を、図解でわかりやすく解説するととも

に、コラムとして最新の情報を盛り込み、これから生命科学を

学ぼうとする方はもちろん、生命科学に関心のある一般の方か

ら、医療・看護・福祉関係の現場で活躍中の方まで、幅広く読

んでいただけるようにまとめている

A5判 240頁 定価(2,500円+税)0909 978-4-274-20761-7

マウス実験の基礎知識
（第2版）

小出 剛 編

マウス実験初心者のための入門書。マウスの飼い方、体の構

造、生活環、発生ステージ、系統、遺伝学、利用できるインタ

ーネット情報など、実験を行う前に得ておくべきマウスについ

ての基礎知識を網羅。第2版では「マウスの体外受精法」「トラ

ンスジェニックマウスの作製法」など最新の話題に加え、より

広範囲にマウス実験の領域をカバーした。B5判 224頁 定価(3,800円+税)1306 978-4-274-50457-0

おもしろ遺伝子の氏名と使命

島田祥輔 著

遺伝子研究が進展する過程で、数多くの新しい遺伝子やその突

然変異体が発見されており、なかには一風変わった名前のもの

もある。これは発見者が好きに名付けてよいこととなっている

ためだ。本書は、おもしろい名称を持つ遺伝子（機能面で珍し

いものも含む）を収録し、その名前の由来、働き、機能など

を、豊富なイラストや写真とともに紹介する。A5判 172頁 定価(1,800円+税)1304 978-4-274-21365-6

遺伝子力
―ヒトを支える50の遺伝子―

システム薬学研究機構 編

生命誕生から現在に至るまで、わたしたちをかたち作っている

遺伝子を、医学分野での科学的根拠をベースに見開き2ページ

単位でやさしく紹介。さらに遺伝学関係の研究情報も紹介。

〔目次〕縁結びの遺伝子／性を決める遺伝子／Rh式血液型を決

める遺伝子／寒さと闘う遺伝子／ミルクが飲める遺伝子／子ど

もの成長を支える遺伝子／体型を決める遺伝子／他A5判 146頁 定価(1,800円+税)1102 978-4-274-20986-4

これだけは知っておきたい図解

ジェネティクス
―新しい遺伝学がわかる―

江島洋介 著

遺伝学に関して、基本的な知識から最新のトピックスまでをQ

＆A方式で、図表を多数用いて解説し、本質的な知識を手軽に

習得できる書籍。

〔目次〕遺伝学の基礎／DNA、遺伝子、ゲノム／遺伝の分子機

構／集団と進化の遺伝学／遺伝学からみた生命現象／遺伝学の

基本技術とモデル生物A5判 226頁 定価(2,800円+税)0911 978-4-274-20795-2

図解

遺伝子の調節機構
―λファージの遺伝子スイッチ―

Mark Ptashne 著
堀越正美 訳

原書である「Genetic Switch」は、初版発行以来、分子生物学

領域の定本的ロングセラーとして好評を博している。原書第3

版「Genetic Switch? Phage Lambda Revisited」に基づく新し

い翻訳書で、分子生物学とは専門分野を異にする研究者・技術

者なども含めて、専門的な知識を十分に持たない方々でも理解

できるように平易にまとめられている。A5判 236頁 定価(3,300円+税)0604 978-4-274-20230-8

図解

遺伝子クローニングとDNA解析
T.A Brown 著

太田次郎 監訳

箕輪明子 他著

遺伝子工学の研究は近年盛んに行われてきており、そのなかで

も遺伝子、DNAに関する研究成果は多方面で期待されている。

これらの研究の基本となるのが遺伝子クローニングの技術であ

る。本書は、DNAと遺伝子についてのすべての主要な概念を、

図・具体例を豊富にとりあげて、難解な専門用語を避けて最初

の原理から解説している。B5判 308頁 定価(4,200円+税)0308 978-4-274-19707-9
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絵とき

植物生理学入門
（改訂3版）

山本良一 編著

井上雅裕・宮本健助

曽我康一 共著

植物生理学の基礎について、図やイラストを使ってわかりやす

く解説した学部学生用教科書。今回の改訂にあたっては、章構

成自体を見直し、記述内容もブラッシュアップして、より使い

やすく、学習しやすい内容とした。

A5判 250頁 定価(3,400円+税)1610 978-4-274-21927-6

ベーシックマスター

植物生理学
塩井祐三
井上 弘
近藤矩朗 共編

生命科学を学ぶ上で、基礎となる植物生理学に関して、基本と

なる考え方、用語を丁寧に解説している。項目ごとにポイント

をわかりやすく、図や表を多用して説明しているので、初めて

植物生理学を学ぶ読者にも理解でき、さらに、その後のさまざ

まな分野の応用研究に取り組むための下地となる知識を確実に

身につけられる構成となっている。A5判 392頁 定価(3,800円+税)0902 978-4-274-20663-4

基礎から学ぶ

神経生物学

岡 良隆 著

脳・神経科学を学ぶ大学生、若手研究者向けのテキストとし

て、基礎的な知識をまとめた入門書。脳、神経細胞の構造、神

経系の情報伝達から学習、行動までコンパクトにまとめ、初学

者にも読みやすいように、図やイラスト、写真を効果的に用い

て解説した。また、脳・神経科学に関連する主要な研究手法に

ついてもふれ、研究に役立つ知識を盛り込んだ。A5判 320頁 定価(3,600円+税)1205 978-4-274-21195-9

オープンソースで始める

ゲノム・プロテオーム・メタボローム解析

樋口千洋 著

オミクスを研究するには、必要に応じて、バイオインフォマテ

ィクスやケムインフォマティクスそしてデータベースやインタ

ーネットなどのIT を駆使して取り組む必要が生じてくる。そ

こで、本書はこれら全てを網羅的に扱い、ゲノムスケールのデ

ータ解析の研究に役立つようにした。

B5判 400頁 定価(5,800円+税)0902 978-4-274-06756-3

医学・バイオ系のためのFig.作成ガイド
―論文・プレゼンに役立つPhotoshop/Illustrator活用法―

吉田勝久 著

画像解析に適した画像データの取扱いから、論文・プレゼンテ

ーションに用いるイラストやグラフの作成まで、研究者が知っ

ておきたい、Fig.の作成に関する心構えとテクニックをていね

いにまとめている。従来のグラフィックソフトのマニュアルに

はない、「研究者のための」役立つトピックが満載。

B5判 194頁 定価(3,000円+税)0711 978-4-274-20479-1

バイオプログラミング
―バイオインフォマティクス演習―

松尾 洋 著

表面的な知識やテクニックではなく、基礎的かつ本質的な内容

で構成されているので、バイオ系の学生はもとより、今まで興

味を持ちつつもきっかけがなかった情報系の学生・大学院生を

はじめ、システムエンジニアなどの実務者にも魅力ある書籍と

してまとめられている。

B5判 326頁 定価(4,300円+税)0505 978-4-274-20057-1

ゲノミクス・プロテオミクス・バイオインフォマティクス入門
A.Malcolm Campbell 他著

松尾 洋 監訳
佐藤洋一 訳

ゲノミクス、プロテオミクス、バイオインフォマティクスの他

に、統計解析など周辺分野の様々な知識・技術を効率良く網羅

し、基礎から専門的な内容までを無理なく学習できるようにま

とめてある。

B5判 434頁 定価(5,800円+税)0406 978-4-274-19732-1

バイオインフォマティクス・コンピューティング
Bryan Bergeron 著

清水謙多郎
中村周吾 監訳

バイオインフォマティクスは、解明された大量のDNA配列の

処理やその中から創薬などに使える情報を見つけ出すためなど

の技術として、研究者・技術者に不可欠な技術となっている。

本書は、薬学や生命科学の学生・研究者を対象として、バイオ

インフォマティクスのための計算機科学からバイオインフォマ

ティクスのテーマ・技術全般を解説。B5判 368頁 定価(4,700円+税)0403 978-4-274-19725-3

バイオインフォマティクスのための

プログラミング入門

藤宮 仁 著

これからのポストゲノム時代を生き抜くには、バイオサイエン

スと情報処理の両方の知識と技術をもっている必要がある。そ

こで、バイオサイエンス系の技術者・研究者・学生向けに、

BLAST検索やホモロジー解析を自動化するプログラム開発を

通じて、プログラミングの基礎を解説し、研究が効率良く進む

方法をまとめている。B5判 194頁 定価(3,200円+税)0312 978-4-274-19714-7

医療・福祉に携わる人のための

医療用語辞典

伊藤典子 編

昨今、医師に代わって文書を作成する医師事務作業補助者の重

要性が増している。こうした背景から、実際に医療現場、また

福祉分野で使用される用語を「医療」「調剤」「介護」に分けて

解説し、教育分野での活用はもとより、実務現場で役立つため

に必須の専門用語を厳選して掲載したハンディタイプの用語

集。B6判 260頁 定価(1,800円+税)1411 978-4-274-21657-2
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感染症事典

感染症事典編集委員会 編

本書は、医療系の専門資格取得を目指す人や、各種の施設の管

理実務に従事する方、医学・看護学・薬学・福祉・微生物学な

どの分野の学生を対象に、各種の感染症について、感染経路、

症状、発症メカニズム、治療法、予防法、文献等を病原体ごと

に系統的・定型的にまとめ、わかりやすく解説している。

A5判 592頁 定価(8,000円+税)1201 978-4-274-21135-5

サプリメントデータブック

吉川敏一
桜井 弘 編

国内のサプリメント市場は急速に成熟しつつあり、食品業界や

化粧品業界、医薬品業界などから多くのメーカーが参入してき

ている。本書は、サプリメントの開発等に関わる技術系の担当

者、研究者、学生等を読者対象として、サプリメントの基礎知

識と各種関連データとを1冊にまとめるデータブックである。

A5判 448頁 定価(5,000円+税)0503 978-4-274-20049-6

医薬英語論文英借文用例辞典

佐藤洋一 編著

「科学技術英語論文英借文用例辞典」の医薬版。英文は英語論

文作成のニーズが高い医薬分野（主に医学、薬学、バイオテク

ノロジー、ライフサイエンスなど）に関連したもの。本書の最

大の特徴は、真似るための元になる英文データベースが整理さ

れている点。CD-ROMには3,000以上の用例を収録。

A5判 236頁 定価(5,000円+税)1109 978-4-274-21076-1

語源と組立からわかる

医学・生命科学の英単語らくらくマスター

山本良一 著

医学・自然科学分野の専門的な英単語には、語の構成に法則性

があり、接頭辞・語幹・接尾辞をマスターすると、未知の語句

に遭遇しても応用が利くようになる。そこで、本書では、医

学・生命科学分野の英単語に関して、その語源をラテン語やギ

リシャ語まで遡って理解し、語句の成り立ちを学ぶことで、専

門用語の英単語を体系的にマスターすることを目指している。A5判 208頁 定価(2,200円+税)1101 978-4-274-20976-5

実践！

メディカル英語

小澤淑子 編

医療・看護・福祉系（コメディカル）分野で日常的に使われる

英語表現について、専門知識を題材に用いて、わかりやすくか

つ実践的に解説する参考書である。全体を 14の章に分け、各

章を STEPや TASKに細分化・系統化し、演習形式で知識が身

につくところが第一の特長である。

A5判 208頁 定価(2,800円+税)0904 978-4-274-20694-8

医療英語表現辞典
Peter Gross 著

Daniel C. Baumgart 執筆協力
垣内史堂 監訳

本書は定本ロングセラー『Sprachkurs Medical English』の翻

訳版。臨床の場面に応じた実戦的な英語表現と、海外で医師と

して働いたり、医学を学んだりするための予備知識、英語論

文・英語スピーチの書き方・まとめ方などを、見開き対向対訳

形式で盛り沢山に収録している。

A5判 254頁 定価(3,800円+税)0705 978-4-274-20394-7

よみがえる心臓
―人工臓器と再生医療―

東嶋和子 著

わが国の人工心臓の開発をリードしてきた研究者たちへの取材

を重ね、開発の歴史を紐解くとともに、移植医療との連携技術

など最近の人工心臓技術についてわかりやすく解説。さらに、

人工心臓をとりまく社会環境の変化などをレポートする。

四六判 280頁 定価(2,000円+税)0704 978-4-274-50136-4

みんなの健康
―食品・化学の基礎知識―

山本義史 著

健康をテーマとし、健康と病気に関する家庭の常備読本。ガン

については、その発生機構をはじめ、食品類に含まれる発ガン

性物質の検討や、食品そのものが持つ制ガン効果について、詳

細に解説。食品、薬品等々の健康と病気に関する一般的な話

題、疑問に対し、日常生活を例示しながら答える。

A5判 180頁 定価(1,900円+税)0606 978-4-274-50086-2

メディカルマスター

解剖学

佐藤達夫 監修
大谷 修 著

これからの医療は、さまざまな医療職の方々とスムーズにコミ

ュニケーションを取れることが非常に重要である。それを円滑

に行うには、解剖学、生理学など、基本となる知識や技術を有

していることが前提になる。本シリーズは、そのための知識や

技術を修得でき、さらに次のステップに進むための最初の一歩

を提供することを目標にしている。A5判 250頁 定価(2,400円+税)1311 978-4-274-21422-6

マンガでわかる

基礎生理学
田中越郎 監修

こやまけいこ 作画

ビーコム 制作

看護系または医療系に関わる人にとって、人体のしくみや機能

を学ぶ生理学は外せない基本の学問だ。本書ははじめて生理学

を学ぶ人にでも理解できるようにやさしく解説。心臓のリズム

はどうなっているのか、体液とむくみの関係は？ など、マン

ガを読みながららくらく楽しみながら理解することができる。

B5判 232頁 定価(2,400円+税)1111 978-4-274-06871-3
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ホップ・ステップ・ジャンプ

基礎医学

難波雄二郎 著

診療放射線技師養成校の学生をはじめ、看護師・理学療法士・

作業療法士・臨床検査技師養成校の学生や、コメディカルワー

カーを主な読者対象として、基礎医学を入門者にも十分理解で

きるように、わかりやすくまとめた。3段階（ホップ、ステッ

プ、ジャンプ）で構成し、段階を追ってさまざまな知識がつく

ようまとめてある。A5判 184頁 定価(2,200円+税)0902 978-4-274-20662-7

薬効力
―72の分子標的と薬の作用―

NPO法人システム薬学研究機構 編

新薬は日々新たに生み出されており、医療に携わる医師や薬剤

師は、新しい薬に対する知識が常に求められている。本書は、

新しい薬を中心に、どのような仕組みで効くのかを病気別に解

説している。さらに、薬にまつわる基礎的知識や最新の話題も

掲載しているので、薬剤師や薬学部の学生、医師や看護師にも

有効な書籍となっている。A5判 198頁 定価(2,500円+税)1208 978-4-274-21241-3

創薬科学入門
―薬はどのようにつくられる？

佐藤健太郎 著

創薬とは、新しい薬を生み出すプロセスのこと。化学合成や天

然物の探索を通じて、創薬が行われている。本書は薬学部の学

生をはじめ、創薬の基礎を学ぶ方々に向けた書籍である。基礎

編では、創薬の基礎知識をわかりやすくかみ砕き、読み物風に

解説。応用編では、現代の重要疾患に対する創薬がどのように

行われているのかを疾患ごとに説明している。A5判 192頁 定価(2,000円+税)1111 978-4-274-50361-0

医療統計学入門
エビデンスを正しく見分けるための考え方

比江島欣愼 著

原因と結果の関連性を推測する因果推論の考え方は、医療分野

で根拠に基づく治療を実践する際にはとても重要である。本書

は因果推論の考え方を柱に、疫学や統計学の基本からデータを

もとに検証の精度を上げる（エビデンスの質を高める）にはど

うすればいいのか、調査や研究を実施する際に役立てられる手

引書。A5判 200頁 定価(2,400円+税)1408 978-4-274-05018-3

医療技術者のための数学入門

大重勝裕
中島正治 著

フーリエ解析等の高度な数学を理解するために必要な基礎的な

数学能力に欠ける学生が多い。そこで本書では、高校での学習

とは違う立場から数学を見直し、数学的思考能力を身につけら

れるように工夫した。高校で習った数学の復習を中心に、フー

リエ解析、高度な統計検定等への足がかりとなるようにまとめ

た。A5判 152頁 定価(2,200円+税)0502 978-4-274-20022-9

マンガでわかる

栄養学
薗田 勝 著

こやまけいこ 作画

ビーコムプラス 制作

私たち誰もが欠かすことのできない食事、健康で暮らす食生活

を送るためには栄養学の知識が必要である。本書は栄養学の基

礎知識を学ぶために手掛かりとなる一冊。栄養の概念から三大

栄養素の相互関係、消化、吸収、代謝を展開している。複雑な

体のメカニズムをマンガを通して丁寧に解説する。

B5変判 212頁 定価(2,000円+税)1309 978-4-274-06929-1

マンガでわかる

免疫学
河本 宏 著

しおざき忍 作画

ビーコムプラス 制作

私たちの体には、感染や病気などから体を守るためのしくみ

“免疫”が備わっている。本書は、免疫反応の基本的なしくみか

ら、感染症、自己免疫病、アレルギーや、現在関心の高い移植

医療などについて触れている。難解な免疫のしくみは、マンガ

と文章解説でわかりやすく紹介し、読みごたえたっぷりの入門

書となってる。B5変判 272頁 定価(2,200円+税)1406 978-4-274-05009-1

図解

免疫学

垣内史堂 著

「免疫とは何か」からスタートし、免疫学の全体像を、図版を

多用しながらわかりやすく解説する入門テキスト。はじめて免

疫学を学ぶ方々を対象に、用語の意味を丁寧に解説しながら、

体系的にまとめている。

A5判 312頁 定価(3,300円+税)0903 978-4-274-20675-7

免疫学ハンドブック

免疫学ハンドブック編集委員会 編

バイオインフォマティクスの領域に見られるように、生命科学

分野への各種先端技術の適用が高い注目を集め、様々な工学分

野の専門家が生命と関わる各種の技術開発等を進めている。本

書は、こういった他分野の技術者・研究者の方や、医学部・理

学部等の学生を主対象として、免疫学の進むべき方向を見つつ

領域全体を体系化し、集大成した。B5判 540頁 定価(10,000円+税)0510 978-4-274-20147-9

絵とき

遺伝学の知識

松澤昭雄 著

遺伝とは何かという基本的問いかけから、最新の分子生物学、

免疫学まで、現在の遺伝学の全体像に迫る内容を、絵ときでわ

かりやすく解説。

〔目次〕遺伝学のあけぼの／染色体が遺伝子を運ぶ／遺伝子も

物質である／遺伝子は自分のコピーをつくることができる／遺

伝子はこうはたらく／遺伝子は変わる／他A5判 194頁 定価(2,300円+税)9708 978-4-274-13109-7
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遺伝統計学の基礎
―Rによる遺伝因子解析・遺伝子機能解析―

山田 亮 著

遺伝統計学（統計遺伝学ともいう）は、生命現象の根幹の一つ

である遺伝という現象を軸に数理的に生命現象を解釈するも

の。「ばらつき」と「確率」は遺伝学の基本で、同じく「ばら

つき」と「確率」を基本とする学問に統計学がある。本書は、

遺伝現象・ゲノム解析に特徴的な事柄を取り出し、数理的な部

分はRを使って解説した。A5判 384頁 定価(3,800円+税)1009 978-4-274-06822-5

トコトンわかる 図解

基礎神経科学

池田和正 著

脳は非常に複雑な器官だが、徐々に研究が進み、以前にも増し

て注目されている。その脳を解き明かすためのベースとなる神

経に関して、その構造と機能を立体的な図を多数用いて、わか

りやすく解説している。また、初心者が陥りやすいウィークポ

イントに的確に応える書籍として、高校レベルの生物学、化

学、物理学まで遡った記述をしている。A5判 550頁 定価(4,000円+税)1112 978-4-274-21157-7

イラストレクチャー

認知神経科学
―心理学と脳科学が解くこころの仕組み―

村上郁也 編

主に学部2年次以降で開講されている専門科目を中心に、学部

3、4年さらには大学院での研究活動に応用が利くように、過去

10年間程度に出版された科学論文を引用しながら、各科目の基

本となる考え方、用語、研究手法などを丁寧に解説した。講義

スライドに用いられるような図を多用し、講義の予習復習にも

役立つテキストとしてまとめた。B5判 288頁 定価(3,400円+税)1002 978-4-274-20822-5

ブレイン・デコーディング
―脳情報を読む―

「脳を活かす」研究会 編

「脳を読む」研究は、非侵襲的な脳活動の計測技術をベースに、

人の主観的な意識や意図、さらに無意識下の情報までを脳から

読み出すことを可能にしつつある。本書では、ヒトの精神活動

と社会活動を視野に入れながら、これら「脳を読む」研究の可

能性を探る。

B5変判 240頁 定価(5,000円+税)0710 978-4-274-50141-8

ブレイン・マシン・インタフェース
―脳と機械をつなぐ―

「脳を活かす」研究会 編

「脳と機械をつなぐ」研究は、身体障害者を助ける福祉工学や

未来のコミュニケーション技術に大きな変革をもたらすと期待

されている。また、脳とコンピュータ、インターネットをつな

ぐことで、一般人のゲーム用入力装置、ヒトの意志で直接働く

ロボットの開発でも注目されている。これらブレイン・マシ

ン・インタフェース技術の最新状況を紹介する。B5変判 240頁 定価(5,000円+税)0709 978-4-274-50140-1

現代電子情報通信選書「知識の森」

医療情報システム

黒田知宏 監修
電子情報通信学会 編

〔目次〕病院情報システム／医事会計と病院経営／医療業務と

オーダエントリー／記録情報の管理／端末群とネットワーク／

物流管理への貢献／医療安全への貢献／部門の情報管理／診療

記録の活用／診療画像情報の活用／遠隔医療／医療情報の共有

と活用／医療情報の未来

A5判 222頁 定価(3,000円+税)1201 978-4-274-21150-8

医療従事者のための

医用工学概論

軽部征夫 編著

臨床工学技士、理学療法士、看護師などを目指す大学、専門学

校の学生に向けて、医用工学をわかりやすく解説した教科書。

〔目次〕医療のための化学／医療のための物理学／人間工学／

医療統計学／医療機器・システム論／診断機器論／化学を利用

した治療機器・技術／電気を利用した治療機器・技術／リハビ

リテーション、介護支援機器／病院情報システム／安全管理A5判 232頁 定価(2,700円+税)0912 978-4-274-20787-7

神経医工学
脳神経科学・工学・情報科学の融合

呉 景龍
津本周作 共編著

「神経医工学」とは、バイオメカトロニクス・メディカルメカ

トロニクス・脳科学・認知神経科学・情報医工学などの関連分

野を主軸とし、脳・神経系の計測技術・情報技術を中心にして

医工連携を実践する新しい学際領域である。本書は、「神経医

工学」の育成と発展に資するべく、その概論から主たる研究領

域の方向性、進展状況、展望等までをまとめた。A5判 310頁 定価(4,500円+税)0910 978-4-274-20771-6

認知心理学演習

視覚と記憶
基礎・理論編Ⅰ

石口 彰 監修

心理学を専攻する学部学生を対象とする演習用参考書。認知心

理学の知識とその社会的応用・実践をリエゾンする具体的な研

究事例などの紹介に重点を置いてまとめている。本書は、視覚

と記憶を取り上げ、独習時でも自ら理解度を測ることができ、

研究の発想や展開につなげられるような工夫をしている。

A5判 170頁 定価(2,500円+税)1201 978-4-274-21117-1

認知心理学演習

日常生活と認知行動
―応用・実践編―

石口 彰 監修
池田まさみ 編著

心理学を専攻する学部学生を対象とする演習用参考書。認知心

理学の知識とその社会的応用・実践をリエゾンする具体的な研

究事例などの紹介に重点を置いてまとめている。本書では日常

生活と認知行動を取り上げる。演習形式で章ごとに課題やホー

ムワークを設定することで、学生自ら理解の進展および研究の

発想や展開につなげられるように工夫している。A5判 226頁 定価(2,800円+税)1202 978-4-274-21118-8
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認知心理学演習

言語と思考
―基礎・理論編Ⅱ―

石口 彰 監修
池田まさみ 編著

心理学を専攻する学部学生を対象とする演習用参考書。認知心

理学の知識とその社会的応用・実践をリエゾンする具体的な研

究事例などの紹介に重点を置いてまとめている。本書は、主に

言語と思考を取り上げ、演習形式で章ごとに課題やホームワー

クを設定することで、学生自ら理解の進展および研究の発想や

展開につなげられるような工夫をした。A5判 218頁 定価(2,700円+税)1204 978-4-274-21151-5

臨床心理学用語事典

石口 彰 監修

本書は、心理学の中で、特に精神疾患・心理的問題の治療・解

決に特化した臨床心理学の用語事典である。臨床心理学の要点

を大きく4つの領域に分類し、必須用語を網羅するとともに、

冒頭に総論を設け、50音順の配列ではなく、各領域を相互に結

び付けて理解できる構成をとっている。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)0809 978-4-274-20596-5

小動物の薬物治療学
尾﨑 博
浅井史敏
辻本 元 共編

小動物に関する臨床薬理学書の決定版！「その薬がなぜ効くの

か」という薬理学的解説と、「どんな病気に対してどんな薬を

使うのか」という薬物治療学的解説をわかりやすく融合。小動

物の臨床現場で役立つ知識を提供する。小動物の臨床に携わる

獣医師、それを目指す学生など幅広い読者におすすめ。

B5判 608頁 定価(22,000円+税)1011 978-4-274-50310-8

ペットのプロ直伝！

いぬ・ねこの正しいごはん

食識推進委員会 編

愛犬や愛猫は飼い主にとって家族同然の存在。食事を通した愛

犬や愛猫の健康管理への関心も高まっている。しかし、ペット

の食事に関する情報は膨大で、そのなかから本当に正しいもの

を選ぶことは難しい状況である。そこで本書では、獣医やペッ

ト飼育の専門家などの“ペットのプロ”によるペットの食事に関

する基礎知識が満載。食事管理に役立つ食識カルテ付き。A5判 160頁 定価(1,400円+税)0911 978-4-274-50225-5

実践柔道整復学シリーズ

生理学
塩川光一郎

宇井 肇

松下 隆 監修

塩川光一郎 編

柔道整復学は経験に基づく実学であったが、4年制の大学でも

これを取り扱うことになったのを契機に、柔道整復術が、経験

的な施術・手技から柔道整復術独自の統一理論に裏打ちされた

学問へと発展・展開しつつある。本書では、経験則を大事にし

つつ、理論的な展開の糸口を見つけることに重点を置き、図を

多用して教科書・参考書としてまとめた。B5判 404頁 定価(5,400円+税)1010 978-4-274-20919-2

レジデント初期研修用資料

内科診療ヒントブック
（改訂2版）

medtoolz 著

臨床経験が浅い研修医には、教科書どおりの検査結果が得られ

ない場合など、次に何をすべきか分からない状況に遭遇するこ

とも多くある。そのような状況に陥った研修医向けに、患者を

治癒に導くために必要なやりかたを提供する書籍。症状を見

て、積極的な絞り込みをかけるやり方を知識として集約。とっ

さの判断や手順をチャート化して紹介している。B6判 376頁 定価(2,000円+税)1211 978-4-274-06904-8

レジデント初期研修用資料

医療とコミュニケーションについて

medtoolz 著

人気ブログ「レジデント初期研修用資料」より、コミュニケー

ションにまつわる記事を選び出し、加筆修正して書籍化したも

の。重要事項を相手に説得する戦術、ミスを防ぐための説明の

方法、謝罪についてなどが書かれている。また、患者さんに対

する接遇をはじめとする、病院内での連携や交渉、訴訟への対

応といった広義のコミュニケーションも扱う。A5判 248頁 定価(2,000円+税)1101 978-4-274-06836-2

遺伝カウンセラーのための

臨床遺伝学講義ノート

千代豪昭 監修

カウンセリングに役立つよう、各疾患の概要から実際のカウン

セリングまでのポイントを、図や写真を交えて解説。特に遺伝

カウンセラー、臨床遺伝専門医の試験対象を主に取り上げ、試

験対策としても活用できる書籍となっている。各論では、疾病

の定義・概念、診断と医学的管理、再発の予防・社会的対応、

遺伝カウンセリングの方法・問題点をまとめた。A5判 228頁 定価(3,300円+税)1010 978-4-274-20937-6

クライエント中心型の遺伝カウンセリング

千代豪昭 著

遺伝医療に携わる医療従事者、遺伝カウンセラーを目指すかた

を対象に、遺伝カウンセリングの歴史から、目標設定と事前の

準備、実戦的なカウンセリングスキルやコミュニケーション技

法、クライエントへの情報提供の進め方等々について、臨床心

理学の基礎理論を交えながら解説。

A5判 288頁 定価(3,300円+税)0803 978-4-274-20518-7

医師事務作業補助者 文書作成の手引き

伊藤典子 著

「医療文書作成」に的を絞った参考書。本書では、医療文書を

作成するにあたって、記載しなければならない事項や記載に際

しての注意事項などをていねいに解説している。また、その文

書はカルテのどこを参照して作成するのかがわかるように、各

書式には必ず記入例を示し、実務に役立つよう構成している。

B5判 190頁 定価(2,500円+税)1404 978-4-274-21545-2
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病気と薬物療法

循環器疾患・救急医療／血液疾患
厚田幸一郎 監修

厚田幸一郎

久保田理恵

前田定秋 共編

病気の概要と治療薬についてだけでなく、治療法やその処方の

意図、それに基づく情報提供についても、科学的なエビデンス

に基づいて学ぶことができる1冊。「循環器疾患」「血液疾患」

の定義・症状や診断、治療法などについて、図表を用いて解

説。

B5判 216頁 定価(2,800円+税)1706 978-4-274-21994-8

病気と薬物療法

消化器疾患
厚田幸一郎 監修

伊東明彦

前田定秋

山元俊憲 共編

「消化器疾患」の治療・処方・服薬指導などについて、図表を

用いて解説。病気の概要と治療薬についてだけでなく、治療法

やその処方の意図、それに基づく情報提供についても科学的な

エビデンスに基づいて学ぶことができる一冊。

B5判 208頁 定価(2,800円+税)1703 978-4-274-21975-7

病気と薬物療法

精神疾患／神経・筋疾患
厚田幸一郎 監修

畝﨑 榮・黒山政一

竹内裕紀・平山武司 共編

〔目次〕精神系疾患編（統合失調症／うつ病／双極性障害（躁

うつ病）／睡眠障害／神経症／心身症／その他の精神系疾患）

／筋・神経系疾患編（脳血管障害／パーキンソン病／認知症／

頭痛／てんかん／その他の筋・神経系疾患）

B5判 224頁 定価(2,800円+税)1611 978-4-274-21950-4

スポーツにおける

薬物治療
処方と服薬指導

日本臨床スポーツ医学会学術委員会 編
北海道大学病院薬剤部 編集協力

本書は、病気の治療を受けながら運動を行う人へ適切な治療を

選択し、アドバイスできるよう「スポーツを行っている人への

処方と服薬指導」について医師と薬剤師が正しい知識を共有で

きるようにまとめた。

B5判 358頁 定価(4,900円+税)1412 978-4-274-21689-3

ガイドラインで理解する疾病と薬物治療

代謝疾患

山田純司 著

診断・治療に関するガイドラインは学会ごとにまとめられるの

で、複数のガイドラインを参照する必要がある。また、薬剤師

養成課程では疾病に関する知識の修得が強化された。さらに、

臨床現場の薬剤師も、薬物治療に積極的に関わることが求めら

れている。本書は、各種のガイドラインをベースに糖尿病をは

じめるとする代謝疾病に関してまとめた。B5判 286頁 定価(3,500円+税)1311 978-4-274-21424-0

精神・神経疾患の薬物治療

畝﨑 榮
竹内裕紀 共著

本書は、薬物治療学を学ぶ薬学部の学生を対象とする参考書。

精神疾患・神経疾患の薬物治療について、治療ガイドラインに

よる治療方針を中心に、疾病の症状・病態・疫学から使用され

る薬剤の薬理作用、患者さんへの対応の仕方など幅広くかつ詳

しく解説している。

B5判 176頁 定価(3,000円+税)1203 978-4-274-21179-9

高齢者医療
―健康長寿と全人的ケアをめざして―

中島澄夫 著

高齢者医療の理念の基礎的な解説から、加齢と高齢社会のあり

方、実際の高齢者医療の特性、生活から介護保険制度まで、医

学的見地から、あるいは、社会・経済的見地から関心の高いテ

ーマを幅広く取り上げ、全16章の構成により、系統的に、わか

りやすく説明する高齢者医療の参考書。

B5判 292頁 定価(3,800円+税)0804 978-4-274-20534-7

在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション
（改訂2版）

前川厚子 編著

在宅医療と訪問看護・訪問介護との連携のコラボレーションの

基本的な考え方から実践的なノウハウまでを、図表を用いつつ

解説している。看護・介護に関わる実務だけではなく、在宅療

養者のための福祉住環境整備に関する記述も充実させた。最新

の訪問介護制度や介護保険制度等に則した内容。

B5判 354頁 定価(5,000円+税)1504 978-4-274-21728-9

地域連携論
―医療・看護・介護・福祉の協働と包括的支援―

髙橋紘士
武藤正樹 共編

医療・福祉・介護の三つの分野にまたがる「地域連携」は、地

域包括ケアシステム構築の要である。本書は、最先端の地域連

携の理論と実践を現在現場で活躍している著者陣の執筆によ

り、医療・看護・介護・福祉の各分野で働く実務家にとって理

解しやすく解説。具体的な事例やエピソードにより、行政の政

策担当者にとっても参考となるようにまとめた。B5判 240頁 定価(3,200円+税)1311 978-4-274-21464-6

地域包括ケアシステム

髙橋紘士 編

本書は地域包括ケアシステムの理論とともに、地域包括ケアの

実践を紹介しながら、その構築と運営について体系的に解説す

る実務書である。次期介護保険制度のキーワードである地域包

括ケアシステムを基盤として、重層的かつ多角的な視点から捉

えるために、医療・介護・福祉の各分野で活躍している執筆陣

がフデをとった、関係者必携の書。B5判 264頁 定価(2,800円+税)1203 978-4-274-21173-7

バイオ・医学・看護 243



福祉・介護の情報学
―生活支援のための問題解決アプローチ―

日本福祉介護情報学会 編

福祉・介護に携わる方が「情報」という資源を効果的に活用

し、業務の効率化・質の改善を図るための思考方法や活用技術

について解説している。

〔目次〕生活支援の考え方／生活支援の実際：ケーススタディ

／問題解決の考え方／問題解決の思考法と技法／福祉・介護の

情報化を進めるためにB5判 144頁 定価(2,600円+税)0912 978-4-274-20788-4

地域包括支援センター実務必携

髙橋紘士 編

地域包括支援センターの職員（主任介護支援専門員、保健師、

社会福祉士）を主対象に、地域包括支援センターの役割と業務

について解説するテキスト。地域包括支援センターのグッドプ

ラクティスを紹介し、業務の指針となるようまとめている。都

道府県等で実施される職員研修会の参考書。

B5判 264頁 定価(2,800円+税)0801 978-4-274-20496-8

実践

医用画像解析ハンドブック
藤田広志

石田隆行

桂川茂彦 監修

原 武史・目加田慶人 編

医用画像の解析、臨床への応用等に関して、現時点の知識と技

術を包括的に解説し、医用画像解析に関連する精度の高い情報

をまとめあげた実務者、学生必携のハンドブック。技術者、研

究者、医師、歯科医師などのCADに関わる方、CADを学ぶ学

生のために、わかりやすい記述としている。医用画像解析の基

礎から実践まで、この一冊で理解できる。B5判 866頁 定価(15,000円+税)1211 978-4-274-21282-6

画像解剖トレーニングノート

安藤英次 著

現在の医療現場では、画像による診断が日常的に行われてい

る。そのため診療放射線技師は当然のことながら、PT、OT、

ME、臨床工学技士などの各種医療従事者もX線、CT、MR画

像を日常的にみる機会がある。そこで本書では、骨、関節やそ

の周辺の軟部組織に関する画像の見方をシェーマを交えて、懇

切丁寧にわかりやすく解説している。B5判 160頁 定価(2,400円+税)1012 978-4-274-20947-5

医用画像ハンドブック
石田隆行
桂川茂彦
藤田広志 監修

医用画像に関して、モダリティに共通する基礎と、DR、CT、

MR、核医学画像などモダリティ別のハードウェア概要、画像

生成理論、画像特性の評価、画像処理・解析などを体系的に幅

広くその分野を漏洩なく網羅し、かつわかりやすくまとめたハ

ンドブック。

B5判 1,618頁 定価(32,000円+税)1011 978-4-274-20955-0

ポケットブック

画像診断入門
Davidc. Howlett 他著

北垣 一 監訳

内田伸恵

杉原正樹 他翻訳幹事

150点に及ぶ人体各部の医療画像（X線、CT、超音波画像等）

を参照しつつ、検査部位や症例ごとに、それぞれの画像の見方

をわかりやすく、かつコンパクトに解説するリファレンスブッ

ク。前段で、放射線学の位置付けを明確にし、次いで画像化技

術を簡明に解説した後、呼吸器官等の身体部位別に医療画像の

解説を行っている。A5判 258頁 定価(3,800円+税)0509 978-4-274-20125-7

診断X線の基礎
―物理法則と臨床応用―

HorstAichinge 他著

笠井俊文

加藤博和 監訳

本書は大きく分けて2編構成であり、前半はX線に関する基礎

知識と臨床現場で使用されているX線造影全般に関してまとめ

てある。後半は論文執筆、学会発表の際に必須のデータ（X線

スペクトルなど）が類書を寄せ付けない分量で網羅されてい

る。また、CD-ROMには、X線エネルギーをはじめ、さまざ

まなデータが収録されている。B5判 226頁 定価(5,800円+税)0410 978-4-274-19740-6

ディジタル放射線画像

内田 勝 監修

本書の原著「放射線画像工学」から分離拡張し、ディジタル画

像を中心に取り上げた。ファジィなどの新しい話題を取り入

れ、併せて通信、関連機器などについても解説。

〔目次〕序論／画像の基礎理論／画像処理の基礎／画像のディ

ジタル化と評価／画像評価の実際／医用画像の処理技術／画像

処理の周辺技術A5判 264頁 定価(3,800円+税)9809 978-4-274-13152-3

基礎放射線画像工学

内田 勝 監修

この領域の発展は技術的・学問的両面において目をみはるもの

があり、診療放射線技師養成のためのテキストとして発行。

〔目次〕序論／画像基礎／空間画像解析／空間周波数解析／情

報理論的解析／知覚を含む系の解析／ノンスクリーンフィルム

A5判 272頁 定価(3,800円+税)9803 978-4-274-13133-2

MR画像解剖・3DMR画像解析ハンドブック
杉村和朗 監修
𡈽井 司
笠井俊文 共編

「MR画像解剖編」と「三次元MR画像解析編」の2部構成で、

それぞれにソフトが添付されている。「MR画像解剖編」は、

パソコン上で簡単に操作ができ、検索機能の充実したMR画像

解剖ソフトが添付。「三次元MR画像解析編」では、ザイオソ

フト株式会社のザイオターム（フリーソフト）にボリュームデ

ータを追加したものが添付されていまる。A4変判 270頁 定価(14,000円+税)1410 978-4-274-21421-9
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MR/CT画像解剖ポケットブック
杉村和朗 監修
𡈽井 司
笠井俊文 共編

「MR画像解剖ハンドブック」の簡易版として、臨床実習に入

る学生、臨床現場で活躍する初級の診療放射線技師や研修医な

どが日常的に携行できる書籍としてまとめた。判型は白衣のポ

ケットに入る大きさの B6判（天地 180×左右 130ミリ）とし

ている。MRと CTの全身各部位の正常解剖図譜のうち、初心

者に特に必要な部位を厳選して掲載してある。B6判 214頁 定価(2,800円+税)0908 978-4-274-20693-1

MR画像解剖ハンドブック
杉村和朗 監修
𡈽井 司
笠井俊文 共編

2007年12月に発行した「CT画像解剖ハンドブック」のMR版。

全身各部位に関して、MR画像とその詳細な解剖図を掲載して

いる。診療放射線技師をはじめ、MR画像の読影に慣れていな

い研修医、臨床医、看護師や医療系学生にとって、診断・読影

の要点が簡潔に、かつ合理的にわかるようにまとめてある。

A4変判 264頁 定価(6,800円+税)0902 978-4-274-20669-6

医用画像処理入門
石田隆行 編

石田隆行

大倉保彦

川下郁生 共著

現在の医療は、X線画像をはじめ、CTやMRなど、様々な医用
画像の診断・読影が不可欠である。それに伴って、それら各種
画像を処理する機会が、診療放射線技師や医師には多々ある。
そこで医用画像処理に関して、初心者、学生にもわかるように
基礎の基礎から丁寧に記述、図解し、具体的にわかりやすくま
とめた。実際に扱う画像処理は、臨床で広く用いられている基
本画像処理としている。B5判 172頁 定価(3,500円+税)0810 978-4-274-20616-0

CT画像解剖ハンドブック
片田和広
森山紀之 監修
宮下宗治 編

広く使用されている撮影法を用いたCT画像に関して、全身各

部位の正常像および代表的な疾患画像を網羅した、CT画像の

解剖学に関する決定版書籍である。CT画像と詳細な解剖図を

掲載し、診療放射線技師をはじめ、CT画像の読み取りに慣れ

ていない研修医、臨床医や医療系学生に最適の書。

A4変判 368頁 定価(9,500円+税)0712 978-4-274-20471-5

C言語で学ぶ

医用画像処理
石田隆行 編著

大倉保彦

青山正人

川下郁生 共著

医療現場で使用されている各種画像（X線、CTなど）のデジ

タル化にともない、プログラム言語を用いて画像処理を行う新

たなニーズが広く生まれつつある。そこで、医用画像に関する

基礎部分からC言語による画像処理までを初心者にもわかりや

すくまとめた一冊。

B5判 232頁 定価(4,500円+税)0605 978-4-274-20251-3

医療画像処理実践テキスト
―Scion Image・NIH Image活用法―

近藤啓介
田畑慶人
笠井俊文 共著

医療画像に関して、ディジタル画像と画像処理の基礎を簡潔に

まとめた後、実践編として、DICOM画像のパソコンへの導入

から、各種フィルタ処理、3次元画像処理など医療現場で必要

とする画像処理をまとめた。「実際に正しく画像を処理できる

こと」を目的とし、画像処理ソフトにはScion Image（NIH Im-

age）を用いている。B5判 192頁 定価(4,000円+税)0411 978-4-274-19744-4

よくわかる

医用画像工学
（改訂2版）

石田隆行 編

石田隆行・松本政雄

加野亜紀子・下瀬川正幸 共著

〔目次〕X線画像の生成／畳み込み積分／フーリエ変換／画像

のディジタル化／画像の基本特性（入出力特性／解像特性／雑

音特性）／画像処理と画像特性／画像の信号対雑音比（SNR）

に基づく総合評価／画像の主観評価（画像の視覚評価／信号検

出理論／ROC解析）

B5判 200頁 定価(4,300円+税)1511 978-4-274-21815-6

ポケットブック

CT＆MRI画像診断
Michael L. Grey 他著

北垣 一 監訳

内田伸恵 翻訳幹事

身体部位別に主な疾患に関する病態を、CTとMR画像を中心

に解説している。各疾患に関して、左頁に共通の見出し〔解

説、病因、疫学、徴候と症状、画像所見（CT・MRI）、鑑別診

断、治療法、予後〕を設け、右頁にCTとMR画像が掲載され

ており、コンパクトに統一された見やすい書籍構成になってい

る。和書にはないユニークな内容構成の翻訳書。A5変判 272頁 定価(3,800円+税)0608 978-4-274-20284-1

標準

MRI
―画像・図から学ぶ基礎と臨床応用―

DonaldW.McRobbie 他著
杉村和朗 監訳

MRI-From Picture to Proton-（Cambridge University Press.

2003年発行）の翻訳書。MRIの診療における総論から解説が始

まり、MRの基礎となる画像工学から、各種装置の最新シーケ

ンス、MR画像の診方までを、図や写真を豊富に用いて、丁寧

にまとめている。また、コラムによって、MRIの物理的な側面

を解説し、総合的にMRIが理解できる。B5判 368頁 定価(6,500円+税)0403 978-4-274-19724-6

CT super basic

市川勝弘 編著

初歩的知識からCTを確実に理解することをコンセプトとして

います。初心者にとっては何がわからないかを追究し、また

は、経験者にとっては意外に見落としている基礎を洗い出し

て、丁寧に解説しています。編者によってオーサライズされて

いる信頼のおけるテキストです。

A4変判 170頁 定価(3,600円+税)1508 978-4-274-21780-7
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低線量肺がんCT検診の知識と実務
（改訂2版）

NPO法人肺がんCT検診認定機構 監修

山口 功・村松禎久

花井耕造・長尾啓一 共編

日本医学放射線学会、日本呼吸器学会、日本呼吸器外科学会、

日本肺癌学会、日本CT検診学会、日本放射線技術学会が設立

したNPO法人肺がん検診認定機構がまとめる肺がんCT検診の

実務書。改訂2版では、肺がんCT検診を実施する際に必要な知

識とその実務を、最新の情報を元に見直している。「肺がんCT

検診認定技師」認定講習会用のテキスト。B5判 286頁 定価(6,200円+税)1312 978-4-274-21485-1

標準

X線CT画像計測
日本放射線技術学会 監修

市川勝弘

村松禎久 共編

診療放射線技師は、同じ結果が提供できるように、標準的な

CT検査技術学を習得すると共に、得られる画像を適正に評価

する能力が必要である。しかし、CT画像に関する標準的な計

測方法をまとめたテキストは今までなかった。そこで、標準的

な画像計測方法の原理から演習までを、図を多数用いてわかり

やすくまとめた。B5判 298頁 定価(5,200円+税)0909 978-4-274-20758-7

デジタルマンモグラフィ実践テキスト
―基礎知識から実務まで―

森山紀之 監修
内山菜智子 編

マンモグラフィのデジタル化が急速に進んでおり、マンモグラ

フィ検診精度管理中央委員会（精中委）がガイドラインを発行

した。本書は、そのガイドラインを勘案しつつ、臨床現場でマ

ンモグラフィに携わる診療放射線技師がデジタル化を進めるに

あたって抱く疑問点や、陥りやすい問題点に対して、実務に則

して明確に応える書籍としてまとめた。B5判 200頁 定価(4,500円+税)1004 978-4-274-20861-4

デジタルマンモグラフィ
EttaD. Pisanohoka 他編

笠井俊文

本田育子

寺田 央 監訳

乳がん検診は、平成12年3月の厚生省の提言により、視触診方

式からマンモグラフィ併用方式に改められ、乳房撮影を取り巻

く環境は、大きく変化している。そのような状況を踏まえて、

デジタルマンモグラフィの基礎的なデータから実際の臨床画面

までを網羅した原書を翻訳書として発行。

B5判 288頁 定価(4,600円+税)0410 978-4-274-19743-7

乳房超音波ポケットマニュアル

川地俊明
秋山敏一 共編

非侵襲性検査として、医療現場において使用頻度が高い超音波

に関する実務入門書。初心者向けの入門書として、基礎からは

じまり、実際の検査画面から経験豊富な技師がどのように情報

を読み取っているかを、画像と図を中心に解説している。さら

に、エコー画像のみでなく、マンモグラフィ画像を併記するこ

とで、臨床現場に即した内容になっている。新書判 264頁 定価(2,400円+税)1204 978-4-274-21101-0

図解

上肢撮影法

高倉義典 監修
安藤英次 著

上肢撮影における線撮影のポジショニングを、イラストや写真

を多数用いて詳細に解説している。画像解剖に関しても丁寧に

解説。初心者の診療放射線技師や学生むけに、撮影体位である

全身のイラストから撮影肢位の部分的なイラストまでを加え、

さらにそこにX線中心、照射野範囲を配慮したイラストを作成

し徹底的に図解している。B5判 264頁 定価(3,500円+税)1112 978-4-274-21108-9

腹部超音波ポケットマニュアル

川地俊明
秋山敏一 共編

非侵襲性検査として、医療現場において使用頻度が高い超音波

に関する実務入門書。基礎の基礎から各疾患における検査のポ

イントまでを一通り取り上げている。また、エコー画像のみで

なく、シェーマをエコー画像に併記することで、経験豊富な技

師がどのように画像を見ているのかをわかりやすく解説した。

新書判 264頁 定価(2,400円+税)1111 978-4-274-21084-6

図解

頭部・頸部撮影法
榊 壽右

高倉義典

安藤英次

薮内安成 共著

頭部・頸部撮影において、初心者が知りたいX線撮影のポジシ

ョニングを、イラストや写真を多数用いて詳細に解説した。ポ

ジショニングの基礎になる画像解剖に関しても丁寧に解説して

いる。特に撮影体位である全身のイラストから撮影肢位の部分

的なイラストまでを加え、さらにそこにX線中心、照射野範囲

を配慮したイラストを作成し徹底的に図解している。B5判 272頁 定価(3,500円+税)1009 978-4-274-20891-1

図解

胸部撮影法
吉川公彦

高倉義典 監修

安藤英次

柴田善行 共著

胸部撮影において、初心者が知りたいX線撮影のポジショニン

グを詳細に解説。特に初心者や学生でもわかるように、撮影部

位のX線画像と解剖図、X線入射角や肢位だけで終わらず、撮

影体位である全身のイラストから撮影肢位の部分的なイラスト

までを加え、さらにそこにX線中心、照射野範囲を配慮したイ

ラストを作成し徹底的に図解している。B5判 224頁 定価(3,400円+税)1004 978-4-274-20864-5

図解

下肢撮影法

高倉義典 監修
安藤英次 著

下肢撮影において、初心者が知りたいX線撮影のポジショニン

グを詳細に解説。特に、学生でもわかるように、撮影部位のX

線画像と解剖図、X線入射角や肢位だけで終わらず、撮影体位

である全身のイラストから撮影肢位の部分的なイラストまでを

加え、さらにそこにX線中心、照射野範囲を配慮したイラスト

を作成し徹底的に図解している。B5判 324頁 定価(3,500円+税)1004 978-4-274-20865-2
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図解

骨盤・股関節撮影法

高倉義典 監修
安藤英次 著

骨盤・股関節撮影において、初心者が知りたい X線撮影のポジ

ショニングを、イラストや写真を 400点以上用いて詳細に解説

している。また、ポジショニングの基礎になる画像解剖に関し

ても解説してある。さらに、代表的な疾患画像の見方はもちろ

んのこと、股関節においては人工関節撮影や小児撮影も取り上

げ、今までにない 1冊としてまとめてある。B5判 212頁 定価(3,400円+税)0904 978-4-274-20702-0

放射線技術学スキルUPシリーズ

診断X線領域における吸収線量の標準測定法

日本放射線技術学会 監修
根岸 徹 編

ある程度経験を積んだ診療放射線技師にとって、人体各部位の

吸収線量について、標準的な測定法を網羅し解説。難解な英語

論文を読み解くことなく基本的な技術と知識を習得できる。

B5判 212頁 定価(4,500円+税)1706 978-4-274-22032-6

放射線技術学シリーズ

医療安全管理学
日本放射線技術学会 監修

佐藤幸光

東村享治 共編

好評の教科書「放射線技術学シリーズ」最新刊。モダリティご

との安全に関する留意点のみならず、医療安全全体の考え方、

基礎知識から各種の放射線診療における安全管理および放射線

機器の安全管理までを横断的にまとめ、養成課程の学生のため

の教科書として記述するとともに、臨床現場での入門書として

も活用できるようまとめた。B5判 296頁 定価(4,500円+税)1703 978-4-274-21959-7

放射線技術学シリーズ

核医学検査技術学
（改訂3版）

日本放射線技術学会 監修

大西英雄・市原 隆

山本智朗 共編

改訂3版にあたっては、教科書としての基本的な枠組みは改訂2

版を踏襲したが、臨床部分は最新動向に沿った内容となるよう

に、新たに加筆している。最近の国家試験の傾向を踏まえて、

今まで以上に使いやすい教科書として全面的に見直しを行った

改訂3版。

B5判 482頁 定価(6,300円+税)1605 978-4-274-21860-6

放射線技術学シリーズ

放射線治療技術学
（改訂2版）

日本放射線技術学会 監修
熊谷孝三 編著

放射線治療技術学の基礎的な内容は変わらずとも、進歩の早い

分野のこと、臨床的な知識と技術を中心に、全体を通して見直

した改訂版。教科書としての基本的な枠組みは初版を踏襲し、

最新の治療法に基づいて、内容を構成した。また、最近の国家

試験の傾向を踏まえて、今まで以上に使いやすい教科書として

まとめている。B5判 408頁 定価(5,600円+税)1604 978-4-274-21649-7

放射線技術学シリーズ

X線撮影技術学
（改訂2版）

日本放射線技術学会 監修

小田敍弘・𡈽井 司

安藤英次 共編

X線撮影に関するポジショニングや撮影のポイントを、700点

以上の写真とイラストを使って、ていねいに解説。また、ポジ

ショニングの修正パターンを掲載しているので、診療放射線技

師養成校の学生だけでなく、教科書の枠を超えて臨床現場で活

躍する初級・中級の技師にも幅広く役立つ内容。人工関節撮影

など、今後、ニーズが高まる撮影法についても言及。A4変判 326頁 定価(5,500円+税)1409 978-4-274-21644-2

放射線技術学シリーズ

放射線計測学
（改訂2版）

日本放射線技術学会 監修

西谷源展・山田勝彦

前越 久 共編

「放射線計測学」の初版発行から10年以上が経過し、ICRP勧告

や標準計測法などが改正されたため、全体を通して見直した改

訂版。教科書としての基本的な枠組みは初版を踏襲し、最新の

勧告・測定法に基づいて、内容を構成している。また、最近の

国家試験の傾向を踏まえて、今まで以上に使いやすい教科書と

してまとめた。B5判 238頁 定価(4,800円+税)1311 978-4-274-21469-1

放射線技術学シリーズ

放射線安全管理学
（改訂2版）

日本放射線技術学会 監修

西谷源展

鈴木昇一 共編

初版発行から6年以上が経過、その間に、関係法令やICRP勧告

など放射線安全管理の基準となる法令や勧告等の改正があった

ため、全体を通して内容を見直した。最新の法令・勧告に基づ

いて内容を構成している。また、最近の国家試験の傾向を踏ま

え今まで以上に使いやすい教科書としてまとめた。

B5判 264頁 定価(5,000円+税)1111 978-4-274-21133-1

放射線技術学シリーズ

放射線生物学
（改訂2版）

江島洋介
木村 博 共編

初版発行から9年が経過し、その間ICRP勧告をはじめさまざま

な基準が改正、変更されたため、全体を通して内容を見直し

た。最新の知見に基づいて内容を構成し、初版よりもさらに内

容を充実させ、最近の国家試験の傾向も踏まえた今まで以上に

使いやすい教科書としてまとめた。

B5判 272頁 定価(5,000円+税)1111 978-4-274-21119-5

放射線技術学シリーズ

CT撮影技術学
（改訂3版）

日本放射線技術学会 監修

山口 功・市川勝弘

辻岡勝美・宮下宗治 共編

CT撮影技術学の初版は2005年2月、改訂2版は2011年10月に発

行しています。改訂3版にあたっては、教科書としての基本的

な枠組みは改訂2版を踏襲しますが、教えやすさに配慮し、目

次構成を一部見直しを行い、使いやすい教科書となるようにし

ました。

B5判 280頁 定価(4,800円+税)1711 978-4-274-22132-3
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放射線技術学シリーズ

放射化学
（改訂3版）

日本放射線技術学会 監修

東 静香

久保直樹 共編

〔目次〕放射能と同位体／壊変現象／天然放射性核種と人工放

射性核種／放射線同位体の化学／放射性核種の分離法／標識化

合物の合成法／放射性同位体の化学分析への応用／放射化学の

核医学への応用／解説・解答

B5判 240頁 定価(4,800円+税)1511 978-4-274-21814-9

放射線技術学シリーズ

MR撮像技術学
（改訂3版）

日本放射線技術学会 監修

笠井俊文

𡈽井 司 共編

「MR撮像技術学」の初版は2001年12月に、改訂2版は2008年2

月に発行しています。改訂3版にあたっては、補足事項を追加

し、最近の国家試験の傾向を踏まえて、今まで以上に使いやす

い教科書にしています。

B5判 390頁 定価(5,300円+税)1711 978-4-274-22109-5

放射線技術学スキルUPシリーズ

標準 MRIの評価と解析

日本放射線技術学会 監修
宮地利明 編

MRによって撮像された画像の解析と評価を、実務に則してま

とめた実務書。ある程度経験を積んだ診療放射線技師にとっ

て、それらを詳細に解説した書籍があれば、難解な英語論文を

読み解くことなく技術と知識を習得することができる。日本磁

気共鳴専門技術者認定機構が行っている「MR専門技術者認定

試験」にも対応した内容。B5判 226頁 定価(5,000円+税)1208 978-4-274-21242-0

放射線技術学スキルUPシリーズ

標準 救急撮影法

日本放射線技術学会 監修
坂下惠治 編

日本放射線技術学会監修の実務書シリーズ。救命救急の際の撮

影法に関する技術と知識を網羅してあり、標準的な撮影法が確

立されていない救急撮影に関して、日本放射線技術学会が監修

した、今までにない実務書。また、日本救急撮影技師認定機構

が、2011年に1回目の認定試験を行った「救急撮影技師認定試

験」にも対応した内容をまとめた。B5判 280頁 定価(5,200円+税)1103 978-4-274-20982-6

放射線技術学スキルUPシリーズ

標準ディジタルX線画像計測
日本放射線技術学会 監修

市川勝弘

石田隆行 共編

X線ディジタル画像技術の高度化により、その画質を評価した

り、高めたりするうえで計測技術は重要である。その技術習得

のためにも、それらを詳細に解説した書籍の要望が多い。そこ

で、本書は臨床現場で実施しうる計測技術と、その技術に焦点

を絞った基礎から臨床応用にいたる理論と実践を、図表を多数

用いて解説している。B5判 296頁 定価(5,000円+税)1010 978-4-274-20932-1

わかりやすい

放射線物理学
（改訂2版）

多田順一郎 著

診療放射線技師養成課程における教科書・参考書。わかりにく

いと言われている放射線物理学を、独学でも本質が深く理解で

きるよう、図による説明を加えるなどわかりやすく解説。国際

放射線単位・測定委員会（ICRU）の放射線の量の定義改訂に

関する情報も反映。放射線関連国家試験の基礎力が得られる。

A5判 270頁 定価(3,300円+税)0802 978-4-274-20494-4

精神保健看護辞典

精神保健看護辞典編集委員会 編

精神科病棟における看護から地域精神看護までの用語に加え、

関連領域の専門用語も網羅して詳細に解説、主な向精神薬(抗

精神病薬・抗うつ薬・抗躁薬・抗不安薬・鎮静催眠薬・抗てん

かん薬)に関する作用・副作用の基礎知識についても分かりや

すくまとめた辞典である。キーワード約2100語、巻末には「処

方箋の見方」、「人名索引」と「英文索引」を掲載。B6判 420頁 定価(4,000円+税)1004 978-4-274-20846-1

看護必要度Q＆A
（第2版）―平成28年度診療報酬改定及び新設のC項目に完全対応！―

田中彰子
筒井孝子 監修

看護WiseClipper回答者チーム 編

診療報酬改定は基本的に2年ごとに実施され、看護必要度の係

る施設基準等も見直しがなされる。第2版は、平成28年度の診

療報酬改定における看護必要度の見直し（評価方法の変更等）

を受け、刷新に発行するもの。

A5判 304頁 定価(2,600円+税)1611 978-4-274-21976-4

小児看護学

市江和子 編

「看護系標準教科書小児看護学」の後継書。新しい知見を反映

し、利便性の向上を図った新しい教科書。看護師・保健師国家

試験の出題基準に準拠し、基本構成が明確になるように、各章

の冒頭に「この章を学ぶ意義」を明示し、さらに「演習問題」

や「コラム」をふんだんに取り入れるなど、各種の工夫を凝ら

して、学びやすく、理解しやすくまとめた。B5判 342頁 定価(2,800円+税)1403 978-4-274-21523-0

精神保健看護学

瀧川 薫 編

本格的な変革期に入る精神看護の基礎から臨床までを、わかり

やすくまとめた。各章の冒頭に「この章を学ぶ意義」を明示

し、さらに「演習問題」や「コラム」をふんだんに取り入れ、

章末には「理解度チェック」を盛り込むなど、精神看護学を学

習する上で基本構成が明確になるように、各種の工夫を凝らし

て、読みやすく、理解しやすくまとめている。B5判 296頁 定価(2,500円+税)1309 978-4-274-21447-9
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看護系標準教科書

基礎看護学〔総論編〕

藤原奈佳子
小島照子 共編

基礎看護学のなかでも、看護の基本概念である看護の本質、看

護の対象としての人間理解、生活の要素と健康のかかわりなど

の看護の倫理から、看護を展開するプロセスに必要な知識まで

を、わかりやすくまとめている。

B5判 352頁 定価(2,400円+税)0701 978-4-274-20318-3

看護系標準教科書

基礎看護学〔技術編〕

小島照子
藤原奈佳子 共編

「より質の高い看護」の実践には、〈科学的知識〉と〈技術〉が

ともに必要となってくる。本書では、看護技術を実践するうえ

で必要となる手順だけでなく、なぜそのようにするのかという

科学的根拠（エビデンス）についてもわかりやすくまとめてい

る。

B5判 320頁 定価(2,100円+税)0702 978-4-274-20352-7

看護系標準教科書

母性看護学

小島照子 編

家族の在り方が大きく変わろうとする今日、母性看護の在り方
もまた一層重要視されるようになってきた。本書では「母性看
護」の基礎から臨床までを、わかりやすくまとめている。看護
系標準教科書」の特色として、看護学カリキュラムにおける
「専門基礎科目」と「専門科目」とを融合した体系的な解説に
配慮している。また、内容構成上は、看護師・保健師国家試験
の出題基準に準拠している。B5判 312頁 定価(2,400円+税)0810 978-4-274-20533-0

パソコンで進めるやさしい看護研究
（第2版）

富田真佐子 著

はじめて看護研究に取り組む方のための入門書。看護研究の基

礎知識から説き起こし、具体的な研究テーマの絞り込みから概

念設計、研究計画の立案のしかた、データの具体的な収集・分

析方法、さらに、研究のまとめとしての論文の書き方、発表の

仕方までを実践的に解説。楽しく看護研究が進められる一冊。

B5判 222頁 定価(2,500円+税)1403 978-4-274-21518-6
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人文・社会

文系のための理系的問題解決
―Excelで実践する数理的・統計分析アプローチ―

多田 実 著

本書の学問領域は「統計学」と「意思決定論」となる。特徴と

しては「はじめに問題ありき」型で、具体的かつ実践的な問題

を最初にイメージできるようにしている。具体的な問題から入

って学習することによって、興味をもった内容に関する抽象的

な専門書を読んでもそれを理解できる素養が身につく。

A5判 224頁 定価(2,200円+税)0801 978-4-274-06711-2

マグロウヒル大学演習

現代論理学（Ⅰ）
JohnNolt

Dennis Rohatyn 共著
加地大介 訳

日常会話の形式化から、命題論理、第一階述語論理まで、現代

論理学の初歩が例題と演習問題により自然に身につくように構

成。現代論理学と伝統的な論理学のつながりや違いについても

ふれている。

〔目次〕論証の構造／論証の評価／命題計算／真理値表と反証

図／定言言明の論理学／述語計算A5判 288頁 定価(2,700円+税)9509 978-4-274-13032-8

マンガでわかる

社会学
栗田宣義 著

嶋津 蓮 作画

トレンド・プロ 制作

社会学は、普段の暮らしをはじめ、行政、商品開発・宣伝、マ

スコミ、ボランティアなどあらゆる場面で生かされる学問であ

る。本書は、社会の決まりごとである「規範」からスタート

し、社会学の理解へつながるように解説。付録では社会学を実

践に生かせる社会調査の方法を例を使って解説している。

B5変判 192頁 定価(1,900円+税)1211 978-4-274-06899-7

声に出して踏みたい韻

細川貴英 著

韻をきわめる！本書は、ラップ音楽愛好者に、これまで以上に

ラップを理解し楽しんでいただくことを狙いに、特にラップの

特徴の韻の踏み方について、解説するもの。ラップへの深い境

地を誘う。

四六判 208頁 定価(1,500円+税)1506 978-4-274-50559-1

はじめてでも安心

コスプレ入門
たかそう

RUMINE 共著

黒渕かしこ 作画

トレンド・プロ 制作

本書は、コスプレ（ゲームやマンガの登場人物や、特定の職業

などの格好をすること）をしてみたい人に向けたもの。コスプ

レ衣装の買い方や管理方法、小道具制作の基本をはじめ、参加

イベントを選ぶポイントや写真に写るときのポージングについ

てなど、幅広い情報を提供する。ストーリーマンガと豊富なイ

ラストで、視覚面からもわかりやすく解説。A5判 216頁 定価(1,400円+税)1111 978-4-274-06861-4

脱オタクファッションガイド 改
久 世 原案
晴瀬ひろき 作画

トレンド・プロ 制作

ストーリと解説文章を中心に、初めておしゃれをする人に向け

て、アイテム購入の方法やお勧めの商品を紹介した書籍。

Webサイト「脱オタクファッションガイド（ http://www.ox-

iare.net/）」の内容にストーリマンガと新しい情報をプラスし、

ファッションの基本を解説。豊富なイラストでアイテムやコー

ディネートをわかりやすく紹介した。A5判 210頁 定価(900円+税)0911 978-4-274-06778-5

生活科学
（第6版）

山本直成
浦上智子
中根芳一 共著

一般教育の自然系列科目のテキスト、生活科学の概論として、
各方面から好評を得ているロングセラーの改訂版。衣・食・住
を中心に、人間生活の諸問題を最新の統計資料・データにもと
づき総合的に考察することで、科学的思考力を養成。さらに21
世紀の課題である高齢社会・福祉政策・環境共生についてもグ
ローバルな視点から解説。生活・栄養系、看護・保育・福祉系
各科の学生の教科書・参考書として絶好。A5判 256頁 定価(2,300円+税)1411 978-4-274-05069-5

私たちの生活科学
（第2版）

中根芳一 編著

生活科学を学ぶうえで必要とされるのは、“モノ”中心の考え方
だけでなく、“生活のあり方そのもの”を原点に据えたトータル
な視点である。これを実践すべく本書は、生活者と生活そのも
のを見つめ直し、衣食住などの身近な問題から、それらを取り
巻く環境、人類の福祉といったグローバルな問題まで広く概説
した。各節（全16章64節）をすべて見開きページにレイアウ
ト。使いやすく理解しやすいフレキシブルな教科書。B5判 168頁 定価(2,240円+税)0304 978-4-8445-6007-4

私たちの住居学
サスティナブル社会の住まいと暮らし

中根芳一 編著

本書は、これからの住居学に求められる諸問題を、サスティナビリ
ティー（持続可能性）という観点から解説した最新の教科書であ
る。従来の住まいづくりの基本事項を踏まえつつ、シックハウス・ア
スベスト問題、欠陥住宅や耐震偽装、スケルトンインフィルなどの
長寿命化技術、少子高齢化社会のデザインなど、幅広いトピック
スに対応している。見開き2ページ完結のシンプルな構成、本文に
対応した多くの図表や写真の使用など、大学・短期大学の教科書
として最適の一冊。B5判 160頁 定価(2,300円+税)0610 978-4-274-06987-1
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人を幸せにする

食品ビジネス学入門

日本大学食品ビジネス学科 編著

「安心して食べる」ことをもとめ、豊かな食生活をめざし過ご

してきた行動が本当に幸せとなっているのかどうか。本書は、

こうした「問い」に応えながら、食品ビジネスの「川上」から

「川下」まで食料資源・環境から食品産業、食文化・食品科学

まで幅広い範囲の「食」をわかりやすく解説。

A5判 192頁 定価(1,800円+税)1610 978-4-274-21954-2

食料経済
（第5版）フードシステムからみた食料問題

髙橋正郎 監修
清水みゆき 編著

「食料経済」のエキスパートが、最新の統計データを駆使して、

フードシステムの観点から食料問題の全体像を解説。食の真の

豊かさ、サスティナブルな供給システムの構築など、未来への

急務の課題を読み解くためのテキスト。農学系、栄養学系の学

部学生対応。

A5判 248頁 定価(2,600円+税)1607 978-4-274-21922-1

昆虫食古今東西

三橋 淳 著

世界レベルで食料危機が懸念されていおり、大型家畜や魚類の

代替食料が求められているが、その有力候補の一つとして“昆

虫”が注目されている。本書は、日本を含む世界各地における

昆虫食の実態について、歴史・文化的な背景をはじめ、種々の

調理方法、栄養学や医学的な見地、採取方法、そして養殖や流

通事情を交えて平易に解説する。四六判 300頁 定価(1,800円+税)1207 978-4-274-06893-5

食品のリスクアナリシス

山本茂貴
山﨑省二 共編

BSE問題や鳥インフルエンザなど、食品への関心がかつてない

ほど高まっている。また、食品流通のグローバル化にともない

食品添加物や残留農薬など、食に含まれる化学物質についても

危機感が強い。そこで、国立医薬品食品衛生研究所をはじめ、

第一線で活躍している執筆陣が食品の危機管理に関してまとめ

た。A5判 162頁 定価(2,800円+税)0407 978-4-274-19734-5

やさしい

食の安全

米虫節夫 編著

食品に関する基本的知識と食品安全についての知識、食品表示

の問題、食品安全制度等について、やさしくまとめた入門書。

食中毒に関する知識、有機食品・遺伝子組換え食品、食品添加

物、ダイオキシン、環境ホルモン等を含め、最近の安全上の問

題を取り入れ、やさしく解説することにより、安全に食を確保

するために必要な知識・情報を掲載。A5判 188頁 定価(2,300円+税)0210 978-4-274-02487-0

これからの調理
（第2版）

新調理研究会 編

日本料理・西洋料理・中国料理の各分野ごとに、健康に配慮し

たおいしい献立と調理法を解説。季節感あふれる日常食のみな

らず、各国の食文化を理解・継承できるよう、行事食も取り上

げた。また、実生活での応用力を身につけるため、調理科学の

実習テキスト、参考書として絶好。今回、記述を一部訂正する

とともに改装を行なった。A5判 304頁 定価(2,840円+税)1203 978-4-274-06942-0

これからの調理学実習
基本手法から各国料理・行事食まで

新調理研究会 編

世界各国の代表的料理、日本の行事食をとりあげ、食と文化の

かかわりを学ぶ。管理栄養士・栄養士養成課程のみならず、食

に携わるすべての方々におすすめの実習書。

B5判 248頁 定価(3,000円+税)1104 978-4-274-06977-0

基礎から学ぶ調理実習

新調理研究会 編

本書は、調理の基礎を学ぶことに重点をおき、理論と実際が結びつくように、手法
別調理（汁物、炊飯、煮物、蒸し物など）を充実させた。まず、基本的な調理
手法の理論を学び、実習に展開。そのうえで、各料理様式の献立に応用・発
展できるように工夫されている。また、日本の伝統的なだしの風味、食材、調理
法、季節感を大事にする食文化を確かな座標軸とできるよう、日本料理に重点を
おいた。さらに、高齢社会を迎えた今日、家族がそろっておいしい食卓を囲むこと
ができるように、調理のポイントとして「高齢者への配慮」を付記した。実習は、学
校の授業での1回分、また家庭での1回の食事に相当する献立となっている。学
校のテキストとして、家庭料理の参考として、調理のスタンダードが学べる一冊。B5判 200頁 定価(2,700円+税)0605 978-4-274-06998-7

図解

食品加工学
―理論と実習―

西山隆造
安楽豊満 共著

理論と実習を一冊にまとめ、豊富な図表による親しみやすく理

解しやすい解説、さらに食品加工の手順に従ってスムーズに操

作できるよう工夫したイラスト解説。

〔目次〕理論編（食品の加工／野菜・きのこ・果実類の加工／

穀類の加工／豆類の加工／いも類の加工／他）／実習編（みか

んシロップ漬け／ジャム／パン／クッキー／他）A5判 184頁 定価(2,400円+税)9205 978-4-274-12901-8
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資格試験

電気系
なぞって覚える

第二種電気工事士技能試験 複線図練習帳

オーム社 編

複線図を書くことが苦手な読者を対象として、「習うより慣れ

ろ」をコンセプトに練習できる内容。最初は線をなぞる→見な

いで書けるようになるまで繰り返す→次の問題へ のように、

簡単な問題から徐々に難易度を上げ、最終的には実際の候補問

題の複線図が解けるまでレベルを上げる構成。

B5判 112頁 定価(1,000円+税)1704 978-4-274-22053-1

ポケット図解

第二種電気工事士筆記試験 要点まるわかり

オーム社 編

第二種電気工事士の筆記試験の受験対策書が持ち運びに便利な

ポケットサイズで登場。「要点のまとめ（図＋解説）」「よく出

る問題」「要点を学習」「問題にチャレンジ」といった項目を見

開き2頁でまとめた。冒頭のカラーページでは材料、工具、配

線器具の写真＋図記号＋チェックポイントを掲載。鑑別問題に

も対応。B6変判 200頁 定価(1,000円+税)1608 978-4-274-21929-0

第二種電気工事士筆記試験 最短合格のツボ50

大嶋勇輝 著

第二種電気工事士筆記試験の合格の鍵を握るポイントを50項目

にまとめて解説。各項目は、覚えるべき要点と解説、練習問題

が1セットで構成されているので、学びやすく、短期間の試験

対策にも有効。電気に関する知識がなくても、理数系に苦手意

識がある受験者にも難なく学習できるように、身近な話題と絡

めて解説を行った。A5判 224頁 定価(1,500円+税)1511 978-4-274-50536-2

これならわかる！

第二種電気工事士筆記試験
（改訂2版）

オーム社 編

第二種電気工事士筆記試験の受験対策書。一般問題と配線図問

題の2編構成で、出題の比重が高くなった配線図の解説を充実

させた。とくに配線図では、電気工事用材料・配線器具・工

具・測定器など豊富な写真とイラストで理解しやすい内容を目

指すとともに、カラー口絵では実際の器具・工具の写真を載せ

ており、理解がさらに深まるものになっている。B5判 250頁 定価(1,800円+税)1501 978-4-274-21692-3

ゼロからはじめる

第二種電気工事士試験

坂原 登 著

第二種電気工事士試験を初めて受験する人、独学で学ぼうとし

ている人を主対象として、受験に関しての学習のポイント、合

格に必要な必須事項などについて、“一番やさしくわかりやす

い”を念頭にまとめた。電気知識の基礎から技能試験のポイン

トまでをわかりすくまとめるほか、比重の増えた配線図問題に

ついても理解しやすいよう記載している。A5判 204頁 定価(1,900円+税)1004 978-4-274-20855-3

はじめの一歩

第二種電気工事士試験

坂原 登 著

初学者、独学者を主な対象とし、受験に関しての学習のポイン

ト、合格に必要な必須事項等について、“一番やさしくわかり

やすい”をコンセプトにまとめている。著者の工高での講義等

での質問事項などから間違えやすい、勘違いしやすい点などを

ピックアップし、囲み（コラム的）等で取り上げ、疑問・不安

に応える内容。A5判 204頁 定価(1,900円+税)0510 978-4-274-20137-0

絵とき

第二種電気工事の基礎
五十嵐孝仁
金子道夫
梅木一良 共編

これから第二種電気工事を勉強しようとする方、実務に就こう

とする方および第二種電気工事士受験者を対象に、基礎につい

て図解によりわかりやすくまとめた入門書。法規、JIS改正等

も含めて改訂。

A5判 306頁 定価(2,700円+税)0209 978-4-274-03581-4

電気工事士のための かんたん数学入門

松原洋平 著

電気工事士試験、特に第二種を受験し、合格したいが、数学の

基礎ができておらず、受験に際して不安を抱いているといった

方を主対象に、基本的には高校数学の復習による基礎力アッ

プ、そして電気工事士をはじめとする電気関係の試験問題にチ

ャレンジできる力を養う書籍として出版したもの。

A5判 192頁 定価(1,800円+税)0604 978-4-274-20234-6

第二種電気工事士試験筆記合格塾
（改訂2版）

パナソニックエコソリューションズ創研株式会社 編著

パナソニックエコソリューションズ創研が実施する第二種電気

工事士筆記試験の受験講習会「電気工事士研修」で、高い合格

率を誇る同社独自の講習テキストを、再構築・再編集して発行

するもの。内容の充実を第一として、電気設備工事そのものの

内容を、より広く、深く解説したもの。

B5判 288頁 定価(2,000円+税)1303 978-4-274-50447-1
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第二種電気工事士筆記完全マスター

オーム社 編

第二種電気工事士試験の筆記試験は、「電気に関する基礎理論」

から「一般電気工作物に関する法令」までの7科目の内容であ

り、本書では出題傾向が高く重要課題約50項目に分類して、各

項目の基本事項のポイント解説と、豊富な例題及び練習問題で

学習確認ができるように構成した。全ページカラー。講習会等

での筆記試験の基本テキストとしても利用できる。B5判 236頁 定価(1,800円+税)1107 978-4-274-50349-8

フルカラーでわかる！できる！

第二種電気工事士技能試験 合格テキスト

オーム社 編

フルカラーの図と写真で作業手順を解説した第二種電気工事士

技能試験の受験対策書。随所に「時間短縮のテクニック」、「間

違えやすいポイント」（減点対象）、「欠陥例」なども織り交ぜ

ている。また、複線図の書き方についての丁寧な解説はもちろ

んのこと、練習問題を豊富に掲載しているので、実際に問題を

解きながら実力が身につく構成。B5判 200頁 定価(2,200円+税)1410 978-4-274-21647-3

DVDですっきり明解！！

第二種電気工事士試験複線図
―書き方トレーニング実践―

オーム社 編

第二種にしろ第一種にしろ、電気工事士の「技能試験」では、

課題の単線図を複線図に書き改めることに、受験者の大半が苦

労している。試験では、複線図に書き直すことは義務づけられ

ていないが、書けることで要領よく作業を進めることができ、

誤配線のない正しい接続の施工作品が完成できる。映像を見な

がら正しく学べる内容。B5判 156頁 定価(2,200円+税)1409 978-4-274-50512-6

一番やさしい

二種電工技能試験

オーム社 編

技能試験は候補問題に基づく公表予想問題を直前対策とするこ

とが必須だが、その前に技能試験の基本を習得しておく必要が

ある。本書はその一歩手前の技能試験の基本を学習するための

対策図書である。①電線・ケーブル・配線器具の知識、②電気

回路の知識、③基本作業についての観点から、やさしくわかり

やすくまとめたもの。全頁フルカラー。B5判 164頁 定価(1,800円+税)1205 978-4-274-50404-4

第二種電気工事士 筆記試験の徹底マスター

オーム社 編

第二種電気工事士筆記試験用の受験対策書。試験制度の変更に

よる配線図問題の増加、鑑別問題の一般問題への移行等に合わ

せ、内容を充実させることはもちろん、はじめて学ぶ方でも容

易に理解できるよう、わかりやすい記述としているほか、1テ

ーマを2〜4頁でまとめることで学習のしやすさを追求した。

B5判 216頁 定価(1,900円+税)1003 978-4-274-20848-5

第二種電気工事士試験よくわかる配線図問題

オーム社 編

平成 18年度から試験の出題内容の変更に伴い、出題比率が増

した配線図問題に的を絞った受験対策書。内容構成としては、

平成18、19、20年 3回分の過去問題を例題として取り上げるほ

か、この 3年分およびそれ以前の配線図問題から類推される出

題の傾向を考慮した予想問題を作成し、解法のポイントを詳細

に記述した内容となっている。B5判 160頁 定価(1,900円+税)0904 978-4-274-20684-9

Good Luck！

二種電工技能試験

オーム社 企画・制作

このDVDは、基本作業編と実技問題施工編で構成されており、

基本作業編では、電線被覆のはぎ取り、電線相互の接続、器具

の取り付け、電線管工事など、試験では必須となる基本作業を

収録している。また実技問題施工編では、プロの電工マンが決

められた時間内に、基本作業を一つ一つ施工しながら完成して

いく様子が収録されている。DVD 価格(4,571円+税)0605 978-4-274-50087-9

第二種電気工事士技能試験の徹底攻略

オーム社 編

平成18年度からの試験制度の変更に伴い、新制度に対応した内

容構成として発行する技能試験対策書の決定版。従来技能試験

で行われていた「材料・工具選別試験」の筆記試験移行に伴

い、技能試験に特化した内容とし、①掲載問題数を増やし、解

説を充実させる、②実作業を個別に詳細に記述する等、理解が

深まる内容となっている。B5判 152頁 定価(1,700円+税)0604 978-4-274-20222-3

新制度

第二種電気工事士技能完全マスター

オーム社 編

平成18年度から技能試験も大幅に変更となり、従来2本立てで

行われてきたものが、「単位作業試験」のみとなり、しかも課

題の元となる配線図（単線図）が公表されることになったが、

実技作業の内容を含んだ試験であることから難関の試験であ

り、その基本から学ぶ必要があり、新試験制度に対応した最新

のテキストである。B5判 262頁 定価(1,800円+税)0604 978-4-274-50079-4

写真でトライ

第二種電気工事士技能試験

オーム社 編

試験制度の変更を受けて本書では、①最低限覚えておいてほし

い事項を平易に解説した基礎知識編、②単線図から複線図に読

取る力が養成できる結線図展開編、③絶縁被覆のはぎ取り、電

線の接続、器具の取付けと結線、電線管工事など、試験では必

ず出題される作業について約250点の実技写真を掲げ手順を追

って解説した基本作業実践編で構成。B5判 152頁 定価(1,800円+税)0604 978-4-274-50078-7
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絵とき

第二種電気工事の実技
五十嵐孝仁
金子道夫
梅木一良 共編

初学者・受験者を対象に、材料、器具、工具の実務に必要な知

識から、工事の種類と施設場所との関係、各種施工方法、およ

び試験対策に必要な材料選別、単位作業のトレーニングについ

て図解により平易にまとめた実務入門書。法規、JIS改正に対

応している。

A5判 256頁 定価(2,700円+税)0210 978-4-274-03585-2

フルカラーでわかる！できる！

第一種電気工事士技能試験 合格テキスト

オーム社 編

第一種電気工事士技能試験の受験対策書。フルカラーの図と豊

富な写真により作業手順をていねいに解説したのが特徴。特に

施工手順は基本的な作業から解説。随所に「時間短縮のテクニ

ック」、「間違えやすいポイント」（減点対象）、「欠陥例」など

を合格に直結する情報を網羅。また、練習問題も豊富に掲載さ

れているので実践力も強化できる。B5判 236頁 定価(2,600円+税)1509 978-4-274-21795-1

第一種電気工事士筆記試験完全マスター
（改訂3版）

オーム社 編

本書は、内容・範囲・充実度をさらに高めて、受験者に提供で

きるよう、最近の問題を詳細に分析するとともに、その出題の

傾向を確認、出題頻度の高い問題のみを見極めて掲載。また、

新しい問題にも対応するため、項目を刷新するなど、定番の受

験書としておすすめできる内容となっている。

B5判 312頁 定価(2,800円+税)1412 978-4-274-50530-0

第一種電気工事士 筆記試験完全攻略

オーム社 編

第一種電気工事士筆記試験の受験対策書。「第一種電気工事士

筆記試験の徹底攻略」をベースとしつつ、出題傾向に準拠した

内容とし、ポイントを絞った解説と多くの例題、実践的な問題

で構成して送る新しい書籍。文章のみの解説ではなく図面も豊

富に用い、図を見てさらに理解が深まるよう、工夫している。

B5判 296頁 定価(2,800円+税)1306 978-4-274-21404-2

第一種電気工事士筆記試験突破テキスト

オーム社 編

本書は第一種電気工事士筆記試験の重要テーマを拾い出して重

要ポイントを解説すると共に、例題で確認、練習問題で学習の

確認できるような頁構成とした、筆記試験の標準テキスト。簡

潔明瞭な重要ポイントの解説と、豊富な例題及び練習問題は、

本書の特徴でもある。「新制度 第一種電気工事士試験突破テキ

スト−筆記試験編−」の改題・改訂版。B5判 250頁 定価(2,800円+税)1210 978-4-274-50421-1

第一種電気工事士筆記試験の徹底マスター

オーム社 編

第一種電気工事士筆記試験の受験対策書。出題傾向を分析、分

類し、頻出事項に重点を絞った内容構成でまとめた。1テーマ

を2〜4ページ単位で構成し、学習のしやすさを追求、読者の使

い勝手の向上に努めるとともに、厳選されたテーマの重要項目

を抽出、図や表を用いてわかりやすく解説した。「演習問題」

で着実に実力が身につく構成となっている。B5判 296頁 定価(2,800円+税)1107 978-4-274-21057-0

合格の法則

第一種電気工事士 筆記試験

齊藤晴通 著

「合格の法則」シリーズの1書目として、第一種電気工事士試験

の筆記試験について、これまでの出題傾向から、合格するため

に必要な重要事項143を解説している。さらに、これから受験

を目指す人のための受験ガイダンスや、資格取得後の実務など

も紹介した。

A5判 208頁 定価(2,300円+税)0406 978-4-274-16701-0

第一種電気工事士技能試験の徹底攻略

オーム社 編

平成17年度からの試験制度の変更に合わせ、発行する技能試験

対策書。具体的には筆記試験に移行した等価実技試験の内容を

割愛し、実技試験に特化するとともに、その変更点（分割実

施、材料公表等）に言及、また、実技試験問題を多く取り入

れ、発行するもの。

B5判 160頁 定価(2,500円+税)0509 978-4-274-20121-9

完全マスター

電験三種受験テキスト 電気数学
（改訂2版）

大谷嘉能
幅 敏明 共著

電験三種受験に必須の数学の知識をていねいに解説。数学問題

へのアプローチを、式の活用方法、計算の過程、考え方や別解

などをまじえ、徹底的に解説。根気よく取り組めば確実な得点

源となる計算問題について豊富な例題とともに解説していきま

す。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)1707 978-4-274-22084-5

ポケット版 要点整理

電験三種 公式＆用語集
（第2版）

不動弘幸 著

計算問題に高頻度で登場する105テーマの重要公式と、論説問

題の学習を無理なく進められるように227の重要用語を、科目

ごとに分けて収録した好評のポケット版の最新改訂版。日々の

学習から試験直前対策まで、繰り返しご活用できるアイテム。

B6変判 240頁 定価(1,000円+税)1704 978-4-274-50659-8
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電験三種365問の完全攻略

不動弘幸 著

電験三種受験にあたって、基礎力の向上を図るための問題集。

重要問題を絞り込み、全出題範囲について傾向に即した理論95

問、電力91問、機械93問、法規86問の計365問を掲載。学習の

ペースがつかみやすく、無理なく受験の準備を行うことが可

能。

A5判 386頁 定価(2,600円+税)1703 978-4-274-22041-8

ポケット版 要点整理

電験三種4科目

陶山和信 著

電験三種の過去問題20年分を分析し、合格に必須の公式・用

語・法規を1冊にまとめた。全123項目で構成され、1項目ごと

に原則、見開きで解説しているので、必要な箇所を電車での移

動中など空き時間・短時間で学習したいときに活用できる。さ

らに、暗記に便利な赤シート付。

B6変判 272頁 定価(2,400円+税)1702 978-4-274-50586-7

北爪先生が教える！

電験三種計算問題が一番解ける本

北爪 清 著

本書は、数多くの電験三種受験者を合格に導いた実力派講師

が、近年の受験者のニーズに応えて書き下ろした計算問題の指

南書。長年の講師経験から得られた受験者目線により、解答過

程の飛躍、計算過程の省略がないよう配慮されているので、読

書は躓くことなく学習を進めることが可能。

A5判 528頁 定価(3,800円+税)1612 978-4-274-50639-0

中学数学から始める

電験三種 数学入門

武原春輝 著

電験三種で扱っている数学だけでなく、電気の基礎についても

解説を行っているので、初めて電験を受ける方、何から始めて

よいかわからない方など、基礎からしっかり学習したい方にピ

ッタリの一冊です。

A5判 200頁 定価(2,000円+税)1611 978-4-274-21977-1

20ヵ年収録

電験三種問題の総合解説

新電気編集部 編

過去20年間の試験問題と模範解答を、4年間ずつ科目別・テー

マ別に分類・収録。出題傾向の把握、苦手テーマの克服など、

効率よく学習できる構成。

B5判 712頁 定価(3,000円+税)1506 978-4-274-50565-2

電験三種の強化書

不動弘幸 著

電験三種の4科目（「理論」「電力」「機械」「法規」）で出題され

る計算問題や論説問題を集中的に攻略するための受験対策書。

科目ごとに基礎事項と重要事項を確実に把握し、結果として問

題演習を効果的に行える学力を醸成できる。

A5判 434頁 定価(2,800円+税)1505 978-4-274-21745-6

電験三種精選問題

不動弘幸 著

「電験三種突破演習」を改題改訂した問題集。電験三種全4科目

の知識を系統立てて習得し、かつ計算応用力を養うというコン

セプトのもと、問題を可能な限り難易度順に配列し、丁寧な解

説で理解を深められるように構成した。必要な箇所には「ワン

ポイント知識」を配し、受験対策の一助となるよう工夫。厳選

した最新の問題を掲載しているA5判 488頁 定価(2,800円+税)1406 978-4-274-21568-1

解きながら学ぶ ドリル形式

電験三種計算問題

武原春輝 著

電験三種は計算問題が多く、計算問題の成否が合否を分けると

言っても過言ではない。本書は、数学の基本からやさしく丁寧

に解説した3部構成の問題集。「要点解説」では必要な知識をコ

ンパクトにまとめ、「例題」では解法の手順を確認しながら学

習。「練習問題」では、実際に手で書きながら解いてみること

でさらなる実力アップがはかれるようにした。B5判 248頁 定価(2,200円+税)1406 978-4-274-21569-8

絵とき

電験三種入門テキスト自由自在
（第8版）

オーム社 編

電験三種の理論、電力、機械、法規4科目に合格するための最

低限度の基礎知識とノウハウを収録した参考書。第一部では、

4科目の重要ポイントを「基礎教室」で学び、第二部では、精

選問題を「解法テクニック」で研究できるように構成してい

る。第8版では、平成23年の電気設備技術基準・解釈や関連法

規の改正に合わせて改訂を行った。A5判 472頁 定価(3,200円+税)1310 978-4-274-50471-6

16ヵ年収録

電験三種問題の徹底研究
（改訂2版）

オーム社 編

電験三種の過去16年分の試験問題と模範解答を、4年間をひと

くくりに科目別・テーマ別に分類して収録した受験対策書。出

題傾向の把握、苦手テーマの克服など、効率よく学習できるよ

うに構成している。平成23年の電気設備技術基準・解釈の大幅

な改正、および電気事業法施行規則の一部改正に合わせて改訂

を行った。B5判 524頁 定価(2,500円+税)1304 978-4-274-50448-8
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電験三種論説問題の完全研究

不動弘幸 著

電験三種では、論説・空白問題を克服することで点数を稼ぐこ

とが可能である。本書では、過去問題の羅列ではなく、頻出事

項を抽出した問題を選択し、繰り返し問題を解くことで、自然

と問題読解の力が身につくよう構成している。また、適宜基礎

知識、ワンポイント知識を配し、得点力アップが図れる内容と

なっている。A5判 402頁 定価(2,800円+税)1302 978-4-274-21338-0

電験三種完全攻略
（改訂4版）

不動弘幸 著

電験三種の4科目をコンパクトに一冊にまとめた構成から、読

者の好評を博している参考書。改訂3版発行から10年が経過す

る中で、出題傾向も理論分野で電子回路の出題、あるいは新エ

ネルギー関係の出題も増える等変化しているため、改めて出題

傾向を見直し、現状の試験傾向に即した内容に刷新し、改訂4

版として発行するもの。A5判 456頁 定価(2,600円+税)1203 978-4-274-21180-5

電験三種計算問題の完全研究

家村道雄 著

計算問題に的を絞った電験三種の受験対策書。電験三種の受験

には、数学（計算）の力は必須で、計算問題を克服することが

合格を左右するといっても過言ではない。本書では、最近出題

された各科目の計算問題の動向を精査し、新傾向を含めた重要

問題を厳選して例題として掲載、「極力式の省略はせず、展開

をていねいに記述する」という内容構成で発行するもの。A5判 440頁 定価(2,800円+税)1104 978-4-274-21009-9

電験三種を目指す人のための基礎徹底マスター

不動弘幸 著

第二種電気工事士、あるいは第一種電気工事士の試験に合格

し、さらに電験三種という電気系の上位資格を目指す人のため

に、受験する上での必要な知識を知らしめるとともに、基礎力

を身につけるとともに段階を追ってレベルアップを図ること

で、本格的な電験三種受験テキストへの橋渡し役を担う書籍。

A5判 384頁 定価(2,800円+税)0907 978-4-274-20738-9

ひとりで学べる

電験三種

飯田芳一 著

4科目を1冊でまとめるという、コンパクトな形をとるが、本書

においても各科目の出題傾向を十分吟味し、重要テーマ（項

目）を絞り込むことで、学習のポイントを明示するほか、重要

事項の明解な解説と実力チェックのための過去問題の掲載で、

無理なく学習が進められる構成となっている。

A5判 280頁 定価(2,600円+税)0904 978-4-274-20691-7

基礎から理解！

電験三種記入式問題集

武原春輝 著

4科目を1冊にまとめた入門者向けの問題集。合格に必要な知識

に的を絞ってコンパクトにまとめた。記入しながらステップア

ップ式に解答に至るユニークな構成となっており、初めて電験

三種を受験しようとする方々に最適の内容。

B5判 328頁 定価(2,600円+税)0901 978-4-274-20655-9

ゼロからはじめる

電験三種

不動弘幸 著

第三種電気主任技術者試験（電験三種）を初めて受験される

方、独学で学ぼうとお考えの方を主な対象とした、やさしく、

わかりやすい入門テキスト。4科目を1冊でまとめるとともに、

三種を受ける基礎知識として巻頭に数学を付し、以降の4科目

の理解の一助をなすように構成。

A5判 378頁 定価(2,800円+税)0702 978-4-274-20357-2

電験三種突破演習

不動弘幸 著

第三種電気主任技術者試験の4科目を1冊でまとめた問題集。各

科目で頻出する事項をテーマとして掲げ、難易度に合わせて問

題を配列し、ていねいな解説で学習を進めていく構成である。

既刊「電験三種完全攻略（改訂3版）」と合わせて活用すること

で、知識の補充が図ることができる。

A5判 424頁 定価(2,800円+税)0504 978-4-274-20055-7

電験三種計算問題の徹底研究

家村道雄 著

第三種電気主任技術者試験の中の計算問題に的を絞った受験対

策書。電験三種受験に当たって数学力は必須であり、計算問題

を克服することが合格のポイントといっても過言ではない。本

書は「極力式の展開を省略せず、ていねいに記述する」という

スタイルを取るとともに、最新の出題傾向を勘案し、受験者の

ニーズに即した内容。A5判 384頁 定価(2,700円+税)0503 978-4-274-20046-5

電験三種機械科目の制覇

菅原秀雄 著

機械科目の苦手意識の払拭を図るべく、解説に工夫を凝らし、

さらに例題、基本問題、発展問題、スキルアップ問題等で実力

養成ができる内容である。機械科目は苦手だと思っている受験

者並びに電気の学習者には、まさに待望久しい書であるといえ

る。

A5判 480頁 定価(3,200円+税)0405 978-4-274-94348-5
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電験三種特選問題

中辻哲夫 著

第三種電気主任技術者試験の問題を出題傾向、出題頻度の分析

により精選し、解説を加えた問題集。理論、電力、機械、法規

の4科目を一冊にまとめ、得意分野のさらなるレベルアップや

苦手分野（テーマ）の克服に活用できる一冊。

B5判 322頁 定価(3,000円+税)0301 978-4-274-16646-4

鍛えてマスター

電気数学
計算問題を制して電験三種に合格しよう

不動弘幸 著

電験三種に必要な数学を楽しく、やさしく学ぶテキスト。文系

出身の人、あまり予備知識がない人でも電気数学を理解できる

よう、セミナー形式で的を絞ったやさしい解説に徹しており、

学力向上を最優先とした内容。電験の受験4科目を横断的に学

習していくので（項目と電験三種4科目との関係を明記）、短期

間で電気数学のエッセンスが身につく。A5判 256頁 定価(2,400円+税)1401 978-4-274-21498-1

電験三種を目指す人のための

電気数学徹底マスター

家村道雄 著

本書は電験三種の合格に必要な数学力の範囲、そして考え方・

解き方を明示するとともに、実際の出題された問題を取り上

げ、解きながらマスターしていく構成。最近は、理論では電子

回路、過度現象、機械ではパワーエレクトロニクス、FF回路

などが出題されるようになっている。本書では新傾向の問題に

も対応するよう、取り上げる問題を精選した。A5判 288頁 定価(2,600円+税)1111 978-4-274-21136-2

電験三種 数学超入門

武原春輝 著

電験三種受験者のために、数学に的を絞った受験対策書。章ご

とに、基本となる説明および例・例題＋章末問題（1問1頁）で

構成し、随所に「重要公式」「計算のポイント」を盛り込み、

計算の基本と流れをわかりやすく解説。

A5判 174頁 定価(2,000円+税)0911 978-4-274-20793-8

電験三種合格 はじめて学ぶ電気理論
（改訂2版）

春原武彦 著

初学者にとって、最初の一歩となる科目の理論をマスターする

ことがすでにかなり高いハードルとなっている。本書は、この

理論について、合格点をとれることだけを目標に、やさしく親

切な解説に徹し、例題に記入しながら自然に実力が身につくワ

ークブックスタイルを取入れ、はじめて電験三種を受験する方

のなじみやすい入門書。B5判 216頁 定価(2,300円+税)0001 978-4-274-16528-3

基礎から理解！

電験三種合格のための数学入門

真栄里仁雄 著

講習会等で、科目講習に入る前にその導入として、数学の基礎

を教える傾向が強まっている。本書は、電験三種を受験し、合

格したいが、数学の基礎ができていないといった方を対象に、

数学の基礎力アップ、そして電験三種の問題にチャレンジでき

る力を養う内容になっている。

A5判 176頁 定価(2,000円+税)0603 978-4-274-20215-5

電験三種合格 よくわかる電気数学

家村道雄 著

電験三種に合格できるレベルに的を絞り、必要な数学の知識を

わかりやすく効率的に学習できるようまとめている。ポイント

を絞ったやさしい解説とていねいな展開、豊富な例や例題によ

り基本的事項を学習できる。

〔目次〕計算の基礎／関数の基礎と応用／複素数と単相交流回

路の計算／三相交流回路の計算と力率改善／他A5判 228頁 定価(2,500円+税)0204 978-4-274-16617-4

完全マスター

電験三種受験テキスト 理論
（改訂2版）

塩沢孝則 著

「完全マスター電験三種受験テキスト 理論」の改訂2版。今回

の改訂では、2008年以降の問題を新たに分析して、新傾向問題

を取り込み、頻出事項を網羅。また、重要なポイントの解説を

強化するとともに、各節ごとの例題に関しても、解き方のポイ

ント、考え方、公式の使い方等の説明を充実させることで、読

者の理解がより深まる内容構成とした。A5判 340頁 定価(2,700円+税)1403 978-4-274-21515-5

完全マスター

電験三種受験テキスト 電力
（改訂2版）

植地修也 著

「完全マスター電験三種受験テキスト」シリーズ「電力」の改

訂版。ポイントを絞ったていねいな解説と多くの図を取り入

れ、初学者、独学者でも理解しやすいよう構成している。今回

の改訂では、2008年以降の問題を新たに分析して新傾向問題を

取り込み、頻出事項を網羅している。

A5判 504頁 定価(2,800円+税)1404 978-4-274-21548-3

完全マスター

電験三種受験テキスト 機械
（改訂2版）

大谷嘉能
伊佐治圭介 共著

「完全マスター電験三種受験テキスト」シリーズ「機械」の改

訂版。ポイントを絞ったていねいな解説と多くの図を取り入

れ、初学者、独学者でも理解しやすいよう構成している。今回

の改訂では、2008年以降の問題を新たに分析して新傾向問題を

取り込み、頻出事項を網羅している。

A5判 454頁 定価(2,800円+税)1405 978-4-274-21547-6
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完全マスター

電験三種受験テキスト 法規
（改訂3版）

古川英夫
重藤貴也 共著

完全マスター電験三種受験テキスト 法規」の改訂3版。今回

の改訂では、本文解説をさらにわかりやすくまとめるととも

に、各節ごとの例題の解き方のポイント、考え方、公式の使い

方等の説明を充実させることで、読者の理解がより深まる内容

構成となっている。

A5判 344頁 定価(2,500円+税)1403 978-4-274-21516-2

電験三種 徹底演習 理論

新井信夫 著

新しい電験三種演習書シリーズ。過去20年程度の出題内容を確

認するとともに、出題傾向に即した頻出問題を厳選。問題を解

くための鍵となる「着眼点」を示すとともに、「解き方」では

その考え方、公式の使い方をわかりやすく解説している。図面

を豊富に用い、目で見てもわかるような構成とした。さらに、

章末には演習問題を配した。A5判 360頁 定価(2,600円+税)1303 978-4-274-21355-7

電験三種 徹底演習 電力
新井信夫
飯田芳一
早苗勝重 共著

新しい電験三種の演習シリーズ。過去20年程度の出題内容を確

認するとともに、出題傾向に即した頻出問題を厳選。問題を解

くための鍵となる「着眼点」を示すとともに、「解き方」では

その考え方、公式の使い方などをわかりやすく解説している。

図面を豊富に用い、目で見てもわかるような構成とした。さら

に章末には演習問題を配した本格的な演習書。A5判 344頁 定価(2,600円+税)1304 978-4-274-21379-3

電験三種 徹底演習 機械

早苗勝重 著

新しい電験三種の演習シリーズ。過去20年程度の出題内容を確

認するとともに、出題傾向に即した頻出問題を厳選。問題を解

くための鍵となる「着眼点」を示すとともに、「解き方」では

その考え方、公式の使い方などをわかりやすく解説している。

図面を豊富に用い、目で見てもわかるような構成とした。さら

に章末には演習問題を配した本格的な演習書。A5判 336頁 定価(2,600円+税)1304 978-4-274-21380-9

電験三種 徹底演習 法規

飯田芳一 著

新しい電験三種演習書シリーズ。過去20年程度の出題内容を確

認するとともに、出題傾向に即した頻出問題を厳選。問題を解

くための鍵となる「着眼点」を示すとともに、「解き方」では

その考え方、公式の使い方をわかりやすく解説している。図面

を豊富に用い、目で見てもわかるような構成とした。さらに、

章末には演習問題を配した。A5判 288頁 定価(2,600円+税)1303 978-4-274-21356-4

電験三種合格一直線

理論

菅原秀雄 著

電験三種受験用の参考書は数多く出版されているが、大半は入

門書に類するもので、内容も解説も三種受験には物足りないも

のも多い。本書は、電験三種受験の実践的解説本として、豊富

な例題、演習問題、練習問題により、確実に問題解法能力が向

上するように配慮した。

B5変判 336頁 定価(2,800円+税)1107 978-4-274-50345-0

電験三種合格一直線

電力

菅原秀雄 著

電験三種合格本の決定版。原理原則から丁寧に説明。数学・物

理の基礎を設けるなど、関連知識についてもスムーズな学習が

進行するよう配慮。豊富な例題、演習問題、練習問題により、

確実に問題の解法能力が向上するように配慮。「進んだ研究」

を設けて、さらに上（電験二種ほか）もカバー。

B5変判 272頁 定価(2,600円+税)1206 978-4-274-50402-0

電験三種合格一直線

機械

菅原秀雄 著

電験三種受験用の参考書は、多くの出版社で数多く出版されて

いるが、その大半は入門書に類するものであり、内容も解説も

三種受験には一味物足りない内容となっている。本書は、電験

三種受験の実践的解説本として、豊富な例題、演習問題、練習

問題により確実に問題解法能力が向上するように配慮している

のが特徴である。B5変判 352頁 定価(2,800円+税)1202 978-4-274-50369-6

電験三種合格一直線

法規

菅原秀雄 著

読み込みたくなるオーソドックスな受験解説書。平成23年の電

気事業法や電技解釈の改正を全面的に反映。受験者や「新電

気」誌読者の要望を凝縮した法規科目の受験に最適な解説書。

条文の意味を理解しながら電気関係法を体系的に学習できる構

成で徹底的に基礎力を養成する。豊富な図表、例題、演習問

題、練習問題により解法能力を確実に向上させる。B5変判 200頁 定価(2,600円+税)1211 978-4-274-50420-4

電験三種やさしく学ぶ理論

早川義晴 著

過去10年、かつ最新の出題傾向を精査することで、学習のポイ

ントを絞った、初学者、独学者向けの電験三種受験対策書シリ

ーズの「理論」。図を豊富に用いることでイメージをつかみや

すくするとともに、側注を設け、用語解説、補足説明を加える

など、読者の理解を深める内容構成としている。

A5判 336頁 定価(2,200円+税)1103 978-4-274-20993-2
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電験三種やさしく学ぶ電力

早川義晴
中谷清司 共著

過去10年、かつ、最新の出題傾向を精査することで、ポイント

を絞った初学者、独学者向けの電験三種受験対策書シリーズの

一冊「電力」。図を豊富に用いることでイメージをつかみやす

くするとともに、側注を設け、用語解説、補足説明を加えるな

ど、読者の理解を深める内容構成としている。

A5判 282頁 定価(2,200円+税)1105 978-4-274-21027-3

電験三種やさしく学ぶ機械

新井信夫 著

過去10年、かつ最新の出題傾向を精査することで、学習のポイ

ントを絞った、初学者、独学者向けの電験三種受験対策書シリ

ーズの「機械」。図を豊富に用いることでイメージをつかみや

すくするとともに、側注を設け、用語解説、補足説明を加える

など、読者の理解を深める内容構成としている。

A5判 336頁 定価(2,200円+税)1103 978-4-274-20994-9

電験三種やさしく学ぶ法規

中辻哲夫 著

過去10年、かつ最新の出題傾向を精査することで、ポイントを

絞った初学者、独学者向けの電験三種受験対策書シリーズの一

冊、「法規」。図を豊富に用いることでイメージをつかみやすく

するとともに、側注を設け、用語解説、補足説明を加えるな

ど、読者の理解を深める内容構成としている。

A5判 312頁 定価(2,200円+税)1107 978-4-274-21019-8

電験三種よくわかる 理論
（改訂2版）

早川義晴 著

発行後5年が経過する中で、新JIS、法令の改正に対応するほ

か、「よくわかる」という書名に即し、一目で理解できる重要

ポイント、解説をさらにやさしく、わかりやすいものとするな

ど内容を一部刷新するとともに、最新の問題を例題として取り

入れ、新たに発行した。

A5判 288頁 定価(2,200円+税)0501 978-4-274-20013-7

電験三種よくわかる 電力
（改訂2版）

津田成和 著

発行後6年が経過する中で、新JIS、法令の改正に対応するほ

か、「よくわかる」という書名に即し、一目で理解できる重要

ポイント、解説をさらにやさしく、わかりやすいものとするな

ど、内容を一部刷新するとともに、最新の問題を例題として取

り入れ、新たに発行した。

A5判 256頁 定価(2,200円+税)0502 978-4-274-20029-8

電験三種よくわかる 機械
（改訂2版）

新井信夫
早川義晴 著

発行後5年が経過する中で、新JIS、法令の改正に対応するほ

か、「よくわかる」という書名に即し、一目で理解できる重要

ポイント、解説をさらにやさしく、わかりやすいものとするな

ど、内容を一部刷新するとともに、最新の問題を例題として取

り入れ、新たに発行した。

A5判 348頁 定価(2,200円+税)0501 978-4-274-20014-4

ポケット版 要点整理

電験三種電気数学トレーニング

不動弘幸 著

電験三種を制するファーストステップとして「電気数学基礎大

全（厳選53テーマ）」を前半に、基礎計算力を高めるウォーミ

ングアップとして「基礎演習 計算編（全4科目41テーマ）」を

後半にまとめました。コンパクトなサイズで持ち運びもしやす

く、いつでもどこでも学べます。

B6変判 264頁 定価(1,000円+税)1606 978-4-274-50624-6

電験二種徹底マスター 理論

飯田芳一 著

「電験二種 徹底マスター」シリーズは、基本的な事項（電験

三種レベル）の内容をおさえつつ、電験二種の一次試験が突破

できる力を身につけることができるテキスト（テキスト解説＋

問題）のシリーズ。テーマごとに最新の出題傾向に則した「練

習問題」を掲載しているので、合格に必要な実力が身につく構

成になっている。A5判 380頁 定価(3,800円+税)1710 978-4-274-22129-3

電験二種徹底マスター 機械
新井信夫
飯田芳一
早苗勝重 共著

「電験二種 徹底マスター」シリーズは、基本的な事項（電験

三種レベル）の内容をおさえつつ、電験二種の一次試験が突破

できる力を身につけることができるテキスト（テキスト解説＋

問題）のシリーズ。テーマごとに最新の出題傾向に則した「練

習問題」を掲載しているので、合格に必要な実力が身につく構

成になっている。A5判 464頁 定価(3,800円+税)1710 978-4-274-22130-9

電験二種徹底マスター 電力

早苗勝重 著

「電験二種 徹底マスター」シリーズは、基本的な事項（電験

三種レベル）の内容をおさえつつ、電験二種の一次試験が突破

できる力を身につけることができるテキスト（テキスト解説＋

問題）のシリーズ。ポイントを絞ったていねいな解説と多くの

図を取り入れ、また、重要用語や解法のポイント、公式の使い

方や計算のテクニックなどを解説。A5判 378頁 定価(3,800円+税)1709 978-4-274-22105-7
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電験二種徹底マスター 法規

新井信夫 著

「電験二種 徹底マスター」シリーズは、基本的な事項（電験

三種レベル）の内容をおさえつつ、電験二種の一次試験が突破

できる力を身につけることができるテキスト（テキスト解説＋

問題）のシリーズ。ポイントを絞ったていねいな解説と多くの

図を取り入れ、また、重要用語や解法のポイント、公式の使い

方や計算のテクニックなどを解説。A5判 376頁 定価(3,400円+税)1709 978-4-274-22106-4

電験二種 二次試験の完全研究

新井信夫 著

第二種電気主任技術者試験の二次試験の受験対策書です。平成

17年から平成28年の12年間に出題された全問題をテーマ別に分

類し、例題として取り上げているので、得意分野をさらに強化

する、あるいは不得分野の強化等に活用できる構成となってい

ます。

A5判 448頁 定価(4,000円+税)1705 978-4-274-22068-5

電験二種二次試験「電力・管理」精選問題
（改訂2版）

大嶋輝夫 著

電験二種二次試験の平成7年度から平成27年度までの「電力・

管理」の計算問題・論説問題を網羅し、また今後出題されると

思われる重要テーマを収録。各問題には「解き方テクニック」

「トレーニングノート」を付して、答案作成能力が高まるよう

に解説をほどこした。

A5判 416頁 定価(3,800円+税)1609 978-4-274-50625-3

電験二種二次試験「機械・制御」精選問題
（改訂2版）

大嶋輝夫 著

平成7年度から平成27年度までの「機械・制御」の計算問題・

論説問題を網羅し、また今後出題されると思われる重要テーマ

を収録。各問題には「解き方テクニック」「トレーニングノー

ト」を付して、答案作成能力が高まるように解説されていると

ころが特長。

A5判 392頁 定価(3,800円+税)1609 978-4-274-50630-7

電験二種 二次試験の徹底研究
（改訂2版）

新井信夫

飯田芳一

早苗勝重

半田 進 共著

難関の電験二種二次試験対策書。過去10年間の問題を精査し、

最新の出題傾向を分析。解き方のポイントや公式の使い方とい

った基本事項を大切に、丁寧な解説で解答へと導く内容。

A5判 432頁 定価(3,800円+税)1607 978-4-274-21925-2

電験二種攻略
一次重要事項と二次論説

菅原秀雄 著

電験二種一次試験および二次試験の論説対策書。一次試験対策

は過去問題の必須用語をジャンルごとに整理し解説。二次試験

対策は実践形式で合格答案の作成方法について解説。一次試験

で確かな知識を習得し、かつ二次試験の論説対策を兼ねた対策

をすることで、効率よく電験二種試験対策が可能。

B5変判 380頁 定価(3,800円+税)1606 978-4-274-50593-5

電験二種 一次試験の完全研究

新井信夫 著

電験二種一次試験対応問題集。「理論」「電力」「機械」「法規」

の4科目の問題をテーマごとに分類し、例題として掲載してい

るので、苦手分野の克服や得意分野をさらに伸ばすといった目

的に合わせて活用できる。問題の解説部には、問題を解くうえ

での「着眼点」そして「解き方」で構成し、解く力を鍛える解

説を充実。A5判 512頁 定価(3,800円+税)1605 978-4-274-21898-9

電験二種合格のための数学・物理入門

前田隆文 著

電験二種の数学、物理に的を絞った受験対策書。電験三種でも

多用してきた数学・物理についての解説からはじめ、徐々に電

験二種で必要となる知識を紹介していくことで、ステップアッ

プ方式で学習が進められるようになっている。電験二種の問題

を解くための有用な考え方を中心に、電気現象を体系的に理解

できる内容となっている。A5判 304頁 定価(3,000円+税)1410 978-4-274-50509-6

電験二種計算の攻略

菅原秀雄 著

電験二種では計算問題の攻略が重要である。本書では、一次試

験の「理論」と二次試験の「電力・管理」及び「機械・制御」

の3科目の計算問題を重点的に取り上げている。過去約50年間

で出題された試験問題の丹念な分析に基づき、各科目の重要項

目に応じた演習問題を中心に構成している。

B5変判 416頁 定価(3,800円+税)1407 978-4-274-50486-0

電験二種計算問題の完全研究

家村道雄 著

本書は電験二種一次試験の理論、そして二次試験の電力・管

理、機械・制御から厳選された計算問題を「応用例題」として

掲載。「重要Point」で基本事項を学習したあと、「応用例題」

に取り組む。「解説」は問題を解く際のポイントを明確にする

とともに、式の展開をていねいに記述することで、無理なく問

題攻略の力が身に付く内容となっている。A5判 434頁 定価(3,800円+税)1403 978-4-274-21506-3
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電験二種完全攻略
二次試験対応・過去問から体系的に学ぶ

不動弘幸 著

平成7年〜24年までに出題された全180問を体系的に整理し、既

往問題の学習を無理なく進められるように構成した電験二種二

次試験の受験対策書。電験二種の二次試験は難関の試験と言わ

れているが、整理された既往問題のみを徹底的に繰り返し学習

することで、問題の要点をつかみ、さらには解法のポイントを

理解する力が養える内容となっている。A5判 416頁 定価(3,800円+税)1308 978-4-274-21429-5

五ヵ年収録

電験二種一次試験完全解答
―第二集―

オーム社 編

過去問題は、出題傾向を知るための情報の宝庫といわれ、多く

は過去に出題された類似問題やそれらを組み合わせた問題など

が出題される。本書は、2008年度（平成20年度）から2012年度

（平成24年度）までの最新5年間の過去問題と模範解答を年度ご

とに収録した電験二種一次試験突破用の問題集。解答を導き出

すための根拠を詳しく解説した。A5判 400頁 定価(3,600円+税)1211 978-4-274-50423-5

電験二種完全攻略
一次試験対応・トコトンわかる速攻学習方式

不動弘幸 著

電験二種4科目の試験の勘所を押さえつつ一冊にまとめ、効率

よく学習ができるよう配慮した参考書。電験二種で電験三種以

上に必要となる数学の知識については、必要な箇所で自然に学

べるというスタイルを取り、受験者のプレッシャーの軽減を図

るとともに、三種から二種への橋渡し知識を適宜掲載し、三種

の知識を活用できる内容構成としている。A5判 480頁 定価(3,800円+税)1012 978-4-274-20966-6

5ヵ年収録

電験二種一次試験完全解答

オーム社 編

多くは過去に出題された類似問題やそれを組み合わせた問題な

どが出題される。本書は、平成16〜20年度までの最新5年間の

過去問題と模範解答を年度ごとに収録した一次試験突破用問題

集で、解答を導き出すための根拠を詳しく解説してある。

A5判 400頁 定価(3,600円+税)0811 978-4-274-50208-8

電験二種計算問題の徹底研究

家村道雄 著

過去10年超におよぶ試験問題の出題傾向に即した問題を厳選す

るとともに、最近出題された試験問題から新傾向の問題につい

ても取り上げ、問題を解くに当たっての目の付け所を明確に

し、また、丁寧な記述で計算式の展開を記述する等工夫を凝ら

し、より受験者のニーズにあった構成・内容。

A5判 400頁 定価(3,500円+税)0801 978-4-274-20499-9

電験二種 やさしい理論

不動弘幸 著

年々受験者が増え続けている電験二種（理論）の対策本。図を

多く用いているため、初学者にもわかりやすい内容。

〔目次〕静電理論／磁気理論／直流回路理論／交流回路理論／

過度現象論／固体電子理論／真空電子理論／電子回路理論／電

気・電子計測／数学サポート

B5判 224頁 定価(3,500円+税)0304 978-4-274-16662-4

電験二種数学の徹底攻略

河村 博 編

電験三種から電験二種へステップアップするためには、数学力

と計算力を養成することが重要であり、微積分、フーリエ級

数、双曲線関数など、三種では使わなかった数学力が必要であ

る。本書は、電気数学の基礎がマスターできるとともに、平成

元年度から平成12年度までに出題された計算問題を科目別・テ

ーマ別に分類し、演習問題として収録。B5判 276頁 定価(3,200円+税)0203 978-4-274-94296-9

電験二種計算問題の完全対策

家村道雄 著

計算問題を興味を持って学習できるよう配慮した受験対策書。

過去に出題された電験二種試験の計算問題を分析、頻出テーマ

（問題）を絞り込み、よく出る問題（例題）として提示し、そ

の後詳細な解法と解説を加えているほか、覚えるべき公式、重

要事項、関連応用問題を掲載している。

A5判 416頁 定価(3,500円+税)0103 978-4-274-16566-5

完全マスター

電験二種受験テキスト 理論

家村道雄 著

前身の『電験二種完全マスターシリーズ』に代わり、新たに発

行する本格的な電験二種受験対策書シリーズの一冊。最新の試

験動向の精査による頻出テーマの選別と解説、そして新傾向の

試験問題の例題としての掲載と詳解な解法により、読者ニーズ

にマッチした内容で発行するもの。特に理論では電子回路部で

トランジスタ、オペアンプの充実を図っている。A5判 376頁 定価(3,300円+税)1001 978-4-274-20824-9

完全マスター

電験二種受験テキスト 電力

家村道雄 監修
藤木正治 著

前身の『電験二種完全マスターシリーズ』に代わり、新たに発

行する本格的な電験二種受験対策書シリーズの一冊。最新の試

験動向の精査による頻出テーマの選別と解説、そして新傾向の

試験問題を例題としての掲載と詳細な解法により、読者ニーズ

にマッチした内容で発行するもの。電力においては、送電、配

電部分の拡充を図り、新しい問題を多く取り込んでいる。A5判 384頁 定価(3,500円+税)1002 978-4-274-20836-2

資格試験／電気系 261



完全マスター

電験二種受験テキスト 機械
家村道雄 監修

家村道雄

井手三男 共著

前身の『電験二種完全マスターシリーズ』に代わる本格的な電

験二種受験対策書シリーズ。最新の試験動向の精査による頻出

テーマの選別と解説、そして新傾向の試験問題を例題として掲

載し、詳細な解法の解説する。機械においては、出題範囲がも

ともと広いことからテーマをより厳選するとともに、例題につ

いても選りすぐった構成としている。A5判 448頁 定価(3,500円+税)1002 978-4-274-20835-5

完全マスター

電験二種受験テキスト 法規
（改訂2版）

家村道雄 監修
新井信夫 著

読者に好評を博している電験二種受験対策書シリーズ「完全マ

スター電験二種受験テキスト 法規」の改訂版。2011年7月1日

付の電気設備技術基準・解釈の大改正の内容を網羅しているほ

か、出題傾向の精査を再度行い、新傾向、頻出問題等も取り込

んでいる。

A5判 296頁 定価(3,000円+税)1204 978-4-274-21190-4

完全マスター

電験二種受験テキスト 電気数学

家村道雄 著

第二種電気主任技術者受験者向けの電気数学の参考書。2006年

以降の計算問題を洗い直し、試験の出題傾向に沿った学習がで

きるよう、解説部分の強化、例題、応用問題の入れ替えを行っ

た。また、「図を見て理解できる」よう図面を適宜掲載するほ

か、「わかりやすく、やさしく記述された内容」とすることを

徹底している。A5判 320頁 定価(3,300円+税)1302 978-4-274-21339-7

電験二種徹底研究 理論

半田 進 著

1999年に発行した電験二種演習書シリーズ「電験二種実戦攻略

理論」の後継企画。電気事業法をはじめとする電気関係法令の

改訂、また、JIS記号の試験への取り込み等が行われており、

これらに対応するとともに、最新の試験動向を踏まえ、特に一

次試験に特化した構成として、発行するもの。

A5判 312頁 定価(3,500円+税)0601 978-4-274-20186-8

電験二種徹底研究 電力

早苗勝重 著

1999年に発行した電験二種演習書シリーズ「電験二種実戦攻略

電力」の後継企画。電気事業法をはじめとする電気関係法令の

改訂、また、JIS記号の試験への取り込み等が行われており、

これらに対応するとともに、最新の試験動向を踏まえ、特に一

次試験に特化した構成として発行。

A5判 288頁 定価(3,500円+税)0601 978-4-274-20187-5

電験二種徹底研究 機械

新井信夫 著

1999年に発行した電験二種演習書シリーズ「電験二種実戦攻略

機械」の後継企画。電気事業法をはじめとする電気関係法令の

改訂、また、JIS記号の試験への取り込み等が行われており、

これらに対応するとともに、最新の試験動向を踏まえ、特に一

次試験に特化した構成として発行したもの。

A5判 344頁 定価(3,500円+税)0602 978-4-274-20199-8

電験二種徹底研究 法規

飯田芳一 著

1999年に発行した電験二種演習書シリーズ「電験二種実戦攻略

法規」の後継企画。電気事業法をはじめとする電気関係法令の

改訂、また、JIS記号の試験への取り込み等が行われており、

これらに対応するとともに、最新の試験動向を踏まえ、特に一

次試験に特化した構成として発行したもの。

A5判 272頁 定価(3,500円+税)0602 978-4-274-20200-1

電験一種二次試験の完全研究

新井信夫 著

最大の難関、第一種電気主任技術者試験（電験一種）の二次試

験の対策書。電力・管理、機械・制御の科目についてさらに4

つの出題テーマに分けた問題をそれぞれ収録することで、テー

マの理解が深まる内容構成としている。「重要ポイント」や問

題の解説部での「着眼点」を明示により、理解を深めることが

できる。A5判 504頁 定価(5,800円+税)1505 978-4-274-21757-9

電験一種一次試験の完全研究

新井信夫 著

第一種電気主任技術者の一次試験対策書。「理論」「電力」「機

械」「法規」の4科目を章ごとにまとめ、各章の学習上の必須事

項を「重要Point」として解説した後、出題傾向に即して厳選

した問題を例題として取り上げている。例題の解説部は、問題

を解く際の「着眼点」そして「解き方」で構成し、ていねいな

解説を心がけた。A5判 520頁 定価(5,800円+税)1405 978-4-274-21556-8

電験一種一次試験の徹底研究

新井信夫 著

好評を博している「電験一種一次試験の完全対策」の後続企

画。関係法令の改正、図記号の変更に対応することはもちろ

ん、最近10年程度の出題傾向を再調査し、出題傾向を把握。ま

た、頻出問題を精選し、例題として掲載するとともに側注と本

文解説のW解説でより理解が深まる構成。

A5判 344頁 定価(5,700円+税)0805 978-4-274-20550-7
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電験一種二次試験の徹底研究

新井信夫 著

2005〜2009年までの二次試験に出題された問題を中心に再度、

頻出事項・問題を抽出し、内容を刷新して発行するもの。内容

的には、問題を解くに当たってのポイントの明確化、また、計

算問題においては丁寧に式の展開を記述する、脚注を効果的に

使う等、既刊「電験一種一次試験の徹底研究」同様、読者のニ

ーズにマッチした構成としている。A5判 400頁 定価(5,700円+税)1005 978-4-274-20875-1

ポケット版

電気工事施工管理技士（1級＋2級）学科試験要点整理

不動弘幸 著

電気工事施工管理技士検定学科試験対応のハンディサイズの受

験対策書。1級、2級の電気工事施工管理技士の学科試験の出題

頻度の高いテーマを120項目程度に絞り、1項目2P見開き構成

で「要点整理（解説）」と「問題・解説」でまとめます。なお、

テーマ内容及び問題には「1級」「2級」「共通」別の表示を付記

します。B6変判 320頁 定価(2,000円+税)1709 978-4-274-22122-4

すらすら解ける！

2級電気工事施工 合格問題集
学科＋実地試験対応

関根康明 著

テーマごとに冒頭の要点整理で重要事項をおさらいし、過去問

＋解説で理解を深める問題集形式の受験対策書。分野別に効率

良く学習できるよう重要な過去問のみを掲載。回路や図の着眼

点、解答のポイント、出題傾向、ゴロ合わせによる暗記方法な

どを吹き出しで示し、わかりやすく丁寧に説明。

A5判 264頁 定価(2,400円+税)1506 978-4-274-21770-8

2級電気工事施工完全攻略
学科＋実地試験対応

不動弘幸 著

2級電気工事施工管理技術検定試験の受験対策書。短時間で何

を学習すれば効果的かを徹底的に追求し、ジャンル別に系統立

てた編成により体系的な学習ができる。学習効果を最短で上げ

るため、基礎知識でアウトラインを把握した後、問題にアプロ

ーチするスタイルを取っている。実地試験の施工体験記述は豊

富な例を示した。A5判 364頁 定価(2,800円+税)1408 978-4-274-21592-6

2級電気工事施工 完全研究
（改訂2版）

オーム社 編

2級電気工事施工の参考書。2008年〜2013年までの過去問題か

ら出題傾向を分析し、新しい問題を取り込むなどした。まず

「重要ポイント」で要点をつかむための解説をし、続いて既往

問題から精選した問題を「例題」として掲載してわかりやすい

解説を加え、さらに「ポイント解説」を適宜設けて重要用語の

整理や関連事項を掲載している。A5判 368頁 定価(2,600円+税)1407 978-4-274-21580-3

すらすら解ける！

1級電気工事施工 合格問題集
学科＋実地試験対応

関根康明 著

1級電気工事施工管理技士検定試験（1級電気工事施工）の問題

集。本試験は受験者の得意な科目で受験することができるた

め、科目ごとに効率よく学習できるよう配慮した。問題の解説

部分においては、回路や図での着眼点、解答のキーポイント、

出題傾向、ゴロ合わせによる暗記方法などを掲載し、単調にな

りがちな問題演習を強力にサポートしている。A5判 304頁 定価(2,500円+税)1502 978-4-274-21710-4

1級電気工事施工完全攻略
学科＋実地試験対応

不動弘幸 著

1級電気工事施工管理技術検定試験の受験対策書。学科試験と

実地試験を一冊にコンパクトにまとめている。出題傾向を精査

することで、各科目の頻出するテーマを絞り、テーマ毎に学習

のポイント、重要事項解説、確認問題で構成しているが、頻出

する出題問題をグルーピングすることで効率的な学習が可能な

作りとなっている。A5判 468頁 定価(3,400円+税)1209 978-4-274-21262-8

1級電気工事施工学科試験徹底マスター

オーム社 編

1級電気工事施工管理技士の重要性が高まっている。しかし、

幅広い知識が求められることから、問題も多岐に渡っている。

本書は、過去問題の分析を入念に行い、テーマおよびポイント

を絞り、各テーマごとに「よくでる問題」を掲げ、さらに「キ

ーワード」と学習のポイントを強調しているほか、例題で実践

力を養う構成としている。A5判 352頁 定価(2,800円+税)1202 978-4-274-21167-6

1級電気工事施工学科試験の徹底攻略

オーム社 編

最新の試験問題までのその出題傾向を分析し、テーマと問題を

厳選して発行する、1級電気工事施工管理技士試験の最新の対

策書。出題傾向の分析により、これまでに出題されたテーマが

ひとめでわかるほか、科目ごとに頻出事項の解説と例題で学習

効果を確認する構成となっており、実力アップが図れる内容と

なっている。A5判 358頁 定価(2,800円+税)0702 978-4-274-20360-2

1級電気工事施工実地試験徹底マスター

オーム社 編

施工関係の実地試験は、こと施工体験の記述等においては、こ

こ数年難易度が上げってきている。本書はこうした現状を踏ま

え、出題傾向を把握し、頻出事項に的を絞った解説及び関連す

る例題で、実力のアップを図れる構成となっている。また、施

工体験記述についても、良い例、悪い例を含め掲載すること

で、読者の理解が進むように工夫した。A5判 212頁 定価(2,100円+税)1108 978-4-274-21065-5
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エネルギー管理士試験［電気分野］徹底研究
（改訂2版）

不動弘幸 著

エネルギー管理士試験の区分のうち、電気分野の専門課目3課

目及び共通課目1課目を1冊にまとめた受験対策書。最新法令に

準拠、出題傾向の詳細な分析を行い、試験合格のための知識の

確認と問題演習ができる。

A5判 512頁 定価(3,800円+税)1505 978-4-274-21752-4

エネルギー管理士徹底マスター

電気設備及び機器
（改訂2版）

大関武治 著

エネルギー管理士試験の受験対策書「エネルギー管理士徹底マ

スターシリーズ」の「電気設備及び機器」の改訂版。本シリー

ズは、各節「テキスト」、「例題」の2部構成とし、「テキスト」

部分は、ポイントを吹き出し形式で解説するとともに「出題傾

向」、「出題のポイント」を盛り込んだ構成。この1冊で合格に

必要な力が身につく。A5判 344頁 定価(3,200円+税)1711 978-4-274-22126-2

エネルギー管理士徹底マスター

電力応用
（改訂2版）

早苗勝重 著

エネルギー管理士試験の受験対策書「エネルギー管理士徹底マ

スターシリーズ」の「電力応用」の改訂版。本シリーズは、各

節「テキスト」、「例題」の2部構成とし、「テキスト」部分は、

ポイントを吹き出し形式で解説するとともに「出題傾向」、「出

題のポイント」を盛り込んだ構成。この1冊で合格に必要な力

が身につく。A5判 304頁 定価(3,200円+税)1710 978-4-274-22127-9

エネルギー管理士徹底マスター

電気の基礎
（改訂2版）

飯田芳一 著

エネルギー管理士試験の受験対策書「エネルギー管理士徹底マ

スターシリーズ」の「電気の基礎」の改訂版。本シリーズは、

各節「テキスト」、「例題」の2部構成とし、「テキスト」部分

は、ポイントを吹き出し形式で解説するとともに「出題傾向」、

「出題のポイント」を盛り込んだ構成。この1冊で合格に必要な

力が身につく。A5判 304頁 定価(3,200円+税)1710 978-4-274-22128-6

エネルギー管理士徹底マスター

エネルギー総合管理及び法規

半田 進 著

エネルギー管理士試験電気・熱の両分野必須基礎課目「エネル

ギー総合管理及び法規」の受験対策書。節の構成は、「テキス

ト」と「例題」の2部構成とし、「テキスト」部分は、「出題傾

向」、「出題のポイント」を盛り込んでいる。「例題」は実際に

出題された問題をベースに掲載しているので、本書一冊で合格

に必要な力が身につく構成となっている。A5判 288頁 定価(2,300円+税)1504 978-4-274-21743-2

17ヵ年全問題収録

エネルギー管理士（電気分野）完全解答

オーム社 編

「エネルギー管理士」電気分野試験用の受験対策問題集。試験

の概要、勉強の仕方、手続き等をわかりやすく紹介、過去17年

間の全問題を解答解説している唯一の書籍。とくに、過去の出

題問題について、その傾向を分類・分析し、課目ごとにどう出

題されてきたかがわかるよう整理されている点が特長。解答用

マークシートを使った記入法も詳述。B5判 560頁 定価(2,400円+税)1312 978-4-274-50480-8

エネルギー管理士 実戦問題

エネルギー総合管理および法規
（改訂2版）

オーム社 編

エネルギー管理士試験の電気・熱の両分野にまたがる必須基礎

課目、「エネルギー総合管理および法規」に対応した問題集の

改訂版。省エネ法が平成20年に改正され、中小のフランチャイ

ズチェーン、外食産業、デパート、オフィスビルにまで規制の

枠が広げられた。法令改正に対応した形に刷新するとともに、

平成18年以降の新試験制度の問題を取り込んだ。A5判 264頁 定価(2,100円+税)1004 978-4-274-20870-6

エネルギー管理士 実戦問題

電気分野＋必須基礎課目

オーム社 編

エネルギー管理士電気分野のために選択課目と必須基礎課目を

1冊でコンパクトにまとめた問題集。省エネ法が平成20年に改

正され、エネルギー管理士の資格取得ニーズが高まっている。

本書では試験制度の変更（平成18年以降）の問題を中心としつ

つ、過去の良問も精選、掲載し、課目、テーマ別に学習できる

構成となっている。A5判 440頁 定価(3,400円+税)1004 978-4-274-20862-1

エネルギー管理士実戦問題

電力応用

オーム社 編

省エネ法の改正（平成18年4月1日施行）に伴う、試験制度対応

の「エネルギー管理士実戦問題」（シリーズ）。電気分野の選択

専門課目「電力応用」に準拠した内容で発行。選択専門課目で

ある「電力応用」は基本的に試験内容の変更はないが、これま

での出題内容の精査による例題の精選、最近出題された問題の

取り組みなど受験者の実践力を養う内容。A5判 272頁 定価(3,000円+税)0604 978-4-274-20237-7

電気通信主任技術者試験 これなら受かる

専門的能力（伝送交換主任技術者）

オーム社 編

電気通信主任技術者試験の科目「専門的能力（伝送交換主任技

術者）」の受験対策問題集。専門的能力5科目の2年間4回分の過

去問題を出題分野に沿って整理・分類して並べているので、出

題傾向・頻出問題の確認を行いながら効率のよい学習が可能。

A5判 464頁 定価(4,600円+税)1609 978-4-274-21940-5
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電気通信主任技術者試験必勝テキスト

法規

オーム社 編

試験範囲が広く、難関の電気通信主任技術者試験の必勝テキス

ト。試験の出題頻度に応じて解説量にメリハリをつけて構成し

ています。 各単元は「出題のポイント→ていねいな解説→○

×式の実力チェック」の流れで学習にメリハリがつくように整

理しています。また、補足説明などを行うコラムを其処此処に

設けることで、効率的に学習できます。A5判 312頁 定価(2,800円+税)1509 978-4-274-21791-3

電気通信主任技術者試験必勝テキスト

伝送交換設備及び設備管理

オーム社 編

試験範囲が広く、難関の電気通信主任技術者試験の必勝テキス

ト。試験の出題頻度に応じて解説量にメリハリをつけて構成し

ています。 各単元は「出題のポイント→ていねいな解説→○

×式の実力チェック」の流れで学習にメリハリがつくように整

理しています。また、補足説明などを行うコラムを其処此処に

設けることで、効率的に学習できます。A5判 308頁 定価(3,000円+税)1509 978-4-274-21792-0

電気通信主任技術者試験 これなら受かる

法規
（改訂2版）

オーム社 編

電気通信主任技術者試験の科目「法規」の受験対策問題集。試

験範囲が広く難易度も高い本試験の対策には、出題傾向を把握

し、繰り返して出題されている類似の問題を確実に解けるよう

になることが大切。過去3年間6回分の問題を出題分野に沿って

整理・分類して並べているので、出題傾向・頻出問題の確認を

行いながら効率よく学習できる。A5判 248頁 定価(2,800円+税)1510 978-4-274-21804-0

電気通信主任技術者試験 これなら受かる

伝送交換設備及び設備管理

オーム社 編

電気通信主任技術者試験の科目「伝送交換設備及び設備管理」

の受験対策問題集。本書は、過去3年間6回分の問題を重要項

目、出題頻度の高い順に整理して掲載しているので、頻出問題

だけを効率よく学習できるようになっている。問題演習を通じ

て、苦手な項目を把握でき、知識の再確認・弱点克服もでき

る。A5判 326頁 定価(3,000円+税)1409 978-4-274-21630-5

電気通信主任技術者試験 これなら受かる

電気通信システム

オーム社 編

電気通信主任技術者試験の科目「電気通信システム」の受験対

策問題集。本書は過去3年間6回分の問題を重要項目、出題頻度

の高い順に整理しているので、頻出問題だけを効率よく学習で

きるようになっている。問題演習を通じて、苦手な項目を把握

でき、知識の再確認・弱点克服もできる。

A5判 210頁 定価(2,800円+税)1409 978-4-274-21631-2
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資格試験

電子系

工事担任者AI・DD総合種 徹底研究
（改訂2版）

オーム社 編

工事担任者AI・DD総合種の受験対策書。本試験では、特にIP

技術や新サービスに関する項目、情報セキュリティ技術の項目

について、より現場に即した出題が多くなっているため、「端

末設備の接続のための技術および理論」を重点的に刷新すると

ともに、現在の出題傾向により即した受験対策書とした。大幅

に加筆され、充実の内容となっている。B5判 402頁 定価(2,800円+税)1312 978-4-274-21487-5

工事担任者AI・DD総合種 特選問題

オーム社 編

「工事担任者」の区分のうち、AI第1種、DD第1種の両方の範

囲において工事を実施・監督できるAI・DD総合種の試験対策

用問題集として発行。本問題集では、特に制度変更以降の新試

験の問題の精査を行い、科目別に頻出問題・重要問題を精選

し、わかりやすい解説を付すとともに、側注に用語解説等を掲

載する等の構成となっている。B5判 236頁 定価(2,600円+税)0907 978-4-274-20740-2

工事担任者DD第3種 徹底研究
（改訂2版）

オーム社 編

工事担任者DD第3種試験では、特にIP技術や新サービスに関

する項目、情報セキュリティ技術の項目について、より現状の

内容（現場に即した）に近づいた出題が多くなっている。そこ

で、Ⅱ編の「端末設備の接続のための技術および理論」の内容

を重点的に刷新、現在の出題傾向により即した内容とした。前

版より大幅に加筆、充実の内容である。B5判 328頁 定価(2,600円+税)1307 978-4-274-21415-8

工事担任者DD第3種 特選問題

オーム社 編

「工事担任者」の区分のうちDD第3種の試験対策用問題集。特

に制度変更以降の問題の精査を行い、科目別に頻出問題・重要

問題を精選し、わかりやすい解説を付した形で発行する。ま

た、科目ごとの重要事項のまとめや解説部に側注を用いて、重

要用語の解説を適宜加えるなど使い勝手も考慮した。

B5判 200頁 定価(2,400円+税)1007 978-4-274-20898-0

工事担任者DD第1種 徹底研究
（改訂2版）

オーム社 編

さらに使いやすく、わかりやすい内容となった、工担DD第1

種受験対策書の決定版。今回の版では、特に端末設備の接続の

ための技術において、WANなどの広域ネットワーク、VPN、

プロトコルなどの内容の充実化が図るとともに、IP電話の設備

事故に端を発する工程管理、施工計画の見直しなどを中心に、

内容を刷新して発行するもの。B5判 352頁 定価(2,800円+税)1201 978-4-274-21156-0

工事担任者DD第1種 特選問題

オーム社 編

本問題集では、特に制度変更以降の新試験7回（平成20年11月

試験含む）の問題の精査を行い、科目別に頻出問題・重要問題

を精選し、わかりやすい解説を付した形で発行する。また、解

説部に側注を用いて、重要用語の解説を適宜加えるなど使い勝

手も考慮した構成となっている。

B5判 256頁 定価(2,600円+税)0908 978-4-274-20747-1

無線従事者試験重要公式ポケットブック

吉川忠久 著

「一陸技」、「二陸技」、「一陸特」、「一アマ」の受験者を対象に、

計算問題における公式の活用法を過去問を例題として掲載し、

解説を加えることで実践的に学習できるように構成。持ち運び

しやすいコンパクトサイズで、いつでもどこでも確認できる使

い勝手のよいポケットブック。

B6変判 208頁 定価(1,400円+税)1603 978-4-274-21867-5

第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 無線工学B
（改訂2版）

吉川忠久 著

「第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ」シリーズ「無線

工学B」の改訂版。2012年以降の問題を新たに分析し、新しい

傾向の問題を取りこむだけでなく、解き方のポイント、考え

方、公式の使い方等の説明を充実させた。

A5判 312頁 定価(2,800円+税)1711 978-4-274-22123-1

第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 無線工学A
（改訂2版）

吉川忠久
野﨑美里 共著

「第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ」シリーズ「無線

工学A」の改訂版。今回の改訂では、2012年以降の問題を新た

に分析し、新しい傾向の問題を取りこむだけでなく、解き方の

ポイント、考え方、公式の使い方等の説明を充実させたもの。

A5判 288頁 定価(2,800円+税)1709 978-4-274-22103-3
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第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 法規
（改訂2版）

吉村和昭 著

第一級陸上無線技術士試験法規科目の対策書。ポイントを絞っ

たやさしくていねいな解説と多くの図を取り入れ、初学者、独

学者でも理解しやすいよう構成。改訂にあたっては最新の試験

傾向を取り込み、よりポイントをわかりやすくまとめた。

A5判 240頁 定価(2,600円+税)1708 978-4-274-22092-0

第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 無線工学の基礎
（改訂2版）

吉川忠久 著

第一級陸上無線技術士試験無線工学の基礎科目の対策書。ポイ

ントを絞ったやさしくていねいな解説と多くの図を取り入れ、

初学者、独学者でも理解しやすいよう構成。改訂にあたっては

最新の試験傾向を取り込み、よりポイントをわかりやすくまと

めた。

A5判 272頁 定価(2,800円+税)1708 978-4-274-22093-7

やさしく学ぶ

第三級陸上特殊無線技士試験

吉村和昭 著

試験科目に合わせた「法規」と「無線工学」の2編構成。重要

用語、解法のポイントなどを「吹出し」の形式で示すととも

に、テーマごとに最新の出題傾向に則した「練習問題」を掲

載。本書の問題を実際に解いていくことで、合格に必要な実力

を身につけられる構成となっている。

A5判 152頁 定価(2,400円+税)1702 978-4-274-22028-9

第一級陸上特殊無線技士試験
吉村先生の過去問解答・解説集

吉村和昭 著

第一級陸上特殊無線技士試験（一陸特）の過去に出題された問

題（4年分全12回）を年ごと／科目ごと／出題順に収録・解説

した問題集。ていねいな解説はもちろんのこと、試験のテクニ

ック、暗記するポイント、類題の出題傾向等も取り入れた。ま

た、各科目の出題傾向をまとめた表を掲載しているので、試験

前の総まとめ等、総合的な学習が可能の1冊。A5判 296頁 定価(2,400円+税)1511 978-4-274-21826-2

やさしく学ぶ

第一級陸上特殊無線技士試験

吉村和昭 著

本書は第一級陸上特殊無線技士試験（一陸特）の受験対策書。

試験科目に合わせた「無線工学」と「法規」の2編構成。公式、

重要用語、解法のポイントなどを「吹出し」の形式で示すとと

もに、テーマごとに最新の出題傾向に則した「練習問題」を掲

載している。本書の問題を実際に解いていくことで、合格に必

要な実力を身につけられる構成となっている。A5判 328頁 定価(2,800円+税)1406 978-4-274-21570-4

第1級陸上特殊無線技士試験厳選問題

ニシザワマサキ 著

第1級陸上特殊無線技士試験の受験対策書。過去に出題された

問題と解説を見開きで解説し、効率よく学習できるようになっ

ている。また、無線工学では見開き2頁の要点解説を設け、た

だ暗記するだけでなく、内容を理解できるようになることを目

標にしている。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)1105 978-4-274-21035-8

よくわかる！

第1級陸上特殊無線技士試験

西沢正樹 著

本書は第1級陸上特殊無線技士試験対策として、テキストと問

題集を融合したもの。テキスト部分は基礎理論からポイントを

わかりやすく解説し、問題部分は過去に出題された問題を中心

に丁寧に解説することによって、暗記するのではなく「理解で

きる」ことを目的としている。

A5判 272頁 定価(2,400円+税)1009 978-4-274-20916-1

やさしく学ぶ

第二級陸上特殊無線技士試験

吉村和昭 著

第二級陸上特殊無線技士試験（二陸特）の受験対策書。「法規」

と「無線工学」の2編構成。「法規」は出題されている法令の要

点をく解説。「無線工学」は適宜図を用いながら重要なポイン

トに絞って解説している。公式、重要用語、解法のポイントな

どを吹出し形式で示すとともに、テーマごとに最新の出題傾向

に則した「練習問題」を掲載している。A5判 248頁 定価(2,800円+税)1402 978-4-274-21507-0

やさしく学ぶ

第一級・第二級アマチュア無線技士試験

吉村和昭 著

第一級アマチュア無線技士試験（一アマ）、第二級アマチュア

無線技士試験（二アマ）の両方に対応した受験対策書。問題演

習を通じて、合格に必要な実力を身につけられる構成となって

いる。テキストと問題それぞれ一アマ、二アマのどちらに対応

しているかを明記。

A5判 352頁 定価(2,800円+税)1502 978-4-274-21701-2

やさしく学ぶ

航空無線通信士試験

吉村和昭 著

航空無線通信士（航空通）の全試験科目を解説した受験対策

書。適宜、公式や計算のテクニック、覚えるべき重要用語、解

法のポイントを「吹出し」形式でわかりやすく示しているた

め、読み進めていくことにより、航空通の合格に必要な実力を

身につけられる構成。

A5判 280頁 定価(2,600円+税)1606 978-4-274-21894-1
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やさしく学ぶ

第二級海上特殊無線技士試験

吉村和昭 著

本書は第二級海上特殊無線技士試験（二海特）の受験対策書。

試験科目に合わせた「法規」と「無線工学」の2編構成とし、

「法規」は、試験に出題されている法令の要点をわかりやすく

解説しています。「無線工学」は、試験に出るポイントに絞り、

図を用いながらやさしくていねいに解説。

A5判 184頁 定価(2,600円+税)1711 978-4-274-22124-8

はじめての

家電製品アドバイザー試験
―AV情報家電・生活家電―

豊田和之 著

家電製品アドバイザーを目指す人のための入門書！本書は、家

電製品アドバイザー試験のAV情報家電と生活家電のどちらに

も対応した、テキストと問題集の融合型の受験対策書。各テー

マごとに重要ポイントの解説と過去問題を丁寧に解説すること

により、しっかりと知識が身につくような内容となっている。

A5判 220頁 定価(2,300円+税)1011 978-4-274-20950-5
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資格試験

機械系
さくさく理解！

2級ボイラー技士試験 合格テキスト

南雲健治 監修
小谷松信一 著

本書はわかりやすい構成としっかりとした内容による、2級ボ

イラー技士試験の受験対策書。最新の出題傾向を盛り込んだコ

ンテンツを見やすい紙面デザインで展開。2級ボイラー技士試

験に必要な基礎的知識を網羅した、受験者必携の一冊。

A5判 282頁 定価(2,000円+税)1709 978-4-274-22091-3

二級ボイラー技士試験 合格問題集

三好康彦 著

二級ボイラー技師試験対応の問題集。2017年から過去4年分、

計8回の公表試験問題を、出題分野に沿って整理・分類し、重

要度と頻出箇所がすぐにわかるようになっている。各選択肢に

詳しい解説を掲載しているので、この一冊で試験傾向の把握と

対策が行うことが可能。

A5判 250頁 定価(1,800円+税)1707 978-4-274-22079-1

ラクラクわかる！

二級ボイラー技士試験 集中ゼミ

南雲健治 編

二級ボイラー技士試験の受験対策書。合格に必要なポイントが

明確にわかるように1 項目につき見開きでまとめている。最新

の出題傾向の詳細な分析と、著者の長きにわたる指導経験にも

とづき、頻出問題、解答のテクニック、豆知識、学習のヒント

など、学習に役立つトピックが満載。合格するための必須事項

が凝縮されている一冊。A5判 260頁 定価(2,000円+税)1504 978-4-274-21732-6

二級ボイラー技士試験 攻略テキスト

矢部秀昭 著

本書は二級ボイラー技士試験の受験対策書。初めて二級ボイラ

ー技士試験にチャレンジする受験者にとっても、合格に必要な

知識を短期間で効率的に身に付けられるように、各種の工夫を

凝らしてた。解答解説は、試験直前でも容易に復習できるよう

に、問いに対して「○」「×」を付し、わかりやすい解説とな

っている。A5判 212頁 定価(2,000円+税)1407 978-4-274-21585-8

二級ボイラー技士試験 スピード仕上げ必勝問題集

南雲健治 編

二級ボイラー技士試験の試験直前対策に主眼をおいた問題集。

内容構成は、試験科目ごとに50から60問程度の過去問題から選

りすぐった頻出問題・重要問題とその解答解説を掲載してい

る。解答解説は試験直前でも容易に復習できるように、問いに

対して「○×」を付し、解説はわかりやすく簡潔である。

A5判 184頁 定価(1,900円+税)1210 978-4-274-21279-6

これだけマスター

二級ボイラー技士試験

南雲健治 著

「学習＋練習問題」を積み重ねて、着実に知識を身に付ける！

二級ボイラー技士試験の受験者のために、合格のためのノウハ

ウを盛り込んだ問題集型の受験対策書。テーマごとに重要ポイ

ントを簡潔にまとめ、実践レベルの練習問題に解答と解説を付

して、合格するために十分な知識をまとめている。

A5判 224頁 定価(1,900円+税)1009 978-4-274-20925-3

二級ボイラー試験 完全攻略

安達勝之 著

はじめて二級ボイラー試験を受験しようとする方々を主対象

に、重要事項についてやさしくわかりやすくまとめたテキスト

＋問題集融合型の受験対策書。左頁に例題、右頁に解説と関連

知識を盛り込んだ見開き構成とし、一冊で試験範囲を効率的に

学習できるようまとめている。

A5判 152頁 定価(1,600円+税)0711 978-4-274-20478-4

みるみるわかる

二級ボイラー技士試験

南雲健治 著

二級ボイラー試験の出題範囲に沿って、ボイラーに関する基礎

知識を、やさしく、丁寧にまとめたテキスト。初学者にも試験

合格に必要な知識を無理なく身につけられるよう、重要用語・

項目について、図や写真、表を効果的に用い、解説を行うも

の。各章末には練習問題を掲載しているので、実力の確認にも

役立つ内容。A5判 216頁 定価(1,900円+税)0708 978-4-274-20439-5

二級ボイラー技士試験完全研究

南雲健治 著

さまざまな職場で求められる二級ボイラー技士は、受験資格も

緩和され、引き続き多くの受験者を集めている。本書は、二級

ボイラー技士試験合格を目指す受験者のために、テーマごとに

重要ポイントを簡潔にまとめるとともに、豊富な練習問題とわ

かりやすい解説を加えた。

A5判 200頁 定価(2,200円+税)0610 978-4-274-20304-6
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マンガでわかる

二級ボイラー試験
南雲健治 監修

望月あきら 作画

ウェルテ 制作

ボイラー技士は、工場・病院・ビルなどボイラーをもつ多くの

施設で必要になる資格である。マンガは「サインはV」で有名

な望月あきら氏が担当。本文は、ボイラー試験対策書籍で多数

の好著があり、自身も特級ボイラー技師である南雲健治先生が

丁寧に監修。練習問題付き。

A5判 240頁 定価(1,800円+税)0601 978-4-274-06636-8

一級ボイラー技士試験 合格問題集

三好康彦 著

一級ボイラー技士試験対策問題集。過去4年分、計8回の公表試

験問題を、出題分野に沿って整理・分類し、重要度と頻出箇所

がひとめでわかるように構成。各選択肢に詳しい解説を掲載し

ているので、この一冊で試験傾向の把握と対策が可能。

A5判 250頁 定価(2,200円+税)1708 978-4-274-22088-3

ラクラクわかる！

一級ボイラー技士試験集中ゼミ

南雲健治 編

最新の出題傾向の完全分析と、著者の永年にわたる経験にもと

づいて、合格に必要なポイントをまとめた一級ボイラー技士試

験の受験対策書。学習しやすい見開き構成。「解答のテクニッ

ク」や「マメ知識」、「学習法のヒント」などを受験に役立つ情

報を随所に配置。

A5判 296頁 定価(2,400円+税)1509 978-4-274-21794-4

一級ボイラー技士試験スピード仕上げ必勝問題集

南雲健治 編

本書は一級ボイラー技士試験の試験直前対策用問題集。試験項

目ごとに過去問題から50〜60問程度選りすぐった頻出問題・重

要問題とその解答解説を掲載している。解答解説は試験直前で

も容易に復習できるように、問いに対して「○」「×」を付し

わかりやすい解説をつけた。試験前の最終仕上げや、効率よく

苦手分野を克服したい方にお勧め。A5判 184頁 定価(2,000円+税)1304 978-4-274-21377-9

マンガでわかる

一級ボイラー試験
南雲健治 監修

柊 ゆたか 作画

ウェルテ 制作

一級ボイラー技士試験の重要ポイントをマンガでわかりやすく

解説！一級ボイラー技士試験の受験者のために、重要ポイント

を盛り込んだマンガ版受験対策書。マンガで重要ポイントをわ

かりやすく解説し、本文は、ボイラー試験対策書籍で多数の好

著があり、自身も特級ボイラー技師である南雲健治先生が丁寧

に監修。練習問題付き。A5判 328頁 定価(2,400円+税)1004 978-4-274-06804-1

これだけマスター

一級ボイラー技士試験

南雲健治 著

一級ボイラー技士試験の受験者のために、合格のためのノウハ

ウを盛り込んだ問題集型の受験対策書。テーマごとに重要ポイ

ントを簡潔にまとめ、実践レベルの練習問題に解答と解説を付

して、合格するために十分な知識をまとめている。

A5判 284頁 定価(2,200円+税)0910 978-4-274-20769-3

一級ボイラー技士試験 攻略問題集

南雲健治 著

近年の出題傾向を徹底分析し、テーマごとに重要問題を厳選し

た一級ボイラー技士試験の受験対策問題集。問題ごとに図表を

交えながら丁寧な解説を付し、この一冊で確実に力が身につく

内容にまとめている。

A5判 208頁 定価(2,300円+税)0901 978-4-274-20656-6

一級ボイラー技士試験完全研究

南雲健治 著

一級ボイラー技士試験は、オフィスビル、工場、病院などで使

用するボイラーを取り扱うために必要な国家資格である。本書

は、一級ボイラー技士試験合格を目指す受験者のために、試験

問題をテーマ別に分類した問題集型の受験対策書。テーマごと

に重要ポイントを簡潔にまとめ、実践レベルの練習問題に、解

答と解説を付した。A5判 256頁 定価(2,200円+税)0510 978-4-274-20145-5

ボイラー整備士試験 精選問題集

小谷松信一 著

ボイラー整備士試験の最新出題内容に即した実戦的な問題を豊

富に掲載し、効率的に合格したい読者ニーズに応える問題集。

出題される箇所に的をしぼった簡潔な解説＆「得点力UPのポ

イント」を明示することによって、初学者でも無理なく学習で

きる内容構成となっている。

A5判 192頁 定価(2,700円+税)1609 978-4-274-21941-2

ゼロからはじめる

2種冷凍試験
（改訂2版）

オーム社 編

的を絞った内容と平易な解説とすることはもちろん、図を豊富

に用いて、冷凍機に触れたことがない方でも原理や構造が目で

見て、しっかりとイメージが掴めるよう配慮。また、最新の出

題傾向に沿った問題に刷新させると共に、テキスト部分も充実

した加筆を行った改訂版。

A5判 336頁 定価(2,400円+税)1706 978-4-274-22078-4

資格試験／機械系270



ゼロからはじめる

3種冷凍試験
（改訂2版）

オーム社 編

本書は、まったく知識がなく、はじめて冷凍機の運転、管理者を目
指す方でも無理なく第3種冷凍機械責任者試験（3種冷凍）に合
格できるようまとめた受験対策書として2010年に発行した『ゼロから
はじめる 3種冷凍試験』の改訂版です。本書の特長である「ポイ
ントを絞った内容と平易な解説」、「図を豊富に用いて、冷凍機に
触れたことがない方でも原理や構造が目で見て、しっかりとイメージ
が掴める」といった内容はそのままに、最新の出題傾向に沿った問
題に刷新させると共に、内容もボリュームアップしています。A5判 286頁 定価(2,000円+税)1612 978-4-274-22004-3

2種冷凍試験 集中講義

辻森 淳 著

高圧ガス保安製造責任者試験（第2種冷凍機械）の受験対策書。

出題傾向の分析によって頻出例題を厳選し、テーマごとに重要

項目を解説することで、効率よく学習できるようまとめた。巻

末には出題頻度の高い法規を厳選した「法規集」を掲載し、出

題範囲の広い「法令」科目をマスターできる。

A5判 280頁 定価(2,300円+税)1608 978-4-274-21930-6

冷凍試験 2種・3種［法令］受験攻略テキスト

オーム社 編

本書は「冷凍機械」の「法令」科目のみを扱った参考書兼問題

集。科目免除対象者だけでなく、一般受験者の「法令」用のテ

キストとしても対応できる。初学者には少しわかりにくい法文

の読み方や、各種関連事項についても図表をもとにわかりやす

く解説。

A5判 226頁 定価(2,300円+税)1506 978-4-274-21765-4

3種冷凍試験完全対策
（第2版）

山村和司 著

国家試験「第3種冷凍機械責任者」の受験対策書の第2版。合格

に必要な知識と実戦的な演習問題で構成。最新出題傾向を徹底

的に分析し、各種冷凍理論を平易・簡明に解説している。受験

者が間違えやすい部分をわかりやすく解説。直近の過去問題を

2回分収録。本文解説の基本的な流れとは別に、『ポイント』解

説を本文中に多数盛り込んだ。A5判 250頁 定価(2,000円+税)1405 978-4-274-21559-9

3種冷凍試験 攻略問題集

山村和司 著

第3種冷凍機械責任者の過去問題をまとめた問題集。過去問か

ら抽出した選択肢1000文に対し重要ポイントを解説している。

実際の試験は五肢択一形式だが、選択肢ごとの正誤がわかれば

正解できるので、個々の選択肢ごとにしっかりと正解を導き出

せる勉強法の方が有効である。「直近の試験問題」も実戦形式

で収録している。A5判 202頁 定価(2,000円+税)1401 978-4-274-21497-4

ゼロからはじめる

3種冷凍試験

オーム社 編

はじめて冷凍機の運転、管理者を目指す方でも無理なく第3種

冷凍機械責任者試験に合格できるようまとめた受験対策書。的

を絞った内容と平易な解説にくわえて、図を豊富に用いて、冷

凍機に触れたことがない方でも原理や構造が目で見て、しっか

りとイメージが掴めるよう配慮した。また、ポイントの解説後

は、例題を配し学習内容の確認できる構成となっている。A5判 224頁 定価(2,000円+税)1008 978-4-274-20911-6

3種冷凍試験徹底研究

高石吉登 著

受験者数1万人強の3種冷凍試験。本書は、試験問題レベルの

「問」→問題のとらえ方や解き方などを述べた「攻略法」→

「解答・解説」の順に構成されている。模擬問題も収録してい

るので、受験者にとって役立つ書籍となっている。

A5判 184頁 定価(1,900円+税)0408 978-4-274-16707-2

2冷・3冷受験対策 冷凍理論

山村和司
佐藤英男 共著

第2種冷凍機械責任者の受験対策書籍。実戦的な知識をわかり

やすく解説したテキストの要素と、演習で理解を深められる問

題集としての要素を併せ持つ。冷凍理論の全般にわたって、合

格に必要な知識をわかりやすく解説し、併せて、実戦的な問題

演習を多数収録している。また、「受験ガイド」として、過去

11年間の出題傾向を徹底的に分析し、一覧にまとめた。A5判 240頁 定価(2,200円+税)1101 978-4-274-20970-3

冷凍機械責任者受験対策 冷凍法令

佐藤英男
山村和司 共著

冷凍機械責任者試験の受験対策書。実戦的な知識をわかりやす

く解説したテキストの要素と、演習で理解を深められる問題集

としての要素を併せ持つ。冷凍関係法令の全般にわたって、合

格に必要な知識をわかりやすく解説し、併せて、実戦的な問題

演習を多数収録した。また、「受験ガイド」として、過去10年

間の出題傾向を徹底的に分析し、一覧にまとめた。A5判 174頁 定価(2,100円+税)1107 978-4-274-21052-5

2種冷凍試験完全対策

佐藤英男 著

「第2種冷凍機械責任者」の受験対策書籍。試験の出題科目に即

して、合格に必要な知識をわかりやすく解説。併せて、実戦的

な問題演習を多数収録しているほか、過去11年間の出題傾向を

徹底的に分析し、一覧にまとめた。巻末には「高圧ガス保安法

抜粋」「高圧ガス保安法施行令（政令）抜粋」を収録。

A5判 240頁 定価(2,000円+税)1003 978-4-274-20851-5
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2種冷凍試験完全攻略

オーム社 編

高圧ガス保安製造責任者試験(第2種冷凍機械)合格を目指す受

験者のために、試験問題をテーマ別に分類した問題集型の受験

対策書。学習のポイントを簡潔にまとめ、練習問題に丁寧な解

説と解答を付して、当試験に合格するために十分な知識をまと

めている。また、模擬試験問題を掲載して、身に付けた知識を

実践レベルで確認できる構成としている。A5判 224頁 定価(2,200円+税)0608 978-4-274-20283-4

2種冷凍試験徹底研究

辻森 淳 著

高圧ガス保安製造責任者試験（第2種冷凍機械）合格を目指す

受験者のために、試験問題をテーマ別に分類した問題集型の受

験対策書。練習問題にわかりやすい解説と解答を付して、当試

験に合格するために十分な知識をまとめている。また、模擬試

験問題を豊富に掲載することにより、合格するために十分な知

識を確認できる。A5判 212頁 定価(2,200円+税)0508 978-4-274-20112-7

2種冷凍受験読本
（改訂3版）

大隅和男
須黒久夫
小野利彦 共著

本書は、高圧ガス製造保安責任者第2種試験の合格を目指す受

験者を対象に、短期間で効率よく合格までの知識が身につけら

れる受験対策書として、ポイントとなる基礎事項を学んだ後

に、問題を解きながら試験合格に必要な知識を学ぶことができ

るように編集した。

A5判 208頁 定価(1,900円+税)0109 978-4-274-16588-7

高圧ガス製造保安責任者 丙種化学（特別） 徹底研究
（改訂2版）

辻森 淳 著

高圧ガス保安製造責任者試験丙種化学（特別）試験の解説＋問

題演習の受験対策書。解説と解答とともに、関連する法令や他

章とのリンクを施してわかりやすくまとめている。4編には

「模擬試験」を、5編には「重要な法規」を掲載した。ウェイト

の高い法規について出題される箇所を厳選して掲載すること

で、法規対応における効率的な学習を可能にする。A5判 274頁 定価(2,300円+税)1308 978-4-274-21418-9

完全マスター

高圧ガス製造保安責任者 乙種機械

辻森 淳 著

高圧ガス製造保安責任者（乙種機械）試験の受験対策書です。

問題には丁寧な解説とともに、関連する法令や他章とのリンク

付けを施して、合格のために必要な知識を体系的にまとめてい

ます。試験のなかで特にウェイトの高い法規について、出題さ

れる箇所を厳選して掲載しているので、効果的かつ効率的な学

習を可能にしています。A5判 336頁 定価(2,600円+税)1508 978-4-274-21783-8

エネルギー管理士試験［熱分野］徹底研究
（改訂2版）

不動弘幸 著

「エネルギー管理士試験（熱分野）徹底研究」は、エネルギー

管理士の区分のうち、熱分野の専門課目3課目及び共通課目1課

目を1冊にまとめた受験対策書。各種法令改正に対応し、かつ、

新傾向の問題の取り込みを行い、改訂2版として発行。

A5判 480頁 定価(3,800円+税)1510 978-4-274-21803-3

11ヵ年全問題収録

エネルギー管理士（熱分野）完全解答

オーム社 編

「エネルギー管理士」熱分野試験用の受験対策問題集。試験の

概要、勉強の仕方、手続き等をわかりやすく紹介、過去11年間

の全問題を解答解説している書籍はほかにない。過去の出題問

題について、その傾向を分類・分析し、課目ごとにどう出題さ

れてきたかがわかるよう整理されている点が特徴。

B5判 408頁 定価(2,400円+税)1212 978-4-274-50431-0

エネルギー管理士実戦問題

燃料と燃焼

オーム社 編

省エネ法の改正に伴うエネルギー管理の規制枠の拡がりを受

け、エネルギー管理士のニーズが高まっている。本書は、熱分

野の選択専門課目「燃料と燃焼」の内容を網羅した問題集。内

容構成は、重要テーマを節として掲げ、まずは要点を整理、例

題にてそのポイントを確認、さらに章末には練習問題を掲載

し、試験に対応する実戦力を養う構成となっている。A5判 224頁 定価(2,600円+税)1104 978-4-274-21018-1

エネルギー管理士実戦問題

熱と流体の流れの基礎

オーム社 編

省エネ法の改正に伴うエネルギー管理の規制枠の広がりを受
け、エネルギー管理士のニーズが高まっている。本書は、熱分
野の選択課目「熱と流体の流れの基礎」の内容を網羅した問題
集。各課目において重要テーマを節として掲げ、まずは要点の
整理を行い、例題でそのポイントを確認、さらに章末には練習
問題を掲載し、試験に対応する実戦力を養うようになってい
る。A5判 296頁 定価(3,000円+税)1103 978-4-274-21002-0

エネルギー管理士実戦問題

熱利用設備およびその管理

オーム社 編

省エネ法の改正に伴うエネルギー管理の規制枠の広がりを受

け、エネルギー管理士のニーズが高まっている。本書は、熱分

野の選択専門課目「熱利用設備およびその管理」の問題集。各

課目内において重要テーマを節として掲げ、まずは要点を整

理、例題にてそのポイントを確認、さらに章末には練習問題を

掲載し、試験に対応する実戦力を養う構成となっている。A5判 304頁 定価(3,000円+税)1102 978-4-274-20987-1
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エネルギー管理士 実戦問題

熱分野＋必須基礎課目
（改訂2版）

オーム社 編

エネルギー管理士試験熱分野の4課目を1冊にまとめた問題集の

改訂版。京都議定書に基づくCO2の6％削減が困難な状況の中、

「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」の改正

をうけて内容を刷新、比重を増したエネルギー管理技術の対応

を含めるとともに、他章についても平成18年以降の新試験制度

の問題を取り込んだ。A5判 416頁 定価(3,400円+税)1004 978-4-274-20854-6

技能検定 機械製図 完全マスター
（改訂2版）

住野和男
鈴木剛志

大塚ゆみ子 共著

技能検定機械・プラント製図（機械製図CAD作業/手書き作

業）の1級、2級の両方に対応した受検対策書。過去10年間の出

題傾向を完全分析し、重要事項や出題確率の高い事項をマスタ

ーできる内容。また、解説の各所に散りばめられた「ワンポイ

ントアドバイス」には実務知識も記載しているので実務上活用

できる内容。A5判 240頁 定価(2,500円+税)1610 978-4-274-21957-3

これだけマスター

技能検定 機械保全
（機械系学科1級＋2級対応）

住野和男・鈴木剛志

大塚ゆみ子・板垣匡俊 共著

機械保全（機械系）の1級および2級の学科試験では、幅広い知

識を求められるため、重要事項にポイントを絞り、効率的に学

習を進める必要がある。本書は、過去問題を徹底分析し、重要

事項をわかりやすく解説した。テーマごとに頻出例題を掲載し

ているので問題を解きながら着実に実戦力が向上する内容構

成。A5判 328頁 定価(2,600円+税)1411 978-4-274-21665-7

これで合格！

技能検定 機械保全 電気系保全作業 学科・実技
1∼3級対応

岡本裕生
中村浩二 共著

技能検定の機械保全・電気系保全作業の1〜3級（学科・実技）

に対応した受験対策書。学科試験の章では、過去に出題された

問題を分析し、それぞれの問題に重要度を設け、効率良く学習

できるようにしている。実技試験の章では、リレーやシーケン

スの基礎知識から正しい配線作業や、作業を短時間で完成する

コツなど、合格に必要なポイントをまとめた。A5判 340頁 定価(2,800円+税)1404 978-4-274-21546-9
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資格試験

情報系
これならわかる

ITパスポート試験

廣瀬公一郎 著

「 ITパスポート試験」に対応した『テキスト＋演習問題』型の

入門的な受験対策書。直近に出題された (平成 21年出題 )問題

分析を踏まえ、高校生から社会人まで、初めて IT系試験を受

験される読者にもわかりやすい内容構成となっている。重要ポ

イントを明示した紙面構成（ 1節見開 4頁構成）で、基礎から

簡潔にまとめ見やすい。A5判 240頁 定価(1,600円+税)0911 978-4-274-20791-4

基本情報技術者 午前の集中学習

大滝みや子 著

新試験制度の傾向をカバーした午前問題対策の決定版！2009年

春より新試験制度でスタートした基本情報技術者試験午前問題

の受験対書。新試験の出題傾向をカバーし、信頼性の高い内容

と丁寧な解説でまとめている。午前試験の重要問題をテーマご

とに分類し、見開きページユニットで学習しやすい構成となっ

ている。A5判 352頁 定価(1,800円+税)1011 978-4-274-20943-7

基本情報技術者 午後の集中学習

大滝みや子 著

新試験制度の傾向をカバーした午後問題対策の決定版！2009

年春より新試験制度でスタートした基本情報技術者試験 午後

問題の受験対書。新試験の出題範囲もカバーし丁寧に解説して

いる。午後試験を解くための問題の読みこなし方、解き方のコ

ツを「基本知識＋問題演習」で構成することで確実に身に付く

ようまとめている。A5判 344頁 定価(1,800円+税)1011 978-4-274-20944-4

高度試験共通午前Ⅰ・Ⅱ ポケットブック
―応用情報技術者 午前対応―

大川晃一 著

高度情報処理技術者試験の午前Ⅰ・午前Ⅱの問題集。午前Ⅰは

応用情報技術者試験の受験対策書として用いることもできる。

まとまった勉強時間が取りづらい読者のために取扱いの容易な

ポケットサイズとした。左頁・問題、右頁・解答解説の見開き

構成としてあるので、通勤電車内などちょっとした隙間時間で

学習を進めやすい。B6判 394頁 定価(1,600円+税)1208 978-4-274-21250-5

応用情報技術者 完全攻略

大川晃一
園田昌平 共編

2009年からスタートした「応用情報技術者試験」に対応した受
験対策書。テーマごとに「重要ポイントの解説→午前問題の演
習→午後問題の演習」の流れで知識を無理なく身につけられる
内容となっている。
〔目次〕プログラミング／ネットワーク／データベース／情報
システム開発／情報セキュリティ／システムアーキテクチャ／
他A5判 480頁 定価(2,800円+税)1012 978-4-274-20965-9

プロジェクトマネージャ試験 完全攻略

山野 浩 編著

プロジェクトマネージャ試験」に対応した受験対策書。本書は

本試験の内容を、午前II、午後I、午後IIに分類し、それぞれ問

題を取り上げながら解説を行うもの。特に午後I、午後IIの問

題に重点をおいて、問題とその解答・解説・解き方のポイント

を丁寧にまとめている。

A5判 288頁 定価(2,600円+税)0811 978-4-274-20625-2

合格ターゲット

PMP試験問題集

山戸昭三 編

PMP試験の問題集。クオリティの高い本番試験レベルの問題

を多数収録し、選択肢ごとに丁寧な解説をすることで、難問も

理解しやすいように構成している。間違えやすいポイントや重

要箇所などはそのつど解説。さらに、問題ごとの出題頻度も掲

載しているので、時間が限られている人には、効率的に学ぶた

めの指針ともなる。A5判 350頁 定価(3,200円+税)1403 978-4-274-21528-5

PMP試験 実戦問題
（改訂2版）

山戸昭三 編

プロジェクトマネジメントに関する知識・理解度をはかる

「PMP試験」に対応した問題集型の受験対策書。好評を得た

「実戦問題」の改訂2版として、PMBOK第3版に完全準拠し、

豊富な問題とその解答・解説で構成している。掲載問題には、

重要度（低〜高）と「理解系」、「暗記系」などの区分を記載し

て、効率的な学習ができるように工夫した。A5判 330頁 定価(2,800円+税)0610 978-4-274-20303-9

Oracle認定 Java SE 7 Bronze

基本習得ガイド

松尾圭浩 著

2012年9月スタートのOracleのJava新認定試験に対応した受験

対策書。Oracle Certified Java Programmer、Bronze SE 7試験

にいち早く対応した書籍として、指導経験豊かな著者が試験内

容・レベル、出題傾向を詳細に検討し、わかりやすく学習しや

すいコンパクトな内容にまとめた。

A5判 304頁 定価(3,200円+税)1209 978-4-274-21284-0
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LPI試験 −レベル2− 標準教科書

末永貴一 著

LPI認定試験レベル2の受験テキストとして、試験合格のため

に必要十分な知識を丁寧にまとめたテキスト型の受験対策書。

システム、ネットワーク、各種サーバの設定からセキュリティ

対策まで、実践的に学べる。各章末には練習問題を盛り込み、

知識の定着と資格取得のための効果的な学習ができる。

A5判 352頁 定価(2,800円+税)0412 978-4-274-20001-4

らくらくマスター

実践 LPICレベル1問題集
金内典充

吉川明宏

羽山 博

今安正和 共著

LPIC レベル1を受験するための模擬問題集。101試験、102試

験の模擬問題をそれぞれ4回分収録し、効率よく実力試しがで

きるようになっている。丁寧な解説で、間違えた箇所もなぜ間

違えたのか、しっかり理解することができる。姉妹書の「らく

らくマスター例解LPICレベル1テキスト」と併用するとさらに

効果的。A5判 360頁 定価(2,600円+税)1211 978-4-274-21303-8

Microsoft認定資格 MCP/MCSA

基本習得ガイド
―70-642対応―

日本マイクロソフト株式会社 協力
森 美咲 著

本年4月にマイクロソフト認定資格プログラム（MCP）の新資

格体系が発表されたのを機に発行。新資格体系は、マイクロソ

フトの従来の認定資格をクラウド時代に適合したものへと根本

から再構築するもの。本書は、MCPの指導経験・執筆経験豊

富な執筆者により、試験に合格するための必須知識をコンパク

トにまとめたテキスト系受験対策書。A5判 368頁 定価(3,800円+税)1211 978-4-274-21285-7

マルチメディア検定3級標準教科書
定平 誠

華山宣胤

高田明典

永江孝規 共著

各方面から注目を集めているマルチメディア検定（画像情報技

能検定〈マルチメディア部門〉）3級試験に対応した受験対策

書。短期間で合格への実力が養える一冊。

〔目次〕コミュニケーションデザイン／基礎・要素技術／シス

テム／社会論／練習問題解答

B5判 196頁 定価(2,300円+税)9901 978-4-274-16488-0

個人情報保護士認定試験
一発合格テキスト&問題集

島田裕次 編

朝川 充・池田 晋

五井 孝・島田裕次 他共著

本書は、個人情報保護士認定試験のための受験参考書。充実し

たテキスト解説と徹底した過去問研究を一冊にまとめ、よく出

題される要素をピックアップしたオリジナルの例題も収録。

2017年5月改正の個人情報保護法、マイナンバー法に対応。

A5判 324頁 定価(2,400円+税)1706 978-4-274-50666-6

要点解釈

情報処理 安全確保支援士

IT資格研究チーム 編

多くの知識が必要となる情報処理安全確保支援士試験対策書。

前身試験の過去問題や最近のセキュリティの話題を分析し、試

験合格に焦点を合わせた。幅広い知識が定着しやすいように、

短い問題文とコンパクトな解説としたことが特長。

A5判 272頁 定価(2,000円+税)1702 978-4-274-50651-2
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資格試験

建築系
二級建築士製図試験対応

倍速作図スーパーテクニック

山本洋一 監修
建築士学院 編

二級建築士製図試験対応の受験対策書。設計製図試験は5時間

という限られた時間内で、与えられた課題の設計を完成させる

必要がある。本書では製図の完成時間を短縮させるべく、エス

キスの考え方、まとめ方、また、作図のスピードアップを図る

技法を用いて、製図完成まで読者を導いていく。

B5判 144頁 定価(2,600円+税)1205 978-4-274-21215-4

二級建築士試験スーパーポケットブック

山本洋一 監修
建築士学院 編

建築士学科試験4科目を一冊にまとめた受験対策書。過去問題

を徹底的に分析し、つまずくポイント等を考慮、試験合格に必

要かつ十分な内容をB6判というコンパクトな体裁にまとめて

いる。電車の中で、あるいはいつでもどこでも空いた時間を利

用して、無理なく重点事項・用語の暗記やチェックができると

いう点が大きな特徴となっている。B6判 440頁 定価(2,700円+税)1101 978-4-274-20975-8

二級建築士試験合格セミナー

建築計画

社団法人全日本建築士会 編

二級建築士の試験は出題範囲が広く、受験者にとって各学科の

要点を無駄のない方法で効率良く学習できるテキストが望まれ

ている。そこで、合格のために必要な知識を簡潔にまとめ、最

近の問題を取り入れた「テキスト＋問題集型」の参考書。

〔目次〕建築史／計画原論／計画各論／建築設備

B5判 162頁 定価(2,700円+税)1001 978-4-274-20816-4

二級建築士試験合格セミナー

建築構造

社団法人全日本建築士会 編

二級建築士の試験は出題範囲が広く、受験者にとって各学科の

要点を無駄のない方法で効率良く学習できるテキストが望まれ

ている。そこで、合格のために必要な知識を簡潔にまとめ、最

近の問題を取り入れた「テキスト＋問題集型」の参考書。

〔目次〕構造力学／構造物／一般構造／建築材料

B5判 216頁 定価(2,700円+税)1001 978-4-274-20814-0

二級建築士試験合格セミナー

建築施工

社団法人全日本建築士会 編

二級建築士の試験は出題範囲が広く、受験者にとって各学科の

要点を無駄のない方法で効率良く学習できるテキストが望まれ

ている。そこで、合格のために必要な知識を簡潔にまとめ、最

近の問題を取り入れた「テキスト＋問題集型」の参考書。

〔目次〕施工計画・施工管理／各部工事／積算・測量・その他

B5判 224頁 定価(2,700円+税)1001 978-4-274-20817-1

二級建築士試験合格セミナー

建築法規

社団法人全日本建築士会 編

二級建築士の試験は出題範囲が広く、受験者にとって各学科の

要点を無駄のない方法で効率良く学習できるテキストが望まれ

ている。そこで、合格のために必要な知識を簡潔にまとめ、最

近の問題を取り入れた「テキスト＋問題集型」の参考書。

〔目次〕総則等／単体規定／集団規定／その他の規定／関係法

規B5判 212頁 定価(2,700円+税)1001 978-4-274-20815-7

基礎からマスター！

二級建築士設計製図試験

二級建築士受験対策プロジェクト 編
春日 泰 著

チャレンジする気持ちより、苦手意識のほうが強くなる設計製

図試験。実は、基本さえきちんと押さえれば恐れることはまっ

たくない科目である。本書は、設計製図の基礎を豊富な図解を

用いてわかりやすくまとめているので、初心者・初学者にやさ

しい内容。木造とRCに分けて解説をしているので、受験年度

に応じて学習することができる。B5判 208頁 定価(2,600円+税)0706 978-4-274-20418-0

基礎からマスター！

二級建築士試験

二級建築士受験対策プロジェクト 編

一番大切な基礎固めに的を絞り、項目ごとに簡潔かつやさしく

解説をしたテキストを問題集融合型の書籍。各項目は見開き構

成となっているので、無理なく学習の計画を立てることができ

る。はじめて受験する人、問題集を解く前の知識の確認に最適

の内容。

A5判 344頁 定価(2,800円+税)0703 978-4-274-20382-4

二級建築士完全攻略
（改訂2版）

建築ライセンス受験対策委員会 編

二級建築士試験の出題範囲はとても広く、科目数も多いため、

多くの受験者にとって学習の効率化は合格の要となっている。

そこで、本書は出題4科目の要点を一冊に凝縮し、合格に必要

な知識のみを効果的に習得できる問題集としてまとめている。

〔目次〕建築計画／建築法規／建築構造／建築施行

A5判 384頁 定価(2,800円+税)0103 978-4-274-16565-8
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解き方を覚えて弱点克服！

一級建築士合格 構造力学

本田忠彦 著

一級建築士受験者のための対策書。過去20年の出題問題を分析

し、頻出問題を9分野に分け、分野ごとに「解き方の手順」を

示し、これを確実に身に付けることで得点力をアップさせる。

「解き方の手順」は、基本公式の使い方から解答の出し方まで

を、試験会場を想定して実践的な手書きで示し、必要に応じ解

説を加えている。A5判 208頁 定価(2,300円+税)1405 978-4-274-21558-2

一級建築士製図試験対応 120分で完成！

エスキスプロセススーパーテクニック

山本洋一 監修
建築士学院 編

製図試験に欠かすことのできないエスキスの技法および設計力

を向上させることを主眼とし、2巻構成で発行。エスキスのバ

イブル書「2時間完成スーパーテクニック」。過去20年間で出題

された建築課題を整理し、8種類の建築物として例に掲げ、エ

スキステクニックをステップを追って詳細に解説していく。

B5判 248頁 定価(3,400円+税)0910 978-4-274-20778-5

一級建築士製図試験対応

エスキス計画スーパーテクニック

山本洋一 監修
建築士学院 編

製図試験に欠かすことのできないエスキスの技法及び設計力を

向上させることを主眼とし、2巻構成で発行するエスキスのバ

イブル書の一冊、「計画スーパーテクニック」。毎年付加される

設計条件や共通する重要な設計技法をジャンル別に分類し、豊

富な図面を用いて、直感的にエスキスを用いた計画テクニック

が理解できる。B5判 144頁 定価(3,400円+税)0908 978-4-274-20741-9

基礎からマスター！

一級建築士設計製図試験

一級建築士受験対策プロジェクト 編
春日 泰 著

発表された課題に取り組むには、しっかりと基礎ができていな

ければ、効率的な学習をすることは難しいと思われる。本書

は、課題に取り組むにあたっての必要な知識のみを凝縮して掲

載しているため、課題で「求められていること」を手早く正確

に理解できる。

B5判 248頁 定価(2,800円+税)0806 978-4-274-20557-6

これだけマスター

2級建築施工管理技士試験
（改訂2版）

吉井和子

池本幸一

速水洋志 共著

2級建築施工管理技士試験の学科・実地試験対応の受験参考書。

最新の問題分析を詳細に分析し、今後出題されそうなところの

解説と問題演習を掲載。受験者の苦手な経験記述対策は集中的

に学習できるよう強化を図った。

A5判 358頁 定価(2,600円+税)1605 978-4-274-21891-0

すらすら解ける！

2級建築施工管理技士 合格問題集
―学科＋実地試験対応―

関根康明 著

2級建築施工管理技士検定試験（2級建築施工）について、テー
マごとに冒頭の要点整理で重要事項をおさらいし、過去問＋解
説で理解を深めるという問題集形式の受験対策書です。解説
は、図の着眼点、解答のキーポイント、出題傾向、ゴロ合わせ
による暗記方法などを吹き出しで示し、わかりやすく丁寧に書
かれていますので、解説を読みながら学習することもできま
す。A5判 232頁 定価(2,200円+税)1604 978-4-274-21900-9

2級建築施工管理徹底研究

建設技術教育研究所 編

2級建築施工管理試験の受験対策書。各科目について、出題の

要点となる事項を豊富な図を用いて解説している。また、科目

ごとに重要な問題を掲載しているので、実力の確認にも役立

つ。問題は1題1頁でまとめてあり、学習しやすい構成となって

いる。テキストとしても問題集としても活用できる。

A5判 384頁 定価(2,300円+税)0507 978-4-274-20102-8

ぜ∼んぶまとめて集中学習！

1級建築施工管理 実地試験 合格ゼミ
井上国博
黒瀬 匠
三村大介 共著

1級建築施工管理技術検定・実地試験のワークブック形式の受

験対策書。専門用語の解説も充実しており、実務であまり経験

したことのない分野でも、難なく読み進められるようになって

いる。

B5判 232頁 定価(2,500円+税)1706 978-4-274-22074-6

すらすら解ける！

1級建築施工管理技士 合格問題集
―学科＋実地試験対応―

関根康明 著

1級建築施工管理技士検定試験の受験対策書。テーマごとに冒

頭の要点整理で重要事項をおさらいし、過去問＋解説で理解を

深める形式でまとめた。施工経験記述については、解答例だけ

ではなく、具体的な記入方法や減点されないポイントを記載し

ているため、自分の経験に合った解答の作成が可能。

A5判 328頁 定価(2,500円+税)1608 978-4-274-21931-3

これだけマスター

1級建築施工管理技士 学科試験

オーム社 編

1級建築施工管理技士の学科試験受験対策書。出題傾向を詳細

分析し、出題可能性の高い問題を絞って掲載。解説は重要事項

を主としてコンパクトにまとめた。「より短時間で効率的な学

習」を可能にする（テキスト＋問題集）型。姉妹書「これだけ

マスター1級建築施工管理技士 実地試験」とあわせて学習す

ることが合格への最短コース。A5判 384頁 定価(2,800円+税)1302 978-4-274-21330-4
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これだけマスター

1級建築施工管理技士 実地試験
井上国博
黒瀬 匠
三村大介 共著

1級建築施工管理技士の実地試験対策書。最近の出題傾向を詳

細分析し、今後出題可能性の高い項目に絞って解説を展開する

ことでコンパクトにまとめた。「より短時間で効率的な学習」

を可能にする（テキスト＋問題集）型の実戦的な1冊。姉妹書

の「これだけマスター1級建築施工管理技士 学科試験」とあ

わせて学習すれば、より効果的である。A5判 200頁 定価(2,200円+税)1307 978-4-274-21414-1

1級建築施工学科試験の徹底研究

建設技術教育研究所 編

1級建築施工学科試験の受験対策書。テキストと問題集融合型

の書籍なので、知識を整理しながら問題演習によって実力養成

ができる構成になっている。特に問題の解説においては、選択

肢の解説のみならず、合否の分かれ目となる選択肢の内容につ

いても解説しているので、より深く理解できる。

A5判 380頁 定価(3,300円+税)0903 978-4-274-20685-6

1級建築施工実地試験合格への最短アプローチ

建設技術教育研究所 編

実地試験重視の傾向から、年々合格率が低下している。今後も

この傾向は続くと考えられ、受験者にとっては、より一層深い

知識と事前の準備が要求される。本書は、実地試験で出題され

る事項をコンパクトにまとめているので、効率的な学習ができ

る構成となっている。合格を目指す受験者、必携の書籍。

A5判 176頁 定価(2,000円+税)0805 978-4-274-20542-2

らくらくマスター

4類消防設備士（鑑別×製図）試験

末信文行 著

4類消防設備士試験の実技試験（鑑別・製図）を解答するため

に必要となる知識を基礎からわかりやすく解説した受験書。多

くの受験者が苦手意識を持っている、鑑別・製図問題を初歩か

ら丁寧に理解できるよう、イラストや模式図を用いてわかりや

すく解説。

B5判 168頁 定価(2,200円+税)1710 978-4-274-22125-5

ラクラク解ける！

5類消防設備士 合格問題集

オーム社 編

合格に必要なエッセンスを凝縮した5類消防設備士試験の受験

者必携の問題集。最新の出題傾向に沿った問題を豊富に掲載

し、各項目ごとに重要度表記を示した紙面デザインで、効率よ

く学べる構成となっている。また、「ラクラク得点力UPポイン

ト！」として、問題解答にあたっての実戦的な知識の補足解説

も充実。A5判 224頁 定価(2,300円+税)1707 978-4-274-22085-2

ラクラク解ける！

6類消防設備士 合格問題集

オーム社 編

6類消防設備士試験の問題集。最新の出題傾向に沿った問題を

多数掲載、出題頻度を★マークで3段階評定。解説に得点力UP

ポイントをまとめて記載、合格に必要なエッセンスを凝縮し

た、6類消防設備士受験者必修の一冊。

A5判 248頁 定価(2,200円+税)1706 978-4-274-22075-3

ラクラクわかる！

7類消防設備士 集中ゼミ

オーム社 編

最新出題傾向の完全分析にもとづき、合格に必要なポイントを

おさえた7類消防設備士の受験対策書です。1項目を見開き2頁

で読みやすくまとめています。左頁に【本文解説】を、右頁に

【問題／解説】を配置し、『解答のテクニック』や『マメ知識』

『学習法のヒント』などを適宜加えて、受験に役立つよう工夫

しました。A5判 186頁 定価(2,300円+税)1705 978-4-274-22066-1

ラクラクわかる！

2類消防設備士 集中ゼミ

オーム社 編

最新出題傾向の完全分析にもとづき、合格に必要なポイントを

おさえた2類消防設備士の受験対策書。1項目を見開き2頁で読

みやすくまとめた。左頁に【本文解説】を、右頁に【問題／解

説】を配置し、『解答のテクニック』や『マメ知識』『学習法の

ヒント』などを適宜加えて、受験に役立つよう工夫をこらし

た。A5判 272頁 定価(2,300円+税)1704 978-4-274-22056-2

ラクラクわかる！

5類消防設備士 集中ゼミ

オーム社 編

学習時間がなかなか取れない受験者のために、短期集中で合格

に必要な知識を網羅する「集中ゼミ」シリーズ。本書は5類消

防設備士に対応。最新出題傾向の完全分析にもとづき、合格に

必要なポイントがすぐにわかる。

A5判 256頁 定価(2,300円+税)1607 978-4-274-21919-1

ラクラクわかる！

6類消防設備士 集中ゼミ

オーム社 編

6類消防設備士の短期集中型の問題集。見開き2頁で読みやすく

まとめた学習しやすい構成。「解答のテクニック」や「マメ知

識「学習法のヒン」などを適宜加えて、受験に役立つよう工

夫。また、受験者が苦手にしている「実技試験」の頁比率を大

幅に増強。

A5判 256頁 定価(2,200円+税)1606 978-4-274-21890-3
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ラクラクわかる！

3類消防設備士 集中ゼミ

オーム社 編

最新出題傾向の完全分析にもとづき、合格に必要なポイントの

みを解説する「ラクラクわかる！」シリーズの3類消防設備士

対応版。1項目見開き2頁の学習しやすい構成で「解答のテクニ

ック」や「マメ知識」「学習法のヒント」など受験に役立つよ

う情報を掲載。

A5判 272頁 定価(2,300円+税)1604 978-4-274-21873-6

4類消防設備士製図試験の完全対策
（改訂2版）

オーム社 編

受験者の多くが苦手とする4類消防設備士試験の製図問題の受

験対策書。製図試験解答のポイントを、わかりやすい吹出し解

説図ととも掲載。重要な用語や重要箇所を色太字で表記してい

るので学習効果があがる。独学で製図試験が得点源となるよう

な試験突破力が身につけられる。

B5判 232頁 定価(2,700円+税)1512 978-4-274-21839-2

ラクラクわかる！

1類消防設備士 集中ゼミ

松岡浩史 著

本書は、最新の出題傾向の徹底的な分析と、著者の永年にわた

る豊富な講師経験にもとづいて、合格に必要なポイントを解説

した1類消防設備士の受験対策書。テーマごとに見開きの学習

しやすい構成で、受験対策の計画が立てやすくなっている。特

に受験者の多くが苦手としている実技試験には多くの紙面を割

き、一回の受験で着実に結果を出せるよう配慮。A5判 340頁 定価(2,300円+税)1412 978-4-274-21683-1

はじめて学ぶ！

1類消防設備士 合格講座
山田信亮
今野祐二
藤田啓一 共著

1類消防設備士を受験する初学者のための参考書。これまでの

受験書では少し難しいと感じる人や、実際に学習してみてくじ

けてしまった人などを対象にした内容構成となっている。見開

き2頁単位で無理なく読み進めることができ、図やイラストも

豊富に使っているので、試験の全体像を短期間に把握すること

ができる。B5判 176頁 定価(2,300円+税)1410 978-4-274-21650-3

1類消防設備士 筆記×実技の突破研究
（改訂4版）

オーム社 編
飯島 豊 共著

1類消防設備士受験対策問題集「筆記×実技の突破研究」シリ

ーズ最新改訂4版。本書1冊で試験の全体像がわかる実践的な問

題集。豊富な問題を解きながら、出題される知識のポイントを

学習できるように構成した。章末の実力テスト、巻末の模擬テ

ストにより、実力の確認ができる。初めて受験する人、基礎か

らしっかり学習したい方に最適。A5判 210頁 定価(2,000円+税)1408 978-4-274-21591-9

1類消防設備士 試験突破テキスト
（改訂5版）

オーム社 編

「1類消防設備士 試験突破テキスト」の改訂版。今回の改訂に

際してはよりコンパクトに、受験に必要な内容に絞って読み進

めやすさを重視した内容構成になっている。試験の概要を知り

たい方、問題集を解く前に必要事項を把握したい、あるいは副

読本として活用したい方に最適の内容。

A5判 336頁 定価(2,300円+税)1211 978-4-274-21302-1

徹底研究

1類消防設備士

オーム社 編

独学で1類消防設備士に挑戦する読者の方々からのニーズをふ

まえた「テキスト＋問題集」融合型の受験対策書。キーとなる

用語の太字表記、重要箇所への色文字表記などにより、学習効

果の上がるよう工夫されていることから、初めて受験する方

や、基礎から学習したい方にも読みやすい内容構成になってい

る。A5判 280頁 定価(2,300円+税)1205 978-4-274-21216-1

はじめよう！

1類消防設備士への挑戦

山田信亮
今野祐二 共著

はじめて消防設備士にチャレンジする人へ基礎事項だけをしっ

かり解説している。詳細な説明で理解を促すのではなく、問題

演習を通じて自然に理解できるよう、1題1頁とした学習しやす

い構成としている。各章末にはミニテストを付け、理解度をは

かることができる。

A5判 162頁 定価(2,300円+税)0805 978-4-274-20545-3

2類消防設備士 筆記×実技の突破研究
（改訂2版）

オーム社 編

2類消防設備士受験対策問題集「筆記×実技の突破研究」シリ

ーズの最新改訂2版。一通り学習すれば試験の全体像がわかり、

出題される事項をしっかり把握できる実践的な問題集。豊富な

図表を用いた詳しい解説により、無理なく理解することができ

る。また、章末の実力テストに加え、巻末の模擬テストに取り

組むことによって実践力がアップできる。A5判 248頁 定価(2,300円+税)1511 978-4-274-21824-8

はじめて学ぶ！

2類消防設備士 合格講座
山田信亮
今野祐二
藤田啓一 共著

はじめて2類消防設備士を受験する人に最適のテキストと問題

集融合型の書籍。問題の解説部分の充実度には定評がある。豊

富な図やイラストで設備の概要がよく理解できる。実技試験対

策は、解答を導き出すための手順を図解で示した。

B5判 184頁 定価(2,300円+税)1511 978-4-274-21823-1
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はじめよう！

2類消防設備士への挑戦

山田信亮
今野祐二 共著

はじめて消防設備士にチャレンジする方を主な対象に、基礎事
項だけをしっかり解説している。詳細な説明で理解を促すので
はなく、問題演習を通じて自然に理解できるよう、1題1頁とし
た学習しやすい構成としている。各章末にはミニテストを付
け、理解度をはかることができる。基礎事項のみを徹底的に解
説しているので、初学者・初心者の方がまずは全体像を知るた
めに最適の内容。A5判 160頁 定価(2,300円+税)0809 978-4-274-20605-4

3類消防設備士 筆記×実技の突破研究
（改訂3版）

オーム社 編

全章を一通り学習すれば試験の全体像がわかり、出題される事

項をしっかり把握できる実践的な問題集。豊富な図表を用いた

詳しい解説により、理解が進む。また、章末の実力テストに加

え、巻末の模擬テストに取り組むことによって、さらなる知識

の定着を図ることが可能。初めて受験する方や、基礎からしっ

かり学習したい方にも適した一冊。A5判 216頁 定価(2,300円+税)1510 978-4-274-21807-1

徹底研究

3類消防設備士

オーム社 編

独学で消防設備士試験に挑戦するための「テキスト＋問題集」

融合型受験対策書。キーとなる用語の太字表記、重要箇所への

色文字表記などにより、学習効果の上がるよう工夫し、初めて

受験する方や、基礎から学習したい方にも読みやすい内容構成

にした。また、「実力テスト」を配し、実戦力をつけられるよ

うな工夫を盛り込んだ。A5判 196頁 定価(2,300円+税)1206 978-4-274-21221-5

徹底研究

2類消防設備士

オーム社 編

本書は、独学で本試験に挑戦する読者の方々からのニーズをふ

まえた「テキスト＋問題集」融合型のわかりやすい受験対策

書。キーとなる用語の太字表記、重要箇所への色文字表記など

により、学習効果の上がるよう工夫した。初めて受験する方

や、基礎から学習したい方にも読みやすい内容構成になってい

る。A5判 186頁 定価(2,300円+税)1110 978-4-274-21098-3

徹底研究4類消防設備士
（改訂2版）

オーム社 編

本書は、独学で本試験に挑戦する方のニーズをふまえた「テキ

スト＋問題集」融合型の受験対策書。重要用語の太字表記、重

要箇所への色文字表記などにより、学習効果の上がるよう工夫

されていることから、初めて受験する方や、基礎から学習した

い方にも読みやすい内容構成になっている。4類消防設備士の

試験を受ける方に最適の一冊。A5判 256頁 定価(2,200円+税)1411 978-4-274-21666-4

4類消防設備士 筆記×実技の突破研究
（改訂8版）

オーム社 編

4類消防設備士受験対策問題集「筆記×実技の突破研究」シリ

ーズの最新改訂8版。本書は、一通り学習すれば試験の全体像

がわかり、出題される事項をしっかり把握できる実践的な問題

集。豊富な図表を用いた詳しい問題解説により、無理なく理解

することができる。初めて受験する人や、基礎からしっかり学

習したい人にも適した1冊。A5判 288頁 定価(2,200円+税)1409 978-4-274-21636-7

ラクラクわかる！

4類消防設備士 集中ゼミ

オーム社 編

1項目を見開き2頁で読みやすくまとめた。左頁に【本文解説】

を、右頁に【問題／解説】を配置し、『解答のテクニック』や

『マメ知識』『学習法のヒント』などを適宜くわえて、受験に役

立つよう工夫。受験者が苦手にしている「実技試験」の頁比率

を大幅に増やした。合格に必要なポイントをおさえた4類消防

設備士の受験対策書。A5判 272頁 定価(2,300円+税)1310 978-4-274-21452-3

4類消防設備士試験突破テキスト
（改訂7版）

オーム社 編

第4類消防設備がよくわかり、例題が豊富な試験実践テキスト。

第4類消防設備士は、自動火災報知設備とガス漏れ警報設備が

主な対象設備であり、電気設備工事に関係する技術者が多く受

験する試験である。本書は、広範囲にわたる試験範囲について

試験の形式に準じて解説。各項目ごとに、過去に出題された問

題例を数多く採り上げているのが特長。A5判 404頁 定価(2,300円+税)1110 978-4-274-50359-7

4類消防設備士実技試験の徹底攻略

オーム社 編

実技試験対策書として、鑑別等試験と製図試験の両試験につい

て、基礎的な知識をしっかりと学ぶことができる。実務上使用

される機器やその操作方法になじみのない方には豊富な写真で

わかりやすく、また、実技試験に苦手意識をもつ方にも無理な

く試験に臨めるように、豊富な練習問題とその解説によって実

践的な実力をつけることができる。B5判 144頁 定価(2,300円+税)0906 978-4-274-20728-0

4類消防設備士完全攻略
（改訂3版）

オーム社 編

4類消防設備士試験受験にあたって、直前対策・総まとめとし

て活用できるよう構成したテキスト。試験科目にしたがって、

重要項目をコンパクトにまとめてあるので、手早く要点を確認

することができる。難関の実技試験についても、的を絞ってま

とめているので、効率良い学習と最終確認に最適。

B5判 212頁 定価(2,300円+税)0707 978-4-274-20429-6
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4類消防設備士 完全対策

オーム社 編

4類消防設備士試験のテキストと問題集融合型の書籍。1冊で必

要な事項が網羅できるようコンパクトにまとめているので、効

率良く学習できる。初めての受験で全体的な事項を学びたい受

験者に最適の書籍。問題演習も豊富に掲載しているので、実践

的が学習が可能。

A5判 224頁 定価(2,200円+税)0611 978-4-274-20325-1

5類消防設備士 筆記×実技の突破研究
（改訂2版）

オーム社 編

5類消防設備士受験対策問題集「筆記×実技の突破研究」シリ

ーズの最新改訂2版。本書は、一通り学習すれば試験の全体像

がわかり、出題される事項をしっかり把握できる実践的な問題

集。豊富な図表を用いた詳しい問題解説により、無理なく理解

することができる。初めて受験する人や、基礎からしっかり学

習したい人にも適した1冊。A5判 194頁 定価(2,300円+税)1409 978-4-274-21637-4

図解でマスター

5類消防設備士

オーム社 編

試験合格後も実務に役立つように工夫した5類消防設備士の受

験対策書。5類消防設備士試験の合格に必要な知識を図解でわ

かりやすく解説している。さらに「得点力UPアドバイス」を

囲みで明示することで、初学者でも合格ラインを突破するため

の知識を無理なく習得できる工夫を随所に散りばめた。試験の

全体像が把握できる一冊。A5判 246頁 定価(2,300円+税)1406 978-4-274-21565-0

5類消防設備士精選問題集

オーム社 編

出題頻度の高い問題の演習を通して、避難器具の構造、機能、

点検、整備の方法、規格や省令について、合格ライン突破のた

めに必要な知識を実戦的に学ぶことのできる受験問題集。戸惑

う受験者が多い実技試験についても、充実した問題を豊富に掲

載しているので、自信を持って試験に臨むことができる。5類

消防設備士受験者には必携の一冊。A5判 216頁 定価(2,200円+税)1104 978-4-274-21020-4

5類消防設備士完全攻略

オーム社 編

5類消防設備士のテキストと問題集の融合型の書籍。受験者の

多くが掴めずにいる避難設備全般の写真、図面、寸法等を豊富

に掲載しているので、実務においても役立つ内容。掲載してい

る問題は、重要なものを厳選しているので効果的な学習ができ

る。

A5判 210頁 定価(2,300円+税)0804 978-4-274-20536-1

5類消防設備士完全対策

オーム社 編

第5類消防設備士試験の合格に必要な知識を1冊で身につけられ

るようまとめた受験対策書。重要事項をやさしくわかりやすく

解説するとともに、知識を確かなものとする練習問題を随所に

盛り込み、見やすいレイアウトで学習しやすく構成した。

B5判 144頁 定価(2,300円+税)0004 978-4-274-16538-2

徹底研究

6類消防設備士

オーム社 編

「テキスト＋問題集」融合型の6類消防設備士のわかりやすい受

験対策書。キーとなる用語の太字表記、重要箇所への色文字表

記などにより、学習効果の上がるよう工夫したので、初めて受

験する方や、基礎から学習したい方にも読みやすい内容構成に

なっている。とくに読者からの要望の多い「実技試験」対策と

して、掲載問題数を大幅に増やした。A5判 284頁 定価(2,300円+税)1305 978-4-274-21394-6

6類消防設備士 完全対策
（改訂3版）

オーム社 編

6類消防設備士試験に出題されやすいポイントに的を絞り、重

要な知識をコンパクトに1冊にまとめた参考書。知識を学習す

るための「テキスト部分」と、その知識を定着させるための

「問題演習の部分」をバランスよく配し、スムーズに実戦力を

強化することができる構成となっている。各項目はページ単位

で構成し、読み進めやすいように編集した。B5判 170頁 定価(2,000円+税)1304 978-4-274-21369-4

ゴロ合せ

6類消防設備士試験
（改訂版）

荻野 登 著

消火器を対象にした6類消防設備士試験に合格するための受験

書。法令改正対応版。受験者から出題問題を精密に聞き取り実

質的な過去問集として再現している。法令、規制値、化学の基

礎等を著者独自開発の「ゴロ合せ」で簡単に覚えやすく体系

化。著者の長年の受験指導に基づき、確実に合格が目指せる合

格対策書。A5判 288頁 定価(2,200円+税)1208 978-4-274-50390-0

6類消防設備士 試験突破テキスト
（改訂4版）

オーム社 編

必要な知識をコンパクトにまとめたテキスト。受験者の多くが
戸惑いがちな消火器の機能と構造を豊富な図解を用いて解説
し、また、点検・試験方法に関しても要点を押さえた説明でわ
かりやすくまとめた。出題範囲を網羅したい方、あるいははじ
めて試験を受ける方にとって最適の内容。各章末には最新の出
題傾向に沿った例題も掲載しているので、実力の確認もでき
る。A5判 224頁 定価(2,300円+税)1006 978-4-274-20882-9
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6類消防設備士精選問題集

オーム社 編

6類消防設備士の受験者に対して、最新出題内容に即した実戦

的な問題を豊富に掲載し、効率的に合格をめざす問題集であ

る。特長は、出題される箇所に的をしぼった簡潔な解説＆「得

点力UPのポイント」を明示することによって、初学者でも無

理なく学習できる内容構成にしている点。本書で試験の全体像

がわかり、合格のための実戦力を養える必携の一冊である。A5判 196頁 定価(1,900円+税)1102 978-4-274-20980-2

7類消防設備士 筆記×実技の突破研究
（改訂5版）

オーム社 編

7類消防設備士受験対策問題集「筆記×実技の突破研究」シリ

ーズの最新改訂5版です。豊富な図表を用いた詳しい解説によ

り、出題範囲を無理なく網羅できます。章末の実力テストに加

え、巻末の模擬テストに取り組むことによって、知識の確認を

行うことができます。初めて受験する人や、基礎からしっかり

学習したい人に最適の一冊。A5判 160頁 定価(2,200円+税)1509 978-4-274-21793-7

6類消防設備士 筆記×実技の突破研究
（改訂5版）

オーム社 編

本書は、全章を一通り学習すれば試験の全体像がわかり、出題

される事項をしっかり把握できる実践的な問題集。豊富な図表

を用いた詳しい解説により、消火器の構造がビジュアルに理解

できる。また、章末の実力テストに加え、巻末の模擬テストに

取り組むことによって、実戦力も強化。初めて受験する方や、

基礎からしっかり学習したい方に最適の一冊。A5判 212頁 定価(2,000円+税)1412 978-4-274-21690-9

ゴロ合せ

7類消防設備士試験
（改訂2版）

荻野 登 著

7類消防設備士の受験対策書。法令、規制値、電気の基礎等を

著者が独自に開発した「ゴロ合せ」で簡単に覚えやすく体系化

し、楽しく学習できる内容。1回の受験で合格できるように模

擬問題を解きながら必要な知識を習得できる。著者の長年の受

験指導に基づき、確実に合格が目指せる合格対策書。

A5判 248頁 定価(2,200円+税)1511 978-4-274-50587-4

7類消防設備士試験突破テキスト
（改訂3版）

オーム社 編

7類消防設備士試験に出題される項目を効率的に学習できるよ

うにまとめたテキスト。7類試験で問われる事項を、豊富な図

表を用いて解説している。本試験をはじめて受験される方や、

学習のポイントがわからない方などにとって最適の内容構成。

各章末には、演習問題もついており、実力の確認もできる受験

者必携の一冊。A5判 208頁 定価(2,300円+税)1110 978-4-274-21094-5

甲種特類消防設備士 特選問題集

オーム社 編

最新の出題傾向を完全分析！出題の可能性が高い問題を豊富に

掲載した問題集！甲種特類消防設備士試験の受験対策書。最新

の出題傾向を徹底的に分析し、出題される可能性の高い問題だ

けを厳選した。

A5判 184頁 定価(2,700円+税)1309 978-4-274-21436-3

甲種特類消防設備士試験突破テキスト

オーム社 編

消防設備に係わる性能規定や、性能に関する火災、防火に関す

る知識などにも言及している。また、出題科目ごとに最新の出

題傾向に基づいた典型的な例題を取り上げることで、本試験に

対する実戦力をアップすることができる、甲種特類消防設備士

受験者必携の対策書。

A5判 248頁 定価(2,300円+税)0910 978-4-274-20777-8

甲種特類消防設備士突破研究

オーム社 編

新たに登場した甲種特類消防設備士試験の問題集。本書は、昨

年出版した「甲種特類消防設備士受験読本」に続く問題集。試

験の全体像を知りたい方、直前に実力の確認をしたい方に最適

の書籍。

A5判 176頁 定価(2,300円+税)0507 978-4-274-20103-5

甲種特類消防設備士受験読本

オーム社 編

試験は、平成16年8月29日に東京、平成17年2月13日に大阪で行

われ、その後、全国各地で行われる予定である。本書は、初の

受験対策書として、出題が予想される事項を網羅的に解説して

いる。試験で問われる内容を知りたい方、直前対策として知識

の確認をしたい方に最適の書籍。特類消防設備士受験を目指す

方、必携の内容。A5判 192頁 定価(2,300円+税)0408 978-4-274-16709-6

これだけマスター

ビル管理試験

ビル管理ライセンス受験対策委員会 編

ビル管理試験の受験対策書。膨大な試験範囲を網羅しつつ、過

去7年間の出題傾向を踏まえた重要なポイントに絞った内容、

わかりやすくまとめた問題解説を掲載。短期間で効率よく学習

を進めることができる合格に必携の一冊。

A5判 536頁 定価(3,500円+税)1605 978-4-274-21892-7
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ビル管理試験 完全攻略
（改訂3版）

松岡浩史 著

膨大な試験範囲を一冊で網羅する『ビル管理試験 完全攻略』

4年ぶりの全面改訂版。法令・試験制度は最新版に対応。各

編・各章ごとに出題傾向や、覚えるべきポイントの一覧表など

を掲載することで、より受験対策に役立つ書籍としてリニュー

アル。

A5判 408頁 定価(3,500円+税)1604 978-4-274-21874-3

ビル管理技術者試験データベース
（改訂2版）

設備と管理編集部 編

過去に出題された問題をキーワード別に分類・選択し、範囲の

広い試験分野の受験勉強を支援する書籍。出題頻度の多い問題

の知識を確実にするとともに、不得意分野の問題をまとめて解

くことにより、苦手意識を克服できる。最近出題されているキ

ーワードも極力収録している。

B5判 368頁 定価(2,700円+税)1109 978-4-274-50342-9

ビル管理試験徹底研究

ビル管理ライセンス受験対策委員会 編

ビル管理試験を徹底的に攻略するためにまとめた受験対策書。

まずは基礎的な力をしっかりと身に付けるために、各項目ごと

に重要な事項を見開き構成でコンパクトにまとめている。掲載

されている項目は、過去問題の徹底的な分析をもとに構成して

いるため、無駄のない学習ができ、必要な知識を効率的に学べ

るA5判 464頁 定価(3,300円+税)0905 978-4-274-20714-3

合格するためのビル管理受験テキスト

建築物衛生行政概論／建築物の構造概論

杉本秀二
山田憲明 共著

ビル管理技術者の受験対策書。「テキスト」を重視し、節末に

「復習問題」、章末に「章末（過去）問題」を配して万全の対策

をしている。「テキスト」には過去10年分の問題を研究し、頻

出度が高く覚えておくべき箇所が一目でわかるように明示。重

要なところだけ暗記したい方、短時間で勉強したい方に最適。

A5判 280頁 定価(2,500円+税)1405 978-4-274-21560-5

合格するためのビル管理受験テキスト

空気環境の調整

雨宮 満 著

ビル管理技術者の受験対策書。近年、試験は難化傾向にある。

本書は、本文解説を重視し、節末に復習問題、章末に過去問題

を配して万全の対策をした。過去10年分の問題を研究し、頻出

度が高く覚えておくべき箇所が一目でわかるように明示したの

で、短時間で勉強したい方に最適。初学者でも理解しやすいよ

うに、図版を多数掲載しています。A5判 344頁 定価(2,500円+税)1407 978-4-274-21571-1

合格するためのビル管理受験テキスト

建築物の環境衛生／給水及び排水の管理

雨宮 満
内山 稔 共著

ビル管理技術者の受験対策書。近年、試験は難化傾向にある。

本書は、本文解説を重視し、節末に復習問題、章末に過去問題

を配して万全の対策をした。過去10年分の問題を研究し、頻出

度が高く覚えておくべき箇所が一目でわかるように明示したの

で、短時間で勉強したい方に最適。初学者でも理解しやすいよ

うに、図版を多数掲載しています。A5判 282頁 定価(2,500円+税)1406 978-4-274-21572-8

合格するためのビル管理受験テキスト

清掃／ねずみ・昆虫等の防除

正田浩三
元木 貢 共著

ビル管理技術者の受験対策書。近年、試験は難化傾向にある。

本書は、本文解説を重視し、節末に復習問題、章末に過去問題

を配して万全の対策をした。過去10年分の問題を研究し、頻出

度が高く覚えておくべき箇所が一目でわかるように明示したの

で、短時間で勉強したい方に最適。初学者でも理解しやすいよ

うに、図版を多数掲載しています。A5判 220頁 定価(2,500円+税)1407 978-4-274-21573-5

ビル管理者試験 Ⅰ

受験案内/行政概論/建築構造

ビル管理技術研究会 編

本シリーズは、「建築物環境衛生管理技術者（ビル管理技術者）

試験」に挑戦し、その栄冠を勝ちとるための受験参考書とし

て、科目別に全4巻で構成されている。本書はこのシリーズの

第1巻として、関連する法令および過去の試験問題の傾向に基

づき、「受験案内」「行政概論」「建築構造」の内容を収録して

いる。A5判 168頁 定価(2,800円+税)0505 978-4-274-20076-2

ビル管理者試験 Ⅱ

室内環境の衛生/給水・排水の管理

ビル管理技術研究会 編

本シリーズは、「建築物環境衛生管理技術者（ビル管理技術者）

試験」に挑戦し、その栄冠を勝ちとるための受験参考書とし

て、科目別に全4巻で構成されている。本書はこのシリーズの

第2巻として、関連する法令および過去の試験問題の傾向に基

づき、「室内環境の衛生」、「給水及び排水の管理」の内容を収

録している。A5判 208頁 定価(2,800円+税)0505 978-4-274-20077-9

ビル管理者試験 Ⅲ

室内環境の管理

ビル管理技術研究会 編

本シリーズは、「建築物環境衛生管理技術者（ビル管理技術者）

試験」に挑戦し、その栄冠を勝ち取るための受験参考書とし

て、科目別に全4巻で構成されている。本書はこのシリーズの

第3巻として、関連する法令および過去の試験問題の傾向に基

づき、「室内環境の管理」の内容を収録している。

A5判 208頁 定価(2,800円+税)0505 978-4-274-20078-6
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ビル管理者試験 Ⅳ

清掃/ねずみ・昆虫等の防除

ビル管理技術研究会 編

本シリーズは、「建築物環境衛生管理技術者（ビル管理技術者）

試験」に挑戦し、その栄冠を勝ちとるための受験参考書とし

て、科目別に全4巻で構成されている。本書はこのシリーズの

第4巻として、関連する法令および過去の試験問題の傾向に基

づき、「清掃」「ねずみ・昆虫等の防除」の内容を収録してい

る。A5判 176頁 定価(2,800円+税)0505 978-4-274-20079-3

ギュッとまとめて集中学習！

2級管工事施工 合格テキスト

山田信亮・打矢瀅二
今野祐二・加藤 諭 共著

2級管工事施工管理技士の学科と実地試験の両方に対応できる

受験対策書。初学者でも学習しやすいよう、サイドノートに補

足解説として、「暗記のPoint」や「専門用語の説明」などを掲

載。さらには、各節末の「間違い探しテスト」では付録の赤シ

ートを使うことによってテキスト解説内容のおさらいができ学

習効果が高まる構成となっている。B5判 232頁 定価(2,800円+税)1706 978-4-274-22077-7

これだけ覚える！

2級管工事施工管理技士試験

春山忠男 著

2級管工事施工管理技士試験のテキスト＋問題融合型の受験対

策書。過去10年程度の出題傾向を分析し、合格のためのエッセ

ンスを凝縮した内容とした。各項目冒頭に出題ランクを記した

ほか、テキスト内には「重要」「注意」アイコンを配するなど、

学習の目安となる要素をふんだんに盛り込んだ。合格のための

必須事項を網羅した一冊。A5判 270頁 定価(2,300円+税)1404 978-4-274-21544-5

これだけマスター

2級管工事施工管理技士試験
山田信亮
打矢瀅二
今野祐二 共著

2級管工事施工管理技士試験の受験対策書。最近の出題傾向を

ふまえた演習問題を豊富に盛り込んだうえ、テキスト解説は試

験に出題されやすい重要事項を主として、わかりやすく、か

つ、コンパクトにまとめた。多忙な読者が望む「より短時間で

効率的な学習」を可能にする（テキスト＋問題集）型の実戦的

な1冊。A5判 304頁 定価(2,800円+税)1204 978-4-274-21196-6

2級管工事試験解いて学べる問題集

春山忠男 著

著者の豊富な受験指導の経験と、綿密な出題傾向分析に基づい

た2級管工事試験問題集。最近の出題傾向を踏まえ、出題され

やすいテーマ、重要な用語・定義について問題を解きながら学

べるよう構成している。合格に必要な基礎知識を確実に身につ

けられる一冊。

A5判 244頁 定価(2,300円+税)0707 978-4-274-20427-2

これだけマスター

1級管工事施工 実地試験
（改訂2版）

山田信亮
打矢瀅二 共著

1級管工事施工管理技士の実地試験受験対策書。最新の出題傾

向をふまえ、「最低限これだけはおさえておきたい重要事項」

をわかりやすく解説し、「出題頻度の高い良問」とともに、コ

ンパクトにまとめた。

A5判 200頁 定価(2,300円+税)1707 978-4-274-22086-9

これだけマスター

1級管工事施工 学科試験
（改訂2版）

山田信亮

今野祐二

打矢瀅二 共著

1級管工事施工管理技士の学科試験受験対策書。最新の出題傾

向をふまえ、「最低限これだけはおさえておきたい重要事項」

をわかりやすくまとめたテキストと「出題頻度の高い良問」だ

けを掲載し、コンパクトにまとめた。

A5判 336頁 定価(2,800円+税)1702 978-4-274-22025-8

ポケット版

1級管工事施工学科試験問題解説

石原鉄郎 著

1級管工事施工管理技術検定試験学科試験の平成21年度から平

成28年度までの過去8年分の全問題および解答解説を収録した

問題集。持ち運びに便利なポケットサイズなので、移動中や空

き時間の学習に最適。また、重要問題の指定や覚えにくい数値

のゴロ合わせなど、ポケットサイズながらも充実した内容で、

受験者の効率的な学習をサポート。B6変判 352頁 定価(2,400円+税)1611 978-4-274-50638-3

これだけ覚える！

1級管工事施工 実地試験

春山忠男 著

1級管工事施工管理技士実地試験の受験対策書。「出題が予想さ

れるポイントだけを効率的に理解する!!」を基本コンセプトと

して、過去10年程度の出題傾向を分析し、合格するためのエッ

センスを凝縮。忙しい受験者が効率よく学習できるように配

慮。簡潔な説明文、出題ランク、用語説明等、合格に必要な必

須事項を網羅。A5判 192頁 定価(2,300円+税)1507 978-4-274-21775-3

これだけ覚える！

1級管工事施工 学科試験

春山忠男 著

1級管工事施工管理技士学科試験のテキスト＋問題融合型の受

験対策書。過去10年間に出題された問題を分析し、「合格する

ための」要素のみで構成。出題頻度によるランク付け、重要度

に応じたアイコン、学習のアドバイス等、無駄のない、効率的

な試験勉強ができるよう徹底的に工夫した一冊。

A5判 312頁 定価(2,300円+税)1503 978-4-274-21721-0
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1級管工事実地試験の徹底研究

打矢瀅二
山田信亮 共著

受験者の多くが苦手とする実地試験の対策書。実務経験や技術

はあっても、なかなか合格ラインの解答が書けない受験者に対

して、記述試験のテクニックを詳細に解説している。特に、体

験記述に関しては、「よくない解答」と「合格の解答」をあげ

て解説するなど、読者にとって有益な内容構成となっている。

A5判 144頁 定価(2,300円+税)0708 978-4-274-20438-8

1級管工事施工合格問題集

春山忠男 著

年間2万数千人の受験者を集める1級管工事施工管理技術検定試

験の受験対策書。著者の豊富な受験指導の経験と、綿密な出題

傾向分析に基づいた問題集。本書を学習することにより、学科

試験に合格する実力が身につくとともに、実地試験の内容もつ

かむことができる。

A5判 256頁 定価(2,400円+税)0603 978-4-274-20214-8

1級管工事用語徹底解説

前島 健
殿垣内恭平 著

1級、2級管工事施工管理技術検定試験によく出る重要用語（約

1000語）について、問題文中に出現する頻度を元に重要度を分

析・体系化し、その言葉のもつ意味や定義だけでなく、適用例

や計算例などとあわせて、受験に役立つように平易に解説して

いる。

A5判 256頁 定価(2,500円+税)0503 978-4-274-20047-2

1級管工事実地試験の完全対策

打矢瀅二
山田信亮 共著

受験者の多くが苦手とする実地試験の対策書。実務経験や技術

はあっても、なかなか合格ラインの解答が書けない受験者に対

して、記述試験のテクニックを詳細に解説している。特に、体

験記述に関しては、「よくない解答」と「合格の解答」をあげ

て解説するなど、読書にとって有益な内容構成となっている。

A5判 132頁 定価(1,900円+税)0109 978-4-274-16587-0

語呂合わせで覚える

1級管工事試験演習
―学科・実地―

設備と管理編集部 編

1級管工事受験に際し、数字やキーワードが覚えられないとい

う方に、問題を解きながら、解説とともに語呂合わせで重要ポ

イントが覚えられるので、楽しく知識が身に付く一冊。学科試

験、実地試験とも出題頻度の高い問題を選択して解説している

ので、短期間の受験勉強に最適。

B5判 132頁 定価(1,600円+税)0105 978-4-274-94817-6

これだけマスター

浄化槽設備士試験
奥村章典

山田信亮

打矢瀅二

今野祐二 共著

浄化槽設備士試験の受験対策書。過去5年間の出題傾向と、直

近の法改正事項を盛り込んだ『テキスト＋問題演習』の構成

で、試験に出題されやすく、最低これだけはおさえておきたい

重要事項が、わかりやすくコンパクトにまとめられている。多

忙な受験生が、より短時間で効率的に学ぶことができる一冊。

A5判 240頁 定価(2,800円+税)1403 978-4-274-21529-2

6ヵ年全問題収録

浄化槽管理士試験完全解答
（改訂5版）

設備と管理編集部 編

浄化槽管理士試験の問題とその解答・解説を、平成23年度から

28年度までの6年間分を全問収録。本書を通じて浄化槽管理の

実務に必要な事柄を学ぶことができるので、現在の仕事にも役

立つ実務的な内容。

A5判 448頁 定価(2,400円+税)1706 978-4-274-50667-3

下水道第2種技術検定試験 合格問題集

関根康生
飯島 豊 共著

下水道第2種技術検定試験の出題内容を徹底的に研究し、最新

2016年まで過去8年間に出題された全問題を出題分野（管きょ

の設計、管きょの施工、施工管理、下水処理、汚泥処理、電

気・機械設備、法規）に沿って整理、分類。各選択肢に対して

詳しい解説が付いているので、この1冊で傾向の把握と試験対

策が行える構成。A5判 430頁 定価(4,500円+税)1704 978-4-274-22047-0

下水道第2種技術検定試験 精選問題

関根康生
飯島 豊 共著

下水道第2種技術検定試験の出題内容を徹底的に研究し、過去5

年間に出題された全問題を出題分野（管きょの設計、管きょの

施工、施工管理、下水処理、汚泥処理、電気・機械設備、法

規）に沿って整理、分類。出題分野ごとに過去問を分類してあ

るので、繰り返し出題されている内容はもちろんのこと、過去

5年間に何回出題されたかも一目瞭然。A5判 266頁 定価(3,800円+税)1408 978-4-274-21554-4

下水道第3種・下水道管理技術（管路施設）受験対策問題集
―10年分全問題掲載＋的中予想問題収録―

関根康生 著

過去10年分の試験問題と、的中予想問題を各試験2回分掲載し

てあります。下水道第3種と管路施設は、同じ日の午後と午前

に行われ、試験内容が似ていることもあり、同時に受験する

方々がいるので、2つの試験をまとめて掲載しました。過去10

年間の試験問題がわかり、的中予想問題も掲載してあるので、

直前対策に特にお勧めです。B5判 286頁 定価(3,200円+税)1306 978-4-274-21406-6
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下水道第3種技術検定試験 模擬問題×計算問題

関根康生 著

「下水道第3種技術検定試験」対策用の模擬×計算問題集。4回

分の模擬問題（1回60問）と、今までに出題された計算問題の

解き方を全問掲載している。模擬問題は1回ごとに取外し可能、

解答用紙も切離し式となっているので、本番の試験に近い形で

模擬問題を解くことができる。また、解説として、正解の根拠

を簡潔にまとめてある。B5判 196頁 定価(2,600円+税)1008 978-4-274-20912-3

下水道第3種技術検定完全対策

氷上克一 著

日本下水道事業団が主催する下水道管理技術認定試験のうち、

「処理施設」の区分に対応したテキストタイプの受験対策書で

ある。各試験科目について、合格できる学習のポイントを簡明

に解説し、受験者が苦手とする科目を重点的に学習できるよう

にまとめた。

A5判 216頁 定価(2,500円+税)0802 978-4-274-20503-3

下水道第3種技術検定実戦問題

氷上克一
上岡昭春 著

日本下水道事業団が主催する下水道管理技術認定試験のうち、

「処理施設」試験区分については、平成16年度より、「下水道第

3種技術検定」と一本化されて実施されることになった。本書

はこの一本化された「下水道第3種技術検定」に対応した問題

集タイプの受験対策書。

A5判 192頁 定価(2,500円+税)0408 978-4-274-16708-9

5ヵ年収録

水道施設管理技士（浄水・管路）精選問題集

一般社団法人水道運営管理協会 編

水道施設管理技士は、浄水場の運転管理や管路施設の維持管理

を行うための資格。筆記試験が行なわれるのは＜浄水＞1〜2級

と＜管路＞1〜2級で、本書はそのすべてをカバーしている。本

試験の設問は指定図書からほぼそのまま出題されるのが特徴だ

が、本書は出題回数の多い設問を特に厳選して収録している。

A5判 384頁 定価(2,800円+税)1309 978-4-274-50466-2

8ヵ年全問題収録

給水装置工事試験完全解答
（改訂5版）

設備と管理編集部 編

平成21〜28年度に出題された問題とその解答・解説を収録。過

去問8年分を解くことで、出題傾向を把握することができる。

また、参考に関連法規を抜粋して掲載。受験の力強いパートナ

ーとなる問題集。

A5判 456頁 定価(2,500円+税)1704 978-4-274-50661-1

これだけ覚える！

給水装置工事主任技術者試験
（改訂3版）

春山忠男 著

給水装置工事主任技術者試験の問題集。最新改訂版。過去問題

の徹底的な傾向分析をもとに科目ごとに合格に必要な要素のみ

を箇条書きによってコンパクトに記述。各科目ごとに出題され

やすい項目を絵文字アイコンでわかりやすく示し、出るポイン

トを効率よく学べる内容構成。

A5判 264頁 定価(2,500円+税)1703 978-4-274-22042-5

これだけマスター

給水装置工事主任技術者試験
（改訂2版）

今野祐二・打矢瀅二

奥村章典・山田信亮 共著

給水装置工事主任技術者試験の参考書。忙しい受験者が学習し

やすいように、出題頻度の高い項目を中心に、合格するための

ポイントをコンパクトにまとめた。また、近年の出題傾向の変

化、法規改正に伴う新たな解釈、新たに開発され汎用化が進ん

でいる給水管や給水用具の解説、最新技術や工法等、実務上の

事項も網羅。A5判 274頁 定価(2,500円+税)1506 978-4-274-21764-7

給水装置工事主任技術者試験 精選問題集

三好康彦 著

給水装置工事主任技術者試験の精選問題集。給水装置工事主任

技術者試験の過去問題を徹底的に研究し、過去5年分の過去問

題を出題分野に沿って整理・分類した。同試験には語句の組合

せや正誤の組合せを答える問題が多いため、語句や正誤、各選

択肢について詳しい解説を掲載している。

A5判 296頁 定価(2,800円+税)1207 978-4-274-21237-6

解いて理解！

給水装置工事試験問題集

春山忠男 著

分析結果に基づいて、各項目毎に頻出する問題のみを厳選して

掲載しているため、無駄のない効率的な学習ができるまた、各

項目の最初に重要事項を設けているため、問題演習に入る前

に、どこに気を付けるべきか、何が出題されるのか、を明確に

しているため、目的意識をもって学習できる。

A5判 232頁 定価(2,300円+税)0804 978-4-274-20535-4

給水装置工事主任技術者試験 厳選問題

氷上克一
上岡昭春 共著

試験科目ごとに過去問題を厳選し、必要十分な解説を付した。

内容の構成も、学習のしやすさを考え、1題1頁に簡潔にまとめ

ているので、無理のない学習計画をたてることができる。本試

験を1冊で網羅したいと思う読者、出題の全体像を知りたい読

者必携の書。

A5判 240頁 定価(2,200円+税)0505 978-4-274-20080-9
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マンガでわかる

福祉住環境コーディネーター検定試験®2級
改訂2版対応

江端直行 著

大竹孝志 作画

トレンド・プロ 制作

「福祉住環境コーディネーター検定試験2級」の受験対策書。東

商発行の公式検定テキスト改訂に伴い、改訂2版対応として発

行。合格に必要な知識を1冊に凝縮しているため、出題傾向の

把握、重要事項の整理と理解、各章末の確認問題により、万全

な試験対策が可能。

A5判 320頁 定価(2,200円+税)1409 978-4-274-05060-2

福祉住環境コーディネーター1級 1次試験の完全対策
飯田 旭
高室成幸
中山敏子 共著

本試験は出題範囲がひろく、また、難易度も高いことから、

「何を学習すべきか」悩む受験者が多いと思われる。そこで、

本書は重要と思われる事項を重点的に解説し無駄のない効率的

な学習ができるようまとめ、しかも、各章末にはオリジナルの

確認テストが掲載されているので、項目ごとの理解度・到達度

が把握できる構成となっている。A5判 272頁 定価(2,800円+税)0405 978-4-274-16694-5

50講で集中マスター！

インテリアコーディネーター1次＆2次試験
受験テキスト

森谷延周
飯嶋房樹 共著

インテリアコーディネーター合格に必要な知識を72講にまとめ

た。膨大な試験範囲のなかから、特に覚えるべき箇所だけを絞

り込んだ構成。まとまった学習時間を確保することができない

多忙な・受験者を対象に、より短時間で効率的に学習すること

を追及した書籍。*改訂したハンドブック、新試験制度対応

B5判 224頁 定価(2,900円+税)1508 978-4-274-21777-7

インテリアコーディネーター 1次試験完全攻略
（改訂2版）

石川はるな
山田信亮 共編

インテリアコーディネータ1次試験の受験者に向けた「テキス

ト」＋「問題」融合型の受験対策書。要所をおさえたテキスト

解説と、出題傾向に沿った演習問題を解くことで、着実に実戦

力を養成できる。また、暗記重視の試験傾向にも対応するため

用語解説や重要事項をまとめた囲みも充実。

A5判 368頁 定価(2,700円+税)1506 978-4-274-21769-2

インテリアコーディネーター2次試験 完全攻略
石川はるな

井上国博

佐田博佳

丸山正記

三上孝明 他著

平成23年12月実施分から出題形式が変更されたインテリアコー

ディネータ2次試験の［テキスト］＋［問題］融合型の受験対

策書。試験に合格すればいいだけの内容でなく、インテリアコ

ーディネーターになった後にも役立つ体系的なテキスト解説も

盛り込み、読者に真に役立つように構成した。

A5判 240頁 定価(2,600円+税)1206 978-4-274-21226-0

インテリアコーディネーター 二次試験の完全対策
金丸由美子
佐藤啓子
餘野篤子 共著

初心者でも合格答案が作成できるよう構成した。論文について

は論旨の組立て方を詳細にまとめ、プレゼンテーションについ

ては製図の基礎から実際の試験問題を例にあげて解説している

ので本書1冊で出題範囲を網羅できるようになっている。学習

の仕方がわからない人、試験の全体像を知りたい人に特におす

すめ。B5判 210頁 定価(2,600円+税)0506 978-4-274-20088-5

シックハウス診断士受験テキスト（上）

池田耕一 監修
シックハウス診断士協会 編

シックハウス診断士は、シックハウス症候群についての幅広い

知識を身につけ、それに悩まされている方々へ専門家として適

切なアドバイスを行うとともに、住宅を新築・改築する際に、

安全で快適な住環境を提案したり、医療・建築・法律などの広

範囲にわたる情報を提供する。

B5判 166頁 定価(2,800円+税)0507 978-4-274-20095-3

シックハウス診断士受験テキスト（下）

池田耕一 監修
シックハウス診断士協会 編

シックハウス診断士は、シックハウス症候群についての幅広い

知識を身につけ、それに悩まされている方々へ専門家として適

切なアドバイスを行うとともに、住宅を新築・改築する際に、

安全で快適な住環境を提案したり、医療・建築・法律など広範

囲にわたる情報を提供する。

B5判 176頁 定価(2,800円+税)0507 978-4-274-20096-0
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資格試験

土木系

測量士補試験 攻略テキスト

水野 哲 著

測量士補試験の受験対策書。最新の法令や準則をもとに、出題

されるところを押さえ、しっかりと解説。「問題を解いて解説

を読むことで理解を深める」ことによって、得点力を高める内

容。

A5判 296頁 定価(2,700円+税)1704 978-4-274-22016-6

やさしく学ぶ

測量士補試験 合格テキスト

浅野繁喜
近藤大地 共編

過去問題を分析し、頻出問題を抽出し、徹底的に分析し、ポイ

ントを絞った丁寧な解説を付した測量士補試験対策問題集。

「テキスト」はできるだけ図や吹出しを設け、ポイントが視覚

的にわかりやすくまとめた。また、「練習問題」では、正解ま

での手順を丁寧に解説し、随所で重要ポイントやつまずきやす

いポイントも合わせて掲載。A5判 320頁 定価(2,600円+税)1610 978-4-274-21952-8

測量士補試験 精選問題集

浅野繁喜
麻植泰夫 共編

測量士補試験は毎年同じような問題が多く出題される。最短で

合格するには、過去問題を繰り返し解き、問題のパターンを覚

えることが重要。本書は、平成26年度までの過去問題のなかか

ら出題頻度の高いものを厳選し、その解法をやさしくていねい

に解説。関連するポイントも掲載しているので効率よく学習で

きる構成となっている。A5判 288頁 定価(2,400円+税)1411 978-4-274-21659-6

測量士補試験 徹底マスター
浅野繁喜
麻植泰夫
竹内一生 共著

測量士補とは国土交通省国土地理院が所管している国家資格。

平成21年の試験科目の変更を受け、平成21年2月に発行した

「難問突破！測量士補試験」の内容構成を刷新。テーマを見開

き2ページとし、「ポイント整理」「基本問題」「関連問題」で構

成している。また、章末には練習問題を付し、受験者の実力ア

ップが図れる作りとなっている。B5判 304頁 定価(3,000円+税)1301 978-4-274-21318-2

測量士補試験 徹底攻略

測量士補試験研究会 編

過去問題の徹底的な分析をもとに、質の高い問題を厳選し、詳

細な解説を掲載した。各節の基本構成としては「基本問題」と

「関連問題」の二本立てとし、体系的な学習ができるようにし

た。掲載問題のなかには、経験豊かな執筆陣によるオリジナル

問題も含まれているので、無駄のない効率的な学習ができ、合

格へ近づく実力が身に付く。A5判 292頁 定価(2,500円+税)0412 978-4-274-16717-1

これだけマスター

2級土木施工管理技士 実地試験
（改訂2版）

吉田勇人 著

2級土木施工管理技士試験の実地試験の受験対策書。受験者の

多くが苦手としている経験記述については、さまざまな工事に

対応できるように50文例を掲載。実施した工事概要を効率よく

まとめる方法がわからない方やはじめて受験する方に最適のテ

キスト。

A5判 260頁 定価(2,200円+税)1607 978-4-274-21926-9

これだけマスター

2級土木施工管理技士 学科試験

オーム社 編

2級土木施工管理技士の学科試験のための受験参考書。最近の

出題傾向を分析したうえで、出る演習問題に絞り込んだうえ、

テキスト解説は試験に出題されやすい重要事項を主として、わ

かりやすく、かつ、コンパクトにまとめた。多忙な読者のみな

さんがほしかった「より短時間で効率的な学習」を可能にする

（テキスト＋問題集）型の実戦的な1冊！A5判 332頁 定価(2,400円+税)1303 978-4-274-21357-1

2級土木施工実地試験の集中特訓！
（改訂2版）

建設技術教育研究所 編

平成18年度の試験制度改正により、出題形式も一部変更され

た。本書は、改正内容に伴って変更となった点を見直し、新た

に改訂版として発行するもの。改正点を明確におさえ、いかに

オリジナリティのある合格答案を作成できるか、そのエッセン

スを一冊に凝縮。改正にまどわされることなく、要点をつかん

で学習すれば合格できる実力を養うに最適の内容。B5判 162頁 定価(2,400円+税)0706 978-4-274-20417-3

2級土木施工管理徹底研究

建設技術教育研究所 編

2級土木施工管理試験の受験対策書。各項目ごとに、出題事項

を1頁でまとめ、そのあと1題1頁で問題が掲載されているため、

問題を解きながら学習できる構成となっている。掲載する問題

は、基礎を固める重要なものを厳選しているので、効率的な学

習ができる。本書1冊で合格に必要な知識を学習できるので、

まずは全体像を知りたい読者に最適の書籍。A5判 344頁 定価(2,600円+税)0704 978-4-274-20387-9
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2級土木施工管理試験完全制覇

宮入賢一郎 著

2級土木施工管理試験の試験対策書。制度の改正により、受験

資格が変化したことから、よりいっそう基礎的な知識が求めら

れるようになっている。本書では、まずは問題を解くうえで必

要な知識を項目ごとにまとめ、各項目末には既往問題を掲載し

ているので、実力の確認もできる。一冊で試験合格を目指した

い読者に最適の書籍。A5判 354頁 定価(2,600円+税)0607 978-4-274-20270-4

2級土木施工管理完全対策

建設技術教育研究所 編

2級土木施工管理技士試験合格に必要な知識を一冊にまとめ、

出題分野ごとに効率よく学習できる、平易な図解でわかりやす

く解説したテキスト＋問題集である。徹底的な出題傾向分析と

的確な出題予測に加え、巻末には実力チェックのための予想問

題を掲載。短期間で効率よく学習できるようにまとめた。

A5判 340頁 定価(2,400円+税)0002 978-4-274-16531-3

ぜ∼んぶまとめて集中学習！

1級土木施工管理 実地試験 合格ゼミ

吉田勇人 著

1級土木施工管理技士 実地試験のワークブック形式の受験書で

す。過去10年間に出題された問題傾向を分析し、出題頻度の高

い問題を厳選して構成。付録の【赤シート】を使って、効率よ

く学習でき、本書冒頭の「学習指針 編」は「試験までのスケ

ジュール管理」の説明などがあり、充実した内容となってい

る。B5判 304頁 定価(2,600円+税)1707 978-4-274-22087-6

これだけマスター

1級土木施工管理技士 実地試験
（改訂2版）

オーム社 編

1級土木施工管理技士実地試験の受験対策書。「経験記述編」で

は、日常文章を書く機会の少ない方でもわかるように、「どの

ように解答すべきか」の要点を絞って解説。特に、経験記述文

例集は60文例を掲載。 短期間で、効率的に勉強し、必ず合格

を勝ち取りたい受験者の方、必携の一冊。

A5判 304頁 定価(2,600円+税)1704 978-4-274-22055-5

ギュッとまとめて集中学習！

1級土木施工管理 学科試験 合格テキスト

オーム社 編

本書は、1級土木施工管理技士の学科試験の受験テキストです。

各章「章扉」では、出題傾向分析結果に基づき、各項目や内容

の出題頻度を簡潔に示しています。「各節」では、よく出題さ

れる内容に絞って解説しています。

B5判 288頁 定価(2,300円+税)1612 978-4-274-22006-7

ぜ∼んぶまとめて集中学習！

1級土木施工管理 実地試験
レベルアップ合格ゼミ

吉田勇人 著

1級土木施工管理技術検定・実地試験のワークブック形式のテ

キスト。過去5年間に出題された傾向を分析し、出題頻度の高

い問題を厳選して掲載。受験者の多くが苦手とする「経験記述

編」では、80文例すべてに対して答案作成のポイントを丁寧に

解説。付録の下敷きを活用すれば、重要事項を繰り返し確認で

き、知識の定着を見込める。B5判 304頁 定価(2,600円+税)1507 978-4-274-21776-0

ミヤケン先生の合格講義

1級土木施工管理 実地試験
宮入賢一郎 編

宮入賢一郎

小林雄二郎 共著

1級土木施工管理実地試験の受験対策書。出題傾向の分析をも

とに、合格するポイント、用語解説等を丁寧に解説。特に、受

験者の多くが苦手とする「経験記述の問題」に関しては75文例

を掲載。各文例には、解答すべきポイントを随所に記載し、記

述すべき内容が明確にわかる。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)1505 978-4-274-21755-5

ぜ∼んぶまとめて集中学習！

1級土木施工管理 学科試験
レベルアップ合格問題集

吉田勇人 著

1級土木施工管理技術検定の学科試験の問題集。過去5年分の出

題問題の傾向を完全に分析し、厳選した問題を出題順に掲載。

また、問題を解きながら効率よく学習できるよう、解説部分に

おいて、図やイラストを豊富に配した。試験本番までの「受験

カレンダー」を掲載しているので、学習の目標が立てやすく、

忙しい合間をぬっての学習をフォロー。A5判 480頁 定価(2,500円+税)1502 978-4-274-21711-1

これだけマスター

1級土木施工管理技士 学科試験

オーム社 編

1級土木施工管理技士の学科試験受験対策書。最近の出題傾向

をふまえた演習問題を豊富に盛り込み、テキスト解説は試験に

出題されやすい重要事項を主としてわかりやすくコンパクトに

まとめた。より短時間での効率的な学習を可能にする実戦的な

1冊。既刊の「これだけマスター1級土木施工管理技士 実地試

験」とあわせて学習すれば効果は絶大！A5判 348頁 定価(2,600円+税)1203 978-4-274-21172-0

1級土木施工実地試験 合格への最短アプローチ

建設技術教育研究所 編

近年、出題内容や傾向が大きく変わった実地試験について、的

確な傾向分析を行い、建築副産物をはじめとする。最新の内容

を盛り込んだ。受験者の多くが苦手とする記述式問題について

も、わかりやすく懇切丁寧に解説。

A5判 180頁 定価(2,000円+税)0802 978-4-274-20509-5

資格試験／土木系 289



1級土木施工学科試験の徹底研究

建設技術教育研究所 編

項目ごとに見開き構成で問題を中心に解説をしているため実践

的な学習ができるようになっている。本書一冊で出題項目はす

べてマスターできる内容。問題演習のみでは物足りないと思う

読者、出題項目全体を網羅したいと思う読者に最適の内容。

A5判 376頁 定価(2,700円+税)0602 978-4-274-20202-5

1級土木施工学科試験完全制覇
宮入賢一郎 編
宮入賢一郎
小林雄二郎 共著

「土木一般」「専門土木」「施工管理」など特に重要な科目は徹

底的に解説し、「法規」や「共通工学」を簡潔に学習できるよ

う科目ごとの重要度にしたがって解説の度合いを調整した。厳

選した内容構成により確実にステップアップできる。

A5判 360頁 定価(2,600円+税)0504 978-4-274-20044-1

ミヤケン先生の合格講義

2級造園施工管理試験

宮入賢一郎 著

2級造園施工管理技術検定試験の受験書。試験問題を徹底的に

分析し、最新の出題傾向を反映した構成としています。随所に

ポイントがわかるようにすることで、出題傾向の把握と頻出問

題がすぐにわかるようになっています。受験者の多くが苦手と

する「経験記述の問題」も詳しく解説。 問題を解く力だけで

なく、記述力もアップできる一冊です。A5判 320頁 定価(2,700円+税)1508 978-4-274-21782-1

これだけ覚える！

2級造園施工管理 実地試験

井上国博
内田義彦 共著

2級造園施工管理技士実地試験の受験対策書。学科試験に比べ

て、合格率の低い実地試験を徹底分析し、効率的に合格のため

のノウハウが身につくよう、解答のエッセンスを凝縮した一

冊。短期間に集中して学習できるよう、実際の試験形式（問題

1〜問題3）の流れに沿った内容構成となっている。

A5判 208頁 定価(2,000円+税)1405 978-4-274-21557-5

完全マスター

2級造園施工管理試験

宮入賢一郎 著

2級造園施工管理試験対策に必携の一冊。過去10年間の出題傾

向を徹底的に分析した内容構成となっている。また、各節にお

いて段階的に学習することで、効率よく合格する実力を養成で

きる。要所要所では「マスターノート」として学習をサポート

するアドバイスを配し、初学者でも無理なく学べるよう工夫さ

れている。A5判 312頁 定価(2,800円+税)1008 978-4-274-20910-9

2級造園施工管理徹底研究

井上国博
内田義彦 共著

経験豊富な執筆陣による実務に裏付けされた丁寧かつ詳細な解

説、豊富な図表によって無駄のない学習ができるよう構成され

ている。また、出題範囲の広さにくじけそうになっても、項目

ごとにコンパクトにまとまっているため、無理なく学習が続け

られる。

A5判 384頁 定価(2,800円+税)0806 978-4-274-20562-0

ミヤケン先生の合格講義

1級造園施工管理試験

宮入賢一郎 著

1級造園施工管理技術検定試験の受験書。近年の試験問題を徹

底的に分析し、最近の出題傾向に沿った内容構成。特に、苦手

な方の多い「経験記述の問題」対策は、まずどのようなことに

注意すればよいかのポイントをわかりやすくコンパクトにまと

めて解説。“問題を解く力”だけでなく、“記述力”もアップでき

る受験者必携の1冊。A5判 370頁 定価(3,000円+税)1704 978-4-274-22054-8

これだけマスター

1級造園施工管理技士

オーム社 編

1級造園施工管理技士試験の受験対策書。本書の大きな特長は、

学科試験と実地試験の内容を、過去の出題問題の傾向を分析し

たうえで、合格に必要なエッセンスを絞りこんでまとめた点に

ある。実戦的な練習問題を解きながら、重要ポイントの解説に

よって効率的に学ぶことができるようにコンパクトにまとめ

た。A5判 344頁 定価(2,900円+税)1104 978-4-274-21021-1

1級造園施工実地試験完全制覇
宮入賢一郎 編

宮入賢一郎

越 洋子

藤村忠志 共著

ここ数年、1級造園施工実地試験はより実務的な内容になって

おり、単なるテキストを学習しただけでは合格が難しくなって

いる。本書は、実地試験にチャレンジするにあたって問題への

アプローチ、学習のポイントを詳細に解説しているので、無駄

なく効率的に学習できる。本書一冊で実地試験を完全制覇でき

る内容。A5判 176頁 定価(2,300円+税)0709 978-4-274-20454-8

1級造園施工学科試験完全制覇

宮入賢一郎 著

本書は、なかなか学習する時間がなく困っている、出題範囲が

広いため学習の的が絞れなくて困っている、現場技術の試験へ

の応用ができずに困っているなど、本試験対策において悩んで

いる方へ、効率よく学習できるよう構成したテキスト・問題集

融合型の書籍。

A5判 376頁 定価(2,900円+税)0604 978-4-274-20235-3
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1級造園施工実地試験の完全対策
宮入賢一郎 編著
越 洋子
藤村忠志 共著

1級造園施工管理技術者試験の最後の難関である実技試験の受

験対策書。受験者の多くが苦手としている記述式の試験形式へ

のアプローチを豊富な例を用いて解説している。また、限られ

た時間のなかで合格できる実力をつけるため、厳選した項目ご

とにコンパクトにまとめている。

A5判 176頁 定価(2,300円+税)0409 978-4-274-16711-9

1級造園施工学科試験の完全対策

井上国博
山本 賢 共著

出題のポイントを絞り、問題演習を中心に学習できるようにま

とめているため、無駄のない効率的な学習ができるようになっ

ている。掲載する問題は、過去問題のなかから特に重要な問題

を中心に選択しているので、無理なく合格点を獲得できる能力

を身につけることができる。

A5判 328頁 定価(2,900円+税)0404 978-4-274-16690-7

ミヤケン先生の合格講義

コンクリート技士試験
宮入賢一郎 編

森 多毅夫

小林雄二郎 共著

コンクリート技士試験の受験対策書。頻出問題、重要問題をも

とに覚えるべきポイントに絞った内容。さらに、本試験全体の

1/3を占める一問一答形式の「○×問題」対策として、「補講」

を設けた。巻末には重要用語の知識定着に役立つように、試験

に頻出の「キーワード集」も掲載。

A5判 316頁 定価(2,500円+税)1605 978-4-274-21899-6

これだけマスター

コンクリート技士試験

速水洋志
水村俊幸 共著

コンクリート技士試験合格を目指す方への受験対策書。合格の

ポイントを絞り、簡潔にわかりやすくまとめたもの。チェック

コーナーで出題の傾向やキーワードをピックアップ。レッスン

コーナーでピックアップした内容の解説を読み学習。チャレン

ジコーナーの演習問題で実力を身につける、の三つのステップ

で、試験合格へ導く。A5判 232頁 定価(2,500円+税)1207 978-4-274-21235-2

完全突破！

コンクリート技士試験

櫻井重英 著

コンクリート技士は、国家資格ではないものの社会基盤づくり

には欠かせない重要な位置づけがなされている資格。本書は、

○×問題200問、四肢択一問題50問、模擬問題60問を収録し、

問題をできるだけ多く解きながら知識を吸収・取得できるよう

配慮した問題集で、重要なキーワードは、側注や囲みにより初

心者にも理解できるように解説。A5判 216頁 定価(2,000円+税)0707 978-4-274-50149-4

コンクリート技士試験 完全制覇

宮入賢一郎
小林雄二郎 著

コンクリート技士試験の受験対策書。出題科目にそって、重要

な項目をテキストで学び、掲載している関連問題で実力の定着

ができるテキストと問題集の融合型の書籍。単なる問題集では

ないので、重要項目について体系的な知識を得ることができ

る。基礎力の定着と実践力の強化が図れる。

A5判 256頁 定価(2,500円+税)0606 978-4-274-20256-8

これだけマスター

コンクリート診断士試験

水村俊幸
速水洋志 共著

コンクリート診断士試験を目指す方への受験対策書。過去問題

より出題実績を調べ、それに応じて重要度を示し、学習のポイ

ントを簡潔に説明、問題演習および解説で実力を試すことが出

来る。受験者にとって難関となる記述問題では、問題の解答を

丁寧に解説。試験本番で役立つよう、解説のはじめに解答のた

めのポイントも合わせて解説している。A5判 272頁 定価(2,800円+税)1301 978-4-274-21324-3

1級舗装施工試験難関突破へのトレーニング

森野安信 著

「1級舗装施工管理試験」のテキスト系書籍の決定版。出題傾向

をしっかりふまえた簡潔明快な解説、見やすくわかりやすい

図・表、ポイントを押さえた練習問題で、難関試験を突破しよ

うとするもの。合格する上で理解しておくべきこと、暗記して

おくべきことをわかりやすくコンパクトにまとめている。

A5判 296頁 定価(2,600円+税)0709 978-4-274-20453-1

1級舗装施工試験即戦問題集

森野安信 著

難関の「1級舗装施工管理試験」の問題集。「解いて学べる」こ

とにこだわり、解説の充実を図った。各選択肢の正誤判定では

なく、問題で問われた事項について体系的に学習できる解説を

掲載しているため、確実に実力を身につけることができる。各

問題の最後には、ミニテストをつけ、重要な数値・用語につい

て確認することができる。A5判 280頁 定価(2,500円+税)0701 978-4-274-20358-9

1級舗装施工 応用試験の重点対策

大元 守 監修
オーム社 編

必要とされる知識を見開きでコンパクトにまとめてあるので、

日々多忙な読者にとっていつでもどこでも学習できるよう簡潔

した内容構成とした。巻末には演習問題・予想問題を掲載して

いるので実力UP確実。なお、一般試験で問われる知識につい

ても解説しているので幅広い学習効果が期待できる。

A5判 216頁 定価(2,300円+税)0502 978-4-274-20028-1
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舗装施工試験 即習テキスト

森野安信 著

1級、2級を問わず舗装施工試験突破を目指す受験者を対象にし

た書籍。項目ごとに重要な用語について確認しながら、試験で

必要な知識を習得できる構成となっている。単に用語を覚える

だけでなく、項目ごとに重要な事項を体系的に学習できるの

で、知識の総まとめができる。

A5判 240頁 定価(2,500円+税)0412 978-4-274-20010-6

2級舗装施工試験完全攻略

森野安信 著

2級舗装施工試験の受験対策書。各章のはじめは「学習のポイ

ント」としてキーワードを掲載し、章末には予想問題を掲載し

ているので役立つ一冊。

〔目次〕土木工学／舗装工学／施工管理と品質検査／舗装法規

／応用試験

A5判 256頁 定価(2,600円+税)0302 978-4-274-16650-1

土壌汚染調査技術管理者試験 完全対策
（第2版）

一般社団法人全国地質調査業協会連合会
特定非営利活動法人地質情報整備活用機構地盤環境技術研究センター 共編

平成22年4月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行さ

れ、指定調査機関に対し「土壌汚染調査技術管理者」の設置が

義務付けられた。本書は『土壌汚染調査技術管理者試験攻略過

去問題集』と対を成す受験対策書の最新版。2012年に行われた

法規改正・ガイドライン改定内容を反映させた解説を加え、わ

かりにくい部分を丁寧に解説している。A5判 240頁 定価(3,300円+税)1307 978-4-274-21410-3

土壌汚染調査技術管理者試験 攻略過去問題集

一般社団法人全国地質調査業協会連合会
特定非営利活動法人地質情報整備活用機構地盤環境技術研究センター 共編

平成22年4月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行さ

れ、指定調査機関に対し「土壌汚染調査技術管理者」の設置が

義務付けられた。本書は、土壌汚染調査技術管理者試験の問題

集として、過去に実施された3回分の既出問題を収録。2012年

に行われた法規改正・ガイドライン改定の最新内容を反映さ

せ、わかりにくい部分を丁寧に解説した。A5判 242頁 定価(2,500円+税)1306 978-4-274-21409-7

潜水士試験徹底研究
（改訂3版）

不動弘幸 著

潜水士試験の受験対策書。試験科目の実施順にそれぞれのテー

マを研究するスタイルで構成。基礎知識の習得、基本問題、応

用問題と必ず押さえておかなければならない事項はしっかりと

習得できる。問題の攻略だけでなく、注意点や解法のポイント

など、試験合格への知識を徹底的に網羅。

A5判 288頁 定価(2,500円+税)1512 978-4-274-21842-2

潜水士試験 出題順40問の徹底研究

不動弘幸 著

潜水士試験は午前、午後で合計40問が出題されるが、出題の並

び順は毎回ほぼ同じである。短期間の学習で合格できるよう、

最近の試験問題8回分（320問）を徹底分析し、出題順に合わせ

た40テーマの問題を練習する。基本問題として代表的な問題を

取り上げ、必要な知識、難易度を理解したうえで、応用問題に

進めるように構成している。A5判 208頁 定価(2,300円+税)1312 978-4-274-21488-2

完全解説！

火薬類取扱保安責任者試験

手束誠治 著

火薬類取扱保安責任者試験の受験対策書。知識の確認と問題演

習ができる完結型の受験対策書。試験で出題されるポイントが

コンパクトにまとまっており、さらに各章末に掲載した実戦力

テストで問題演習も万全。解説を読み込み、豊富な練習問題を

解くことで着実に実戦力が身につく、受験者必携の一冊。

A5判 200頁 定価(2,800円+税)1505 978-4-274-21756-2

火薬取扱者試験 徹底研究

手束誠治 著

テキストと問題集がひとつになった火薬取扱者試験の受験対策

書。本書は、法令編と技術編の2編構成となっている。また、

各章ごとに、コンパクトでポイントを押さえた簡潔な解説と例

題を配し、かつ、近年の出題傾向に沿った練習問題を数多く厳

選した。これら豊富な練習問題を解くことで理解が深まり、着

実に実践力がつくよう構成されている。A5判 184頁 定価(2,300円+税)0905 978-4-274-20704-4

移動式クレーン運転士学科試験徹底研究
（改訂2版）

不動弘幸 著

本書は学科試験の4科目に対応。重要テーマを抽出し、ポイン

ト解説を加え、例題で学習の確認、そして章末の実践問題で実

力を養うという、独学者のニーズにマッチした構成としてお

り、今回の改訂では、新傾向の問題及び出題の方法の変更（力

学計算の部分）となった問題を取り込み、内容を一部刷新し改

訂2版として発行するものです。A5判 276頁 定価(2,500円+税)1705 978-4-274-22067-8

クレーン・デリック運転士［クレーン限定］ 学科試験 徹底研究

不動弘幸 著

「クレーン運転士」は、ジブクレーンや天井クレーンなど、つ

り上げ荷重5t以上のクレーンを運転するのに必要な資格。本書

は、この「クレーン運転士」（クレーン限定）資格の受験対策

書として企画するものである。4つの試験科目に則し、重要テ

ーマを抽出し、ポイント解説、確認問題での学習確認、編末問

題で実践力を養う等、独学者のニーズにマッチした構成。A5判 296頁 定価(2,500円+税)0709 978-4-274-20452-4
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合格作戦

土木系の就職試験

就職試験研究会 編

工業高校・専門学校・短期大学・大学の土木系の学生のための

就職試験対策問題集。近年の各種就職試験の出題傾向を広範に

分析し、項目ごとにわかりやすく解説しているとともに、就職

試験の準備のしかたについても記述してある。

A5判 148頁 定価(1,800円+税)9608 978-4-274-16366-1

徹底攻略

土木系の就職試験

就職試験研究会 編

国家公務員Ⅲ種土木試験の最近5年間程度の問題を元に出題分

野を徹底的に分析し、最近の試験傾向を踏まえ、ひとりで集中

特訓ができるように豊富な問題と丁寧な解説を付している。各

章の冒頭に「要点整理」をまとめ、「実戦問題」と「模擬テス

ト」を配置し、章末には詳しい解説と解答を収録している。

A5判 248頁 定価(2,200円+税)0604 978-4-274-20204-9

実戦突破土木系の就職試験

香坂文夫 著

国家Ⅲ種・土木試験問題を取り上げ、一問一問詳しく解説する

ことにより実戦力が身につくようにまとめたものである。各分

野ごとに体系化し合格レベルにまで引き上げ、かつⅠ、Ⅱ種受

験者の方へは基礎固めになるよう工夫された問題集形式の受験

参考書である。建設業界、土木業界への就職試験対策としても

役立つ。A5判 196頁 定価(2,500円+税)0510 978-4-274-20140-0
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資格試験

環境系

公害防止管理者試験 水質関係 速習テキスト

三好康彦 著

合格ラインを目指すために、重要項目をコンパクトにまとめた

参考書。各項目の冒頭に、チェックシートの形で実際の出題例

を掲載しているので、重要項目が過去にどのような形で出題さ

れたかが一目でわかる。さらに、「新・公害防止の技術と法規」

の内容構成に準拠してまとめたので、要点整理や「新・公害防

止の技術と法規」の参照をしやすくしている。A5判 340頁 定価(2,800円+税)1301 978-4-274-21326-7

公害防止管理者試験 本番形式模擬問題
―水質関係―

青山芳之 著

「公害防止管理者試験水質関係」対策用の模擬問題集。4回分の

模擬問題（1回75問）と類別の過去問題を掲載。模擬問題は1回

ごとに取外し可能で、本番の試験に近い形で模擬問題を解くこ

とができる。類別の過去問題は、実際に出題された問題を集め

た。また、類別に問題がまとめてあるので、苦手な分野の対策

を集中的に行うことができる。B5判 180頁 定価(2,400円+税)1006 978-4-274-20884-3

徹底分析

公害防止管理者試験 水質

三好康彦 著

出題内容を徹底的に研究し、読者対象を勘案して執筆。重要か

つ頻出される要点を可能な限り箇条書きにしてポイントを明確

にしてある。また、過去の出題例を選択肢ごとに示し、知識の

確認と試験レベルの確認が出来るようにした。章末に演習問題

として過去2年分の全問題を掲載。

A5判 380頁 定価(2,800円+税)0805 978-4-274-20551-4

公害防止管理者試験 水質関係攻略テキスト

青山芳之
畑 和子 共著

公害防止管理者試験は、平成18年度より試験制度が大きく変わ

った。本書は、本試験の出題内容をまとめた「新・公害防止の

技術と法規（水質編）」を徹底的に研究し、重要項目・必須項

目を明確に示し要点をまとめている。さらに、本文中に練習問

題、章末に演習問題を掲載し、学習内容の確認・定着ができ

る。A5判 360頁 定価(3,400円+税)0705 978-4-274-20409-8

公害防止管理者試験 水質問題完全解答

オーム社 編

平成18年度から科目の範囲と内容の見直しが行われ、新試験制

度のもとで実施されることとなった。本書は、見直しのポイン

トである「環境関連の知識」、「測定結果の評価知識」、「実務に

照らした必要な知識」などの新規出題内容について吟味し、出

題されるであろう予想問題を試験形式で掲載するとともに、過

去3年間の問題と解説・解答を収録。A5判 288頁 定価(2,800円+税)0606 978-4-274-50090-9

公害防止管理者試験 大気関係 速習テキスト

三好康彦 著

合格ラインを目指すために、重要項目をコンパクトにまとめた

参考書。各項目の冒頭に、チェックシートの形で実際の出題例

を掲載しているので、重要項目が過去にどのような形で出題さ

れたかが一目でわかる。さらに、「新・公害防止の技術と法規」

の内容構成に準拠してまとめたので、要点整理や「新・公害防

止の技術と法規」の参照をしやすくしている。A5判 392頁 定価(2,800円+税)1301 978-4-274-21327-4

公害防止管理者試験

大気関係 標準テキスト
青山芳之
畑 和子
新田武明 共著

本書の大きな特長は、試験の全範囲をコンパクトにまとめてあ

る点。重要項目・必須項目を明確に示し要点をまとめ、また、

各章末には、学習の進捗状況を確認する重要項目チェックシー

トを掲載した。練習問題・演習問題を要所に挿入し、学習内容

の確認・定着ができる構成となっている。なお、練習問題、演

習問題は、直近の5年間の問題から精選している。A5判 400頁 定価(3,500円+税)1106 978-4-274-21049-5

徹底分析

公害防止管理者試験 大気

三好康彦 著

重要かつ頻出される要点を可能な限り箇条書きにしてポイント

を明確にしてある。また、過去の出題例を選択肢ごとに示し、

知識の確認と試験レベルの確認が出来るようにした。章末に演

習問題として過去2年分の全問題を掲載してある。本国家試験

に初めて挑戦する方にもよくわかる受験対策書。

A5判 436頁 定価(3,400円+税)0806 978-4-274-20564-4

公害防止管理者試験 大気関係攻略テキスト
青山芳之
畑 和子
新田武明 共著

公害防止管理者試験は、平成18年度より試験制度が大きく変わっ
た。主な変更点は、従来の試験科目の再編、「公害総論」の新
設、試験科目別合格制度の導入等。本書は、本試験の出題内容
をまとめた「新・公害防止の技術と法規（大気編）」を徹底的に
研究し、重要項目・必須項目を明確に示し要点をまとめている。
さらに、本文中に練習問題、章末に演習問題を掲載し、学習内容
の確認・定着ができる。また、各章末には学習の進捗状況を確認
する重要項目チェックシートを掲載している。A5判 376頁 定価(3,400円+税)0706 978-4-274-20419-7
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公害防止管理者試験

ダイオキシン類 精選問題

三好康彦 著

公害防止管理者試験ダイオキシン類の受験対策問題集。目次

は、新試験制度が始まった平成18年度以降の7年分（平成

18〜24年）の過去問題を出題分野に沿って整理、分類。各選択

肢に対して、豊富な受験指導のある著者が要点を絞った詳しい

解説を行っているので、この1冊で傾向の把握と試験対策が行

える構成になっている。A5判 296頁 定価(3,500円+税)1302 978-4-274-21341-0

公害防止管理者試験

騒音・振動関係 標準テキスト

中野有朋
青山芳之 共著

公害防止管理者試験の出題内容を示した「新・公害防止の技術

と法規」に比べて全範囲をコンパクトに重要項目・必須項目を

まとめた参考書。さらに、適宜、練習問題を挿入し、学習内容

の確認・定着ができる構成となっている。なお、練習問題は、

新しい試験制度になった平成18年度以降の問題を中心に精選し

た。A5判 344頁 定価(3,500円+税)1206 978-4-274-21227-7

公害防止管理者試験 騒音・振動関係攻略テキスト

中野有朋
青山芳之 共著

公害防止管理者試験は、平成18年度より試験制度が大きく変わ

った。主な変更点は、騒音関係と振動関係の統合、従来の試験

科目の再編、「公害総論」の新設、試験科目別合格制度の導入

等。本書は、本試験の出題内容をまとめた「新・公害防止の技

術と法規（騒音・振動編）」を徹底的に研究し、重要項目・必

須項目を明確に示し要点をまとめている。A5判 372頁 定価(3,400円+税)0705 978-4-274-20408-1

環境計量士試験［濃度・共通］徹底攻略
平井昭司

石橋耀一

小熊幸一

久本泰秀

山根 兵 共著

環境計量士試験（濃度関係）の受験対策書。各章を解説部と例

題部から構成し、出題傾向をふまえて要点をわかりやすくまと

めている。過去問題から精選した例題により効率的な学習がで

きるようになっている。ポイントをしっかり理解しつつ、過去

問題から選りすぐった例題を繰り返して解くことで、試験合格

に向けて実践的な力を身につけることができる。A5判 416頁 定価(3,600円+税)1311 978-4-274-21461-5

環境計量士試験［濃度・共通］特選問題

三好康彦 著

計量士国家試験の中でも、最も受験者数の多い環境計量士（濃

度関係）の受験対策問題集。平成13〜19年までの7年分（一部

は平成10年までの10年分）の過去問題を、試験科目（出題分

野）ごとに分類・整理し、頻出・重要問題をピックアップして

解説している。

A5判 388頁 定価(3,800円+税)0710 978-4-274-20459-3

実力練成

環境計量士試験
濃度・共通

三好康彦 著

環境計量士試験は、重要事項が繰り返し出題されているので、

過去問題をしっかり丁寧に学習しておくことが、合格のための

効率的な学習法といえる。そこで、過去問題の選択肢を1 問1

問バラバラにして、出題内容に沿って再分類した。それらの選

択肢に対応する、わかりやすい解説を付け、読者が自然に試験

問題に慣れ、実力がつく構成になっている。A5判 272頁 定価(2,800円+税)0812 978-4-274-20648-1

環境計量士試験［濃度・共通］徹底研究
平井昭司
石橋耀一
久代 勝 他著

計量法に基づく国家資格、環境計量士の中でも受験者が増えつ

つある濃度関係部門の受験対策書。平成10年度以降の問題を分

析し、出題傾向を把握するとともに、頻出事項の概説、および

関連問題を例題として取り上げ、実践力を養う構成となってい

る。

A5判 328頁 定価(3,400円+税)0410 978-4-274-16712-6

環境計量士試験 騒音・振動関係 実戦テキスト

中野有朋 著

環境計量士試験 騒音・振動関係の受験対策書。過去問題を徹

底的に研究した著者が、重要項目・必須項目を明確に示し要点

をまとめた。騒音・振動関連は、学習範囲が広いが、重要ポイ

ントに絞って必要最小限の解説がまとめてあり、過去5年間で

基本的な知識がどのような形で出題され、またどのくらいの頻

度で出題されているかが、すぐにわかる構成になっている。A5判 322頁 定価(3,600円+税)1012 978-4-274-20967-3

環境・一般計量士試験 よく出る法規・管理

三好康彦 著

環境・一般計量士国家試験の中でも、すべての受験者に必須の

「計量関係法規」、「計量管理概論」について、本試験の特徴を

的確に把握し、要点を絞って解説し、記憶しておくべきポイン

トを明らかにしています。また、練習問題として、過去5年分

の問題を選りすぐって掲載した。

A5判 280頁 定価(2,500円+税)0611 978-4-274-20327-5

はじめての

気象予報士試験
新田 尚 監修

土屋 喬

岩下晴彦 共著

気象予報士試験は、幅広い方がたから注目を集めている資格試

験である。受験しようかと迷っている方、受験勉強を進めてい

る方にぜひとも読んでいただきたい1冊。

〔目次〕気象予報士の仕事／気象予報の種類としくみ／気象予

報に活かす気象の観測／地球と気象の基礎知識／さまざまな気

象現象の実際／天気予報の実際／他A5判 208頁 定価(1,700円+税)9805 978-4-274-16468-2
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気象予報士試験標準テキスト［学科編］

新田 尚 監修

気象予報士試験の出題範囲をすべて網羅し、受験対策のベース

になる書籍としてまとめてある。本試験に精通している執筆者

陣が、最近の出題傾向を分析して、試験に出題される箇所を丁

寧に解説した。今まで以上に実践力が問われるようになった、

新しい傾向にも対応した使いやすいスタンダードなテキスト。

B5判 422頁 定価(3,800円+税)0911 978-4-274-20775-4

気象予報士試験 標準テキスト[実技編]

新田 尚 監修

気象予報士試験の出題範囲をすべて網羅し、受験対策のベース

になる書籍としてまとめた。本試験に精通している執筆者陣

が、最近の出題傾向を分析して、試験に出題される箇所を丁寧

に解説した。今まで以上に実践力が問われるようになった、新

しい傾向にも対応した使いやすいスタンダードなテキスト。実

技試験編。B5判 464頁 定価(3,800円+税)0912 978-4-274-20798-3

気象予報士試験 速習テキスト［学科編］

新田 尚 監修

気象予報士試験 学科試験の出題傾向を分析し、頻出問題を中

心に、計算問題・選択問題の解き方をコンパクトに解説。試験

直前対策にも使える、試験のポイントをまとめた速習のための

テキスト。

A5判 352頁 定価(2,800円+税)0905 978-4-274-20712-9

気象予報士試験 速習テキスト［実技編］

新田 尚 監修

気象予報士試験実技問題の出題傾向を分析し、重要・頻出事項

（熱帯低気圧、台風、大雪など）における考え方（気象庁の気

象予報の手順）と記述式問題の解き方をコンパクトに解説。試

験直前対策にも使える、試験のポイントを一冊にまとめた速習

のためのテキスト。

A5判 320頁 定価(2,800円+税)0903 978-4-274-20682-5

入門

気象予報士試験
―よくわかる合格へのガイド―

新田 尚 監修
土屋 喬 他著

気象予報士試験は、年間の受験申込者数が10,000人を超えてい
る。そこで、本書は受験を検討している方や、初めてチャレン
ジする方などを主な読者対象として、まとめている。本試験の
簡単なガイダンスをはじめ、最新の出題傾向を十分に分析・研
究し基本的な要点を解説している。また、各章末に練習問題を
設け、受験者にとって、合格を目指す気になる受験対策書とし
て発行。A5判 246頁 定価(2,400円+税)0610 978-4-274-20307-7

気象予報士試験ポイント攻略問題集

長谷川 司 著

年間の受験申込者数が10,000人を超え、さらに増加している。

本試験の特徴は、試験範囲が気象分野全般にわたり非常に広

く、また出題内容は気象関連の知識を深く問う点にある。そこ

で本書は、既往問題を分析し、頻出・重要事項を抽出して、学

習ポイントを明確にした問題集としてまとめた。

A5判 242頁 定価(2,500円+税)0504 978-4-274-20066-3
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資格試験

化学系
ポイントチェックで最速合格！

乙4類危険物試験

飯島晃良 著

乙4類危険物試験のテキスト＋問題集融合型の受験対策書。単

なる暗記ではなく、「理解すれば忘れない」を基本コンセプト

にして、覚える工夫を随所に満載。とくに「攻略のポイント」

や「こう覚えよう！」で学習すべき事項を整理できます。ま

た、各節末の「理解度確認スピードテスト」でそのつど、学ん

だ知識の定着を図ることができる。A5判 240頁 定価(1,400円+税)1611 978-4-274-21973-3

過去問パターン分析！

乙4類危険物試験 解法ガイド

鈴木幸男 著

乙4類危険物試験の最新問題の傾向分析結果を各問題別に掲載。

「問題の出題率」「出題パターンの分析結果にもとづく合格のポ

イント」「出題頻度の高い再現問題」「解法パターン＆コツ」の

4項目で構成。30年以上に及ぶ講師経験と、緻密な問題分析に

よる『簡便法』という解答手法なども豊富に掲載し、合格のた

めのエッセンスを一冊に凝縮。A5判 272頁 定価(1,500円+税)1606 978-4-274-21912-2

はじめての

乙4類危険物試験

土山幸夫 著

危険物試験の中でも受験者が多い乙4類試験は比較的取得しや

すいことやガソリンスタンドなどに代表される根強い需要に支

えられ、工業高校生から中高年者まで幅広い受験者層を持つ資

格試験。物理や科学の基礎的な知識から危険物関連法令の基礎

知識までを短期間で効果的に学べ、豊富なイラストで楽しみな

がら試験合格の実力が身につく受験書。A5判 192頁 定価(1,300円+税)9708 978-4-274-16418-7

鈴木先生のパーフェクト講義

乙4類危険物試験

鈴木幸男 著

読者評価No.1の鈴木幸男先生の乙4類危険物試験対策書最新刊。

最新の出題問題を完璧に分析した出題傾向のデータをもとに、

合格するために必要な知識、問題を掲載している。よりわかり

やすく、丁寧な解説とポイントを示すことで、さらにパワーア

ップした内容構成となっている。本書1冊で受験対策は万全！

A5判 312頁 定価(1,400円+税)1410 978-4-274-21651-0

ホントによく出る

乙4類危険物試験 問題集

鈴木幸男 著

書名のとおり！ 本当に出題される問題だけ厳選した画期的問

題集！著者の25年以上にわたる受験指導の経験と、多数かつ最

新の出題傾向分析によって、完璧な再現問題で構成された画期

的な乙4類危険物試験対策用の問題集。基本レッスンから実力

テストへのステップをこなすことで、最短時間で確実に合格に

近づくことのできる内容構成になっている。A5判 276頁 定価(1,400円+税)1202 978-4-274-21166-9

危険物乙4類試験 実戦問題

オーム社 編

「危険物乙4類試験」に対応した問題集。試験において出題頻度

の高い問題を掲載し、質の高い問題をより多くこなすことによ

って学習効果の高い実戦的な内容とした。各章冒頭には「よく

出題されるポイント」、各問題には「チェック」「覚えよう！」

など、どう学習すればよいか指針を示すことで、より効率的に

学習できるよう工夫している。A5判 210頁 定価(1,400円+税)1008 978-4-274-20909-3

乙4類危険物試験精選問題集

鈴木幸男 著

乙4類危険物試験は、新問題や難易度の高い問題などが増加傾

向にあり、最新の出題傾向をふまえた学習が必要になってきて

いる。本書は、実際の本試験と同じ35問の節で構成し、それぞ

れ出題頻度の高い問題を重点的に掲載し解説。この一冊を学習

すれば、効率的に合格のための実力を養成することができる。

A5判 260頁 定価(1,400円+税)0911 978-4-274-20796-9

みるみるわかる

乙4類危険物試験

土山幸夫 著

乙種第4類危険物取扱者試験に対応したテキスト系の受験対策

書。本書は出題範囲を52テーマに分け、各テーマを2頁から4頁

の読切りスタイルでわかりやすく解説し、親しみやすいイラス

トによって基本をしっかりマスターすることができる。

A5判 200頁 定価(1,400円+税)0710 978-4-274-20457-9

マンガでわかる

危険物乙4類試験
（第2版）

三宅正志 監修

望月あきら 作画

ウェルテ 制作

マンガによる初めての危険物乙種第4類試験参考書の改訂版と

して、実践レベルの模擬試験問題を増補して発行するもの。ガ

ソリンスタンドの給油担当者などに必要な当試験の要点を、マ

ンガは「サインはV」で有名な望月あきら氏、監修は危険物関

連で多数の著書がある技術士の三宅正志先生が担当し、マンガ

と解説でわかりやすく説明している。A5判 320頁 定価(1,400円+税)0702 978-4-274-06678-8
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乙4類危険物試験 的中問題集

鈴木幸男 著

著者の20年以上にわたる受験指導の経験と、多数かつ最新の再

現問題回による完璧な出題傾向分析に基づいた危険物乙4類試

験の受験問題集。実戦的な問題演習により、最短時間で合格に

必要な知識が効率的に身につくようわかりやすくまとめてい

る。

A5判 264頁 定価(1,400円+税)0602 978-4-274-20193-6

一発合格！

危険物乙4類試験

オーム社 編

年間約35万人を数える危険物乙4類試験の対策書。受験科目ご

とに章をわけ、各々の章をさらに細分化し、各項目ごとに重要

ポイントと問題を掲げている。最終章には模擬問題を付け、ま

た問題部分では側注にヒントを付している（模擬問題を除く）

のでわかりやすい。

A5判 256頁 定価(1,400円+税)0204 978-4-274-16616-7

乙種全類危険物試験 完全攻略

安達勝之 著

乙種危険物の全類に対応したテキストと問題集融合型の書籍。

はじめて乙種の危険物試験を受験する初学者を対象に、重要問

題の演習と、重点事項の整理、合格ポイントなどを見開き2ペ

ージでやさしく、わかりやすくまとめており、短期間で合格へ

の実力が身につく内容となっている。重要事項のみをコンパク

トにまとめているので、効率的な学習ができる。A5判 210頁 定価(1,900円+税)0704 978-4-274-20397-8

合格一直線！

乙種全類危険物試験

安達勝之 著

乙種危険物の全類に対応した受験対策書として、はじめて受験

しようとする初学者を対象に重要問題の演習と、重点事項の整

理、合格ポイントなどをまとめており、短期間で合格への実力

が身につく内容となっている。

〔目次〕基礎的な物理学と化学／危険物の性質と火災予防・消

火の方法／危険物に関する法令A5判 212頁 定価(1,800円+税)0007 978-4-274-16550-4

甲種危険物試験完全対策

三宅正志 著

これ一冊で合格するための受験対策書。暗記したり、理解して

おく必要のある内容が広範囲にわたる甲種危険物に対して、試

験科目ごとに見開き2ページでポイントと重要例題・類題をま

とめ、理解しやすい一冊。

〔目次〕危険物に関する法令／物理学及化学／危険物の性質並

びにその火災予防及び消火の方法／他A5判 260頁 定価(2,300円+税)9808 978-4-274-16475-0

これが出る！

甲種危険物試験スピード仕上げ必勝問題集

株式会社ユニバース・リサーチ 齊藤 恵 著

甲種危険物試験を忠実に再現した本番形式（1回45問）の問題

を5回分掲載している問題集。本試験は過去問題が公表されて

いないが、本書では著者が長年独自に蓄積した試験問題データ

ベースをもとに、試験に出やすいところや重要問題を中心に再

現している。また、初学者にもわかりやすいように、解答解説

には選択肢ごとに「○、×」を付した。A5判 216頁 定価(1,900円+税)1304 978-4-274-21378-6

基礎から理解！

甲種危険物試験

オーム社 編

平成20年度より受験資格が変わり、乙種危険物(6種類)のうち、

4種類を合格すれば甲種危険物の受験資格が得られるようにな

り、高校生や専門学校が受験可能となった。本書では、こうし

た新しい受験者層に向け、基礎知識をしっかりと理解できるこ

とを目指したテキストと問題集の融合型の受験対策書。

A5判 272頁 定価(2,300円+税)0910 978-4-274-20751-8

甲種危険物試験徹底研究

三宅正志 著

年間20,000人が受験する甲種危険物取扱者試験の受験対策書。

最重要テーマの解説と例題を見開き2頁で簡潔にまとめ、巻末

には模擬試験を掲載し、忙しい読者のための必携書。最新の法

令と出題傾向・出題例を踏まえており、実践的な学習ができ

る。

A5判 268頁 定価(2,400円+税)0508 978-4-274-20111-0

高圧ガス製造保安責任者試験丙種化学（特別） 攻略問題集

三好康彦 著

高圧ガス製造保安責任者試験 丙種化学（特別）の攻略問題

集。最新2015年から過去6年分の試験問題を、出題分野に沿っ

て整理・分類し、重要度と頻出箇所がすぐにわかるようになっ

ている。各選択肢に詳しい解説を掲載しているので、一冊で試

験傾向の把握と対策が可能。

A5判 300頁 定価(3,000円+税)1605 978-4-274-21886-6

高圧ガス製造保安責任者試験丙種化学（液石） 攻略問題集

三好康彦 著

本書は、高圧ガス製造保安責任者試験 丙種（液石）の攻略問

題集です。最新2015年から過去5年分の試験問題を、出題分野

に沿って整理・分類し、重要度と頻出箇所がすぐに理解できる

ように構成。各選択肢に詳しい解説を掲載しているので、この

一冊で試験傾向の把握と対策が可能。

A5判 272頁 定価(2,800円+税)1603 978-4-274-21859-0
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高圧ガス販売主任者試験第二種販売 攻略問題集

三好康彦 著

本書は、高圧ガス販売主任者試験 第二種販売の攻略問題集。

最新2015年から過去5年分の試験問題を、出題分野に沿って整

理・分類し、重要度と頻出箇所がすぐにわかるようになってい

る。各選択肢に詳しい解説を掲載しているので、この一冊で試

験傾向の把握と対策が可能。

A5判 212頁 定価(2,400円+税)1603 978-4-274-21869-9

高圧ガス製造保安責任者試験乙種機械 攻略問題集

三好康彦 著

高圧ガス製造保安責任者試験 乙種機械の攻略問題集。過去5

年分の試験問題を、出題分野に沿って整理・分類し、重要度と

頻出箇所がすぐにわかるように構成。各選択肢に詳しい解説を

掲載しているので、一冊で試験傾向の把握と対策を行うことが

可能。

A5判 308頁 定価(2,800円+税)1602 978-4-274-21857-6

丙種ガス主任技術者試験 精選問題集

三好康彦 著

丙種ガス主任技術者試験の受験対策問題集。基礎とガス技術は

選択式のため、試験の傾向を把握しておくことで、効率的な試

験対策が可能になる。本書は、平成19〜23年の5年分の過去問

題を、出題分野に沿って整理・分類した。各選択肢には詳しい

解説、論述問題には解答例をつけ、1冊で試験の傾向の把握と

対策が行える構成になっている。A5判 256頁 定価(2,600円+税)1206 978-4-274-21228-4

やさしく学ぶ

毒物劇物取扱者試験 合格テキスト

阿部正男 著

本書は、「毒物劇物取扱者試験」のテキスト＋問題集形式の受

験対策書。テキスト解説では、ポイントとなる事項（「○○の

数値は覚えておくこと」や「○○と□□の違いは重要」）とい

った事項を吹き出しとして入れ、学習しやすい構成とした。ま

た、正誤問題では、間違っている部分を解説するなど、やさし

く丁寧に解説。A5判 256頁 定価(2,200円+税)1711 978-4-274-22104-0

毒物劇物取扱者試験 合格問題集

三好康彦 著

毒物劇物取扱者試験の問題集。この試験は、基本的な内容が毎

年繰り返し出題されるので、過去問題を解き、理解することが

合格への近道。受験者の多い関東、近畿、九州地区で出題され

た直近の過去問題を分析し、分野別に分類した。巻頭に掲載し

た「試験に出る化学物質一覧表」は今までに出題された化学物

質の特徴一覧で、効率よく勉強できる。A5判 292頁 定価(2,200円+税)1406 978-4-274-21574-2

毒物劇物取扱者試験徹底攻略
テキスト＆問題集

阿部正男 著

理論（解説）と実践（問題）をこの一冊で網羅！！ 本書は毒

物劇物取扱者試験合格を目指す方への、テキスト＆問題集形式

の受験対策書。ポイントを押さえた解説とその理解を深める問

題演習で、知識の定着をはかる。また、節ごとに配した重要ポ

イントコーナーで要点をスッキリ整理できる。

A5判 224頁 定価(2,500円+税)1206 978-4-274-21222-2

毒物劇物取扱者試験精選問題

阿部正男 著

毒物劇物取扱者試験の対策書。過去問題を綿密に分析し、頻出

事項についてポイントを簡潔にまとめている。また、節ごとに

1問1頁のスタイルで練習問題を豊富に盛り込み、問題を解きな

がら効果的な学習ができるよう工夫している。

A5判 240頁 定価(2,500円+税)0609 978-4-274-20296-4

これだけマスター

エックス線作業主任者試験

加藤 潔 著

エックス線作業主任者試験の受験対策書。本試験は難関で、受

験者も多忙のなか学習している比率が高い。そこで、頻出事項

と基礎事項のみで項目建てを行った。項目ごとに出題頻度の高

い問題を掲載し、実力の確認ができる。テキスト+問題集融合

型の書籍。効率的に学習を進めたい受験者に最適の一冊。

A5判 256頁 定価(2,600円+税)1503 978-4-274-21720-3

エックス線作業主任者試験 徹底研究
（改訂2版）

平井昭司・佐藤 宏

上島久正・鈴木章悟

持木幸一 共著

エックス線作業主任者試験の試験対策書。重要ポイント→ポイ

ントの解説→例題＋解説という出題される知識の把握と問題演

習ができる構成。改訂にあたって、掲載される問題を刷新し、

最新の出題傾向に対応。効率的に学習したい人に最適の書籍。

A5判 256頁 定価(2,800円+税)1409 978-4-274-21638-1

やさしく学ぶ

エックス線作業主任者試験

加藤 潔 編

エックス線作業主任者試験に関する受験対策書は、関係図書が

少なく受験者にとって勉強する手だてがほとんどないのが現状

である。本書は、法改正や最新の試験問題を分析し、これまで

の出題のなかから重要な事項を厳選して解説。各章末には豊富

な問題演習を掲載し、合格するための実践力を養成することが

できる。A5判 224頁 定価(2,600円+税)0909 978-4-274-20752-5
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第1種放射線取扱主任者試験 徹底研究
（改訂2版）

平井昭司・佐藤 宏

上島久正・鈴木章悟

松本哲男 他共著

第1種放射線取扱主任者試験対策書籍。出題科目ごとのキーワ

ードを節タイトルとしているので、出題されるポイントがわか

るようになっている。節ごとに、ポイント解説と出題頻度の高

い問題を掲載しているので知識の確認と問題演習ができる構

成。総合的に学習できる一冊。

A5判 408頁 定価(3,400円+税)1504 978-4-274-21717-3

第1種放射線取扱主任者試験 精選問題集

三好康彦 著

第1種放射線取扱主任者試験の精選問題集。第1種放射線取扱主

任者試験は試験傾向の把握や苦手分野の補強が重要になる。本

書は、過去5年分の重要頻出問題を出題分野別に分類、出題傾

向の把握と、苦手とする分野の把握・補強を同時に行うことが

できる。各選択肢に詳しい解説をつけているため、一冊で試験

傾向の把握と対策を行うことができる。A5判 526頁 定価(3,800円+税)1212 978-4-274-21313-7

第2種放射線取扱主任者試験 精選問題集

三好康彦 著

第2種放射線取扱主任者試験の問題集。過去5年分の問題を出題

分野別に分類・整理しているので、難易度の高い本試験で重要

な出題傾向の把握と、自分が苦手とする分野の把握、そしてそ

れらを解くことによる苦手分野の克服を同時に行うことができ

る。各選択肢には詳しい解説をつけた。

A5判 280頁 定価(3,200円+税)1403 978-4-274-21520-9
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資格試験

医療系
最短合格！

アフロ先生と解く登録販売者合格問題集

岩堀禎廣 著

登録販売者試験は各都道府県単位で行われることから、合格

率、出題内容にもばらつきがあるが、本書では各地区での出題

問題を精査分類し、傾向を踏まえ頻出する問題を掲載。一問一

答式の「ウソ・ホント」で出題される選択肢を確認してから、

例題→予想問題を並べ、問題を解く力が身につく構成とした。

A5判 448頁 定価(2,400円+税)1608 978-4-274-21893-4

最短合格！

アフロ先生と学ぶ登録販売者合格テキスト
（改訂2版）

岩堀禎廣 著

受験勉強のまとまった時間がとれない受験者に最適のテキス

ト。難関の登録販売者試験に最短の学習で突破するために必要

な要素を一冊に凝縮。問題の精査により出題率の高い項目を中

心にポイントを絞ってわかりやすく解説。2014年11月に改訂さ

れた『登録販売者に係る「試験問題の作成に関する手引き」』

に準拠。A5判 400頁 定価(2,200円+税)1511 978-4-274-21825-5

登録販売者のための実務ポケットブック

森下宗夫
佐藤光利 共著

薬事法の改正により、2009年夏から一般用医薬品の販売制度が

大きく変わった。本書は、登録販売者の方のために、医薬品の

基礎知識はもちろん、販売制度から売り場づくりなどの実務面

まで、登録販売者が必ずおさえておきたい知識を、わかりやす

くコンパクトな構成にまとめ、いつでも手軽に参照できるよう

工夫したポケットブックである。A5判 264頁 定価(2,300円+税)0909 978-4-274-20763-1

やさしく学ぶ

登録販売者試験

森下宗夫 編

重要ポイントをコンパクトにまとめ、テーマごとに試験に頻出

する項目にポイントを絞った解説と、代表的な問題の演習を行

うことによって、これから試験勉強をはじめる方にも効率的に

学習に取り組めるよう工夫されている。また、各節とも見開き

ページユニットにより、読み進めやすくわかりやすい構成とな

っている。A5判 328頁 定価(2,300円+税)0906 978-4-274-20726-6

登録販売者受験問題集
―一般用医薬品販売のスペシャリスト―（改訂2版）

森下宗夫

佐藤光利

米山乃逢子

富樫繁夫 共著

豊富な問題演習を通して、人体の基礎知識、各種医薬品とその

作用、関係法令等について、必要な知識を身につけることがで

きる。姉妹編の「登録販売者受験テキスト」と併せて活用する

ことで、新しい試験に対応した実力を短期間で養える。

A5判 208頁 定価(1,800円+税)0804 978-4-274-20556-9

登録販売者受験テキスト
―一般用医薬品販売のスペシャリスト―

森下宗夫

佐藤光利

米山乃逢子

富樫繁夫 共著

薬事法の改正に伴い新たに始まる、登録販売者試験に対応した

テキスト。本書は、試験突破に必要な知識を、ポイントをおさ

えながら効率よく整理している。独学はもちろん、研修等にも

利用できるよう基礎から丁寧にまとめた。

A5判 304頁 定価(2,200円+税)0801 978-4-274-20497-5

医師事務作業補助者 演習問題集
（改訂2版）

伊藤典子 編著

2016年4月の診療報酬の改定を受け、内容を一部刷新し新たに

発行。医師事務作業補助者試験において出題される基本的な事

項をピックアップ、学科・実技の問題に対応した問題集。

B5判 184頁 定価(2,500円+税)1703 978-4-274-22040-1

ステップアップ

医師事務作業補助者学習テキスト
（改訂2版）

伊藤典子 編著

実務をこなしていくうえで受験勉強で培った知識では対応でき

なことが多い医師事務作業補助者のための参考書。2016年4月

の診療報酬の改定を受け、内容を一部刷新し新たに改訂2版と

して発行。

B5判 264頁 定価(3,000円+税)1610 978-4-274-21953-5

診療放射線技師国家試験本番形式模擬問題
午前編

診療放射線技師国家試験研究会 編

パート Ⅰでは、 5回分の模擬問題（および解答・解説）を掲
載している。1回ごとに取り外し可能なので、本番の試験に近
い形で模擬問題を解くことができ、学期末試験や卒業試験対策
にも活用できる。パート Ⅱでは類別問題を集め、効率的に試
験対策ができるようにまとめた。解答用紙にはミシン目を入れ
て切り離し式になっており、今までにない実戦的な受験対策
書。B5判 212頁 定価(3,400円+税)0911 978-4-274-20803-4
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診療放射線技師国家試験本番形式模擬問題
午後編

診療放射線技師国家試験研究会 編

パート Ⅰでは、 5回分の模擬問題（および解答・解説）を掲
載している。1回ごとに取り外し可能なので、本番の試験に近
い形で模擬問題を解くことができ、学期末試験や卒業試験対策
にも活用できる。パート Ⅱでは類別問題を集め、効率的に試
験対策ができるようにまとめた。解答用紙にはミシン目を入れ
て切り離し式になっており、今までにない実戦的な受験対策
書。B5判 204頁 定価(3,400円+税)0911 978-4-274-20804-1

MR認定試験対策 要点整理
疾病と治療（基礎・臨床）

下川 徹 著

製薬会社のMR（医薬品メーカの医薬情報担当者）として入社

された方の認定試験対策書。対応科目は、疾病と治療（基礎・

臨床）。1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よ

く理解できるようになっている。また、ポイント集や予想問題

から傾向と対策がひと目でわかるようになっているので、直前

対策としても活用可能。A5判 508頁 定価(3,900円+税)1509 978-4-274-21774-6

MR認定試験対策 要点整理
医薬品情報と医薬概論

下川 徹 著

製薬会社のMR（医薬品メーカの医薬情報担当者）として入社

された方の認定試験対策書。対応科目は、医薬品情報と医薬概

論。1テーマごとのわかりやすい図と丁寧な解説で、効率よく

理解できるようになっている。また、ポイント集や予想問題か

ら傾向と対策がひと目でわかるようになっているので、直前対

策としても活用できる。A5判 350頁 定価(3,700円+税)1508 978-4-274-21773-9
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資格試験

その他工学系

技術士第二次試験 建設部門 答案作成のテクニック
―5つの手順で書いてみよう―

森谷 仁 著

技術士第二次試験いおいて、答案用紙に書くまでの流れを5つ

のステップで示した「5つの手順」をベースに解説。「5つの手

順」の肝となるのが、本書で紹介する要点法（要点とその説明

を考える）。この手順をマスターすれば、試験官に解答が明確

に伝わる答案（わかりやすい答案）を書くことが可能。

A5判 208頁 定価(2,200円+税)1703 978-4-274-22044-9

技術士第二次試験択一式問題建設部門受験対策完全ノート

JES日本技術サービス 編

技術士試験各部門のなかで最も受験者の多い建設部門について

問題と解説・解答を掲載。出題キーワード一覧を付しているの

で、頻出する事項がひとめで理解でき、そこから効率よく進め

るための学習法を記載している。

A5判 156頁 定価(2,800円+税)1610 978-4-274-21945-0

技術士第一次試験基礎・適性科目 完全制覇
（改訂2版）

オーム社 編

技術士第一次試験は、平成25年度の試験から共通科目が廃止さ

れ受験制限がなくなったことで、希望するすべての人が受験で

きるようになった。本書は、基礎・適性科目に特化し、一部変

更された基礎科目に完全対応した問題集で、過去問題の傾向を

分析してキーワードを抽出し、これをもとに学習のポイントと

予想問題を作成した受験者必読の問題書。A5判 344頁 定価(2,800円+税)1306 978-4-274-50459-4

技術士第一次試験電気電子部門 完全制覇
（改訂2版）

樋口和彦
村上啓一
古賀勇次 共著

技術士第一次試験電気電子部門の試験では広範な知識を問う問

題が出題され、最新知識の習得と計算能力の向上が必要とされ

る。本書は、新試験制度に完全対応し、電気電子部門の既往問

題を徹底的に分析・精査して、出題頻度の高いキーワードを中

心に解説した「学習のポイント」や「精選問題と解説」を収録

している。A5判 368頁 定価(3,200円+税)1402 978-4-274-50485-3

技術士第二次試験の論理的攻略法
―論文の書き方・文章のまとめ方―（改訂3版）

青山芳之 著

技術士第二次試験は、文章力が求められるが、学ぶ機会は多く

ない。そこで、技術士第二次試験受験者を対象に、文章を記述

する際の基本的な部分から、起承転結のあるメリハリが利いた

論文のまとめ方までを解説している。練習問題を多数盛り込

み、さまざまなパターンの文章（論文）を繰り返し書くこと

で、技術士合格レベルの論文記述力を目指している。A5判 272頁 定価(2,500円+税)1501 978-4-274-21699-2

はじめの一歩

技術士第二次試験
―受験対策 基礎の基礎―

JES日本技術サービス 編

技術士試験受験にあたって、試験内容から求められる能力を読

み解き、受験準備の進め方や勉強方法を丁寧に解説。受験申込

書とともに提出する「業務経歴票」のまとめ方から試験が始ま

っていることから試験本番まで、いかに求められている論文が

書けるようになるか、また口頭試験をどのように乗り越えるか

を懇切丁寧に解説。A5判 262頁 定価(2,500円+税)1412 978-4-274-21671-8

技術士第二次試験 建設部門 完全突破

森谷 仁
水村俊幸 共著

技術士二次試験建設部門の受験参考書。平成25年度以降の試験

制度の大幅な改正に完全対応。過去問題を詳細に分析し解説し

ている。技術士試験の特徴を考慮し、章ごと（試験形式ごと）

に工夫した内容構成。たとえば、技術論文の章では、論文の書

き方のプロセスを細かくわけ、丁寧に解説。勉強方法や受験テ

クニックについても丁寧に解説している。A5判 280頁 定価(2,600円+税)1403 978-4-274-21514-8

技術士第二次試験総合技術監理部門必須科目の攻略

オーム社 編

技術士第二次試験総合技術監理部門の筆記試験のうち必須科目

に的を絞った精選問題集。平成25年度の試験を盛り込み、試験

の改正に完全対応している。総合技術監理部門の技術体系と五

つの管理分野の解説をはじめ、択一式と記述式の精選問題を豊

富に収録し、解答例も充実。改正後の業務経歴票の書き方から

口頭試験のポイントまで丁寧に解説している。A5判 338頁 定価(3,200円+税)1311 978-4-274-50478-5

わかる！うかる！

運行管理者試験［貨物対応］合格講座

オーム社 編

本書は、難解な法令の表記をイメージしやすいように平易な表

現にすることで、法令の「意味」を理解できるようにしていま

す。また、選択肢から正解を導くテクニックや暗記すべき事項

なども盛り込んでいますので、一冊で合格に必要な力が身につ

きます。

A5判 370頁 定価(2,100円+税)1609 978-4-274-21942-9
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重要ポイント解説！テキストと過去問で学ぶ

数学検定3級

公益財団法人日本数学検定協会 監修
富永順一 著

数学検定試験3級の出る順（出題頻度順）で解説したテキスト

に、過去問題（5回分）を掲載した「参考書＋問題集」型の書

籍。過去問題は、日本数学検定協会より支給された5年分を活

用。

A5判 280頁 定価(2,000円+税)1710 978-4-274-22013-5

重要ポイント解説！テキストと過去問で学ぶ

数学検定4級

公益財団法人日本数学検定協会 監修
富永順一 著

数学検定試験4級の出る順（出題頻度順）で解説したテキスト

に、過去問題（5回分）を掲載した「参考書＋問題集」型の書

籍。過去問題は、日本数学検定協会より支給された5年分を使

用。

A5判 248頁 定価(2,000円+税)1709 978-4-274-22014-2
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資格試験

ビジネス系

第二種衛生管理者試験 完全対策問題集

三好康彦 著

第二種衛生管理者試験の受験対策問題集。第Ⅰ編に直近4回分

の試験問題を掲載。第Ⅱ編では直近8回分の試験問題を出題年

順に掲載。巻末に掲載した2回分の的中予想模試（第Ⅲ編）で

は、出題が予想される問題をまとめてあるので、実力チェック

とともに、効率的な受験対策ができる。1冊で試験の傾向の把

握と対策が行える構成になっている。A5判 336頁 定価(1,400円+税)1305 978-4-274-21392-2

わかるわかる！

第二種衛生管理者試験

大江秀人 著

衛生管理者試験の出題傾向を分析し、重要ポイントを体系的に

再構成した参考書。豊富な関連知識にはわかりやすいワンポイ

ントアドバイスを施した。また、多くの試験問題からカギを握

る重要文を整理しているので、試験問題に現れる多くの文章に

なじむことができる。合格に必要な知識を、単なる暗記ではな

く、内容を理解して身に付けられる。A5判 240頁 定価(2,000円+税)1110 978-4-274-21099-0

図解

第二種衛生管理者過去問題完全攻略

大江秀人 著

第二種衛生管理者試験の受験対策書。試験分野ごとに、問題の

正解を得るための知識を整理するとともに、問題を解くことで

効率的に合格に必要十分な知識を身につけられる問題集。要点

解説は、図解により視覚的にも覚えられるよう工夫している。

また、出題されることが多い数値や用語などを、一覧できるよ

うに整理した。A5判 218頁 定価(2,000円+税)0807 978-4-274-20573-6

第一種衛生管理者試験 完全対策問題集

三好康彦 著

第一種衛生管理者試験の受験対策問題集。第Ⅰ編に直近4回分

の試験問題を掲載。第Ⅱ編では直近8回分の試験問題を出題年

順に掲載。巻末に掲載した2回分の的中予想模試（第Ⅲ編）で

は、出題が予想される問題をまとめてあるので、実力チェック

とともに、効率的な受験対策ができる。1冊で試験の傾向の把

握と対策が行える構成になっている。A5判 508頁 定価(1,800円+税)1305 978-4-274-21391-5

わかるわかる！

第一種衛生管理者試験

大江秀人 著

第一種衛生管理者試験の最新出題傾向を徹底的に分析し、広範

な試験領域を網羅しつつ重要ポイントを体系的に再構成。豊富

な関連知識にはわかりやすいワンポイントアドバイスを施して

いる。数多くの試験問題から重要文を整理しているので、試験

に出る多くの文章になじむことができる。問題を解きながら、

合格に必要な知識を身に付けることができる。A5判 428頁 定価(2,300円+税)1303 978-4-274-21347-2

第一種衛生管理者完全マスター

オーム社 編

本書は、第一種衛生管理者試験の出題範囲全体にわたり、試験

合格に必要な知識をコンパクトに収録する受験参考書。解説と

問題演習をバランス良く配置している。最新出題傾向と過去問

題の分析結果に基づく重要ポイントの簡明な解説と、重要ポイ

ント復習問題、さらに実戦練習問題を収録し、最小コストで合

格を勝ち取ることができる点を第一の狙いとした。A5判 324頁 定価(2,300円+税)1003 978-4-274-20852-2

図解

第一種衛生管理者過去問題完全攻略

大江秀人 著

試験分野ごとに、問題の正解を得るための知識を整理するとと

もに、問題を解くことで効率的に合格に必要十分な知識を身に

つけられる問題集。要点解説は、図解により視覚的にも覚えら

れるよう工夫している。また、出題されることが多い数値や用

語などを、一覧できるように整理した。

A5判 376頁 定価(2,300円+税)0805 978-4-274-20546-0

やさしく学ぶ

2級販売士検定
（改訂2版）

ヒューマン・マーケティング研究会 編

2級販売士の試験は東京商工会議所が発行するハンドブックか

ら出題（約80％）される。2014年4月に同ハンドブックが改訂

されたため、内容を刷新して発行するもの。ハンドブックにお

いて重要とされる項目を網羅し、用語、法令、重要データ等に

ついて、試験に受かるための知識を体系的にまとめている。

A5判 274頁 定価(2,000円+税)1411 978-4-274-21658-9

らくらく解ける

2級販売士検定重要問題集

ヒューマン・マーケティング研究会 編

2級販売士検定の受験対策に向けた問題集。近年の出題傾向に

基づいた練習問題と、それに対する解答を簡潔にわかりやすく

解説し、さらにテーマごとに「重要ポイント」「用語解説」を

掲載することにより、単なる問題集ではなく、問題を解きなが

ら体系的に知識を整理できるようになっている。「やさしく学

ぶ2級販売士検定」と一緒に使用すると学習効果が高まる。A5判 264頁 定価(2,000円+税)1105 978-4-274-21034-1
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やさしく学ぶ

3級販売士検定
（改訂2版）

ヒューマン・マーケティング研究会 編

3級販売士検定は2012年7月より新試験制度に改定された。本書

は好評の「やさしく学ぶ3級販売士検定」を新試験制度に対応

させ、内容の見直しや練習問題の入替えを行った。これまでど

おり、たのしいイラストや分かりやすい解説は健在。

〔目次〕小売業の類型／マーチャンダイジング／ストアオペレ

ーション／マーケティング／販売・経営管理A5判 234頁 定価(1,700円+税)1210 978-4-274-21270-3

らくらく解ける

3級販売士検定 重要問題集

ヒューマン・マーケティング研究会 編

3級販売士検定の受験対策に向けた問題集。近年の出題傾向に

基づいた練習問題と、それに対する解答を簡潔にわかりやすく

解説した。さらにテーマごとに「重要ポイント」・「用語解説」

を掲載することにより、単なる問題集ではなく、問題を解きな

がら体系的に知識を整理できる。

A5判 236頁 定価(1,800円+税)1011 978-4-274-20946-8

マンガでわかる

QC検定 3級
内田 治 監修

蜜谷子ぐり 作画

ウェルテ 制作

一般財団法人日本規格協会主催の品質管理（QC）検定3級受験

者のためのマンガ版受験参考書。はじめてQC検定を受ける人

のためにQCの理論や統計学（基本統計）をマンガと解説でわ

かりやすく説明。出題のポイントや重要事項がマンガを読み進

めながら理解できる構成。

A5判 240頁 定価(2,300円+税)1602 978-4-274-21852-1

QC検定3級 合格ポイント解説

山下正志
森 富美夫 共著

品質管理（QC）検定3級の受験対策書。QC検定3級では、QC

的問題解決法やQC七つ道具を理解し、品質管理の実践におい

てこれらをどのように活用するかが問われる。本書は出題範囲

の全ての分野をカバー。充実した解説とともに、演習問題を多

く配置し、問題を解きながら理解が深まるように、丁寧に演習

問題を解答解説している。A5判 256頁 定価(2,100円+税)1311 978-4-274-50476-1

QC検定2級 合格ポイント解説
山下正志
塚田光平

森 富美夫 共著

品質管理（QC）検定2級を目指す人のための受験対策書。QC

検定2級では、3級で得たQC7つ道具の知識をどのように活用す

るかが問われる。本書は出題範囲の全てをカバーするととも

に、QC7つ道具の活用法に関する演習問題を充実させ、丁寧に

解説する。また、理解を助けるQ&A、重要単語マーキング、

応用事例など適宜挿入している。A5判 224頁 定価(2,500円+税)1209 978-4-274-50393-1

マンガでわかる

秘書検定2級完全攻略

トレンド・プロ 著

マンガの導入部と豊富なイラストを含む解説で構成する秘書技

能検定試験（秘書検定）2級の完全対策書。じっくり勉強して

試験に臨みたい、この本1冊（またはこの本を中心）で合格し

たいという人向けの書籍である。

A5判 288頁 定価(1,500円+税)0412 978-4-274-06586-6

マンガでわかる

秘書検定3級完全攻略

トレンド・プロ 著

マンガの導入部と豊富なイラストを含む解説で構成する秘書技

能検定試験（秘書検定）3級の完全対策書。じっくり勉強して

試験に臨みたい、この本1冊（またはこの本を中心）で合格し

たいという人向けの書籍である。

A5判 272頁 定価(1,500円+税)0411 978-4-274-06589-7

らくらく解ける

総合旅行業務取扱管理者 必勝問題集

トラベル＆コンダクターカレッジ 編

総合旅行業務取扱管理者の問題集。旅行資格専門校の人気講師

陣が長年の経験から選りすぐった頻出問題・重要問題を中心に

掲載。問題は一問一答問題および過去問題で構成されており、

効率よく学習が進められるよう工夫している。姉妹書である

「やさしく学ぶ総合旅行業務管理者 合格テキスト&練習問題

集」と併用することにより更に理解が高まる。A5判 304頁 定価(2,200円+税)1305 978-4-274-21397-7

やさしく学ぶ

国内旅行業務取扱管理者
―合格テキスト＆練習問題―（改訂2版）

トラベル＆コンダクターカレッジ 編

国内旅行業務取扱管理者の受験対策書。テキスト」＋「練習問

題」のスタイルで効率よく合格レベルまで到達できるようにま

とめた。「テキスト」では、たのしみながら学習できるように、

テーマごとにイラストを織り交ぜ、やさしく丁寧に解説。「練

習問題」では数年分の過去問題を分析し試験によく出る問題を

厳選して掲載。A5判 256頁 定価(2,400円+税)1706 978-4-274-22073-9

やさしく学ぶ

総合旅行業務取扱管理者
―合格テキスト＆練習問題―（改訂2版）

トラベル＆コンダクターカレッジ 編

総合旅行業務取扱管理者の受験対策書。テキスト」＋「練習問

題」のスタイルで効率よく合格レベルまで到達できるようにま

とめた。「テキスト」では、たのしみながら学習できるように、

テーマごとにイラストを織り交ぜ、やさしく丁寧に解説。「練

習問題」では数年分の過去問題を分析し試験によく出る問題を

厳選して掲載。A5判 352頁 定価(2,600円+税)1706 978-4-274-22072-2

資格試験／ビジネス系306



らくらく解ける

国内旅行業務取扱管理者 必勝問題集

トラベル＆コンダクターカレッジ 編

国内旅行業務取扱管理者の問題集。旅行資格専門校の人気講師

陣が長年の経験から選りすぐった頻出問題・重要問題を中心に

掲載。問題は一問一答問題および過去問題で構成されており、

効率よく学習が進められるように工夫している。姉妹書である

「やさしく学ぶ国内旅行業務管理者 合格テキスト&練習問題

集」を併用すると更に理解が高まる。A5判 196頁 定価(1,900円+税)1305 978-4-274-21398-4

運行管理者試験［貨物対応］合格問題集

運行管理者教育研究会 編

運行管理者試験の貨物分野に対応した問題集。過去5年間に出

題された問題を精査し、出題傾向を把握、出題分野ごとに頻出

問題を例題として取り上げている。過去問題の研究では一問一

答形式を採用、効率的に短時間での学習が可能で、試験直前の

確認に使用できる。また、過去問題及びその解答・解説も5回

分掲載している。A5判 312頁 定価(2,100円+税)1405 978-4-274-21549-0

これだけマスター

運行管理者試験［貨物対応］

宇佐美暢弘 著

運行管理者試験の区分のうち、貨物分野に対応する受験対策

書。「試験に合格する」ということを第一義に考え、的を絞っ

た内容と平易な解説で構成。テーマ毎に抑えるべき重要なポイ

ントを付し、例題にて学習内容の確認を行い、着実に合格でき

る実力が身に付く構成となっている。付録で過去問題を掲載し

ているので、さらなる実践力を養うことができる。A5判 380頁 定価(2,500円+税)1206 978-4-274-21225-3

出題例に学ぶ

弁理士短答用語マスター

奥町哲行 著

弁理士試験、とりわけ短答式試験によく出る基本・重要用語だ

けを厳選し、試験問題との関わりの下で解説を加えた用語集・

定義集は過去に例を見ない。本書は、弁理士短答試験過去問題

に登場する各種の基本・重要用語を徹底的に分析し、重み付け

を行い、的確に解答する上で知っておくべき定義等をわかり易

く解説する用語事典である。A5判 242頁 定価(2,200円+税)1101 978-4-274-20968-0

弁理士短答一発合格マニュアル

奥町哲行 著

平成20年度より弁理士試験の短答試験に免除制度が採用された

ため、競争激化が予想されている。本書は、「短答試験合格」

一本に目標を絞り込み、弁理士試験の最新情報、短答式試験攻

略法、厳選過去問題の攻略、近時改正法の対策などで構成して

いる。

A5判 288頁 定価(2,800円+税)0810 978-4-274-20629-0

弁理士試験短答式 条文読解のトレーニング

とこしえ特許業務法人 著

弁理士試験の根幹をなす、特・実・意・商の4法域について重

要条文をピックアップし、条文特有の言い回しから、条文の構

造・意図、条文同士の関係まで、わかりやすく解説するもの。

各節末には関連する短答式の過去問題とその解説を付し、理解

を深められる構成。

A5判 344頁 定価(2,800円+税)0712 978-4-274-20486-9

やさしく学ぶ

行政書士の教科書

松村雅生
安保克也 共著

社会生活の複雑化・高度化が進むなか、行政書士の役割はより

一層重要なものとなっている。本書は、試験範囲全体を一冊で

概観し、重要ポイントについては図表を交えてわかりやすくま

とめた受験対策書である。大学等での講義にも利用できるよう

工夫し、試験科目に沿った章立てで、テーマごとに重要事項の

解説とチェック問題を付した。A5判 308頁 定価(2,300円+税)1008 978-4-274-20889-8

やさしく学ぶ

ビジネス実務法務検定試験® 2級
―合格テキスト＆練習問題―

実用法務研究会 編

東京商工会議所主催のビジネス実務法務検定試験®2級の試験

対策書。初学者に向け、たのしいイラストを交えやさしく丁寧

に解説している。また、試験によくでるところだけをピックア

ップして解説しているので、少ない学習時間で試験合格レベル

まで到達することが可能。各節のおわりには練習問題があるの

で、学んだ知識の確認ができる。A5判 192頁 定価(2,300円+税)1208 978-4-274-21239-0

やさしく学ぶ

ビジネス実務法務検定試験® 3級
―合格テキスト＆練習問題―

実用法務研究会 編

東京商工会議所主催のビジネス実務法務検定試験3級の試験対

策書。初学者に向け、たのしいイラストを交えやさしく丁寧に

解説している。また、試験によくでるところだけをピックアッ

プして解説しているので、少ない学習時間で試験合格レベルま

で到達することが可能。各節のおわりには練習問題があるの

で、これを解くことによって知識の確認ができる。A5判 192頁 定価(2,100円+税)1108 978-4-274-21066-2

らくらく解ける

知的財産管理技能検定2級 学科＆実技 重要問題集

ユビランド知的財産綜合事務所 編

知的財産管理技能検定2級の「学科試験」と「実技試験」を一

冊にまとめた問題集。効率よく短期間で合格レベルまで達する

ことが可能。姉妹書の「知的財産管理技能検定2級キーノート」

と併用するとさらに効果的。

〔目次〕〔学科編〕特許・実用新案／意匠／商標／著作権／条約

／その他の法律 〔実技編〕A5判 270頁 定価(2,500円+税)1209 978-4-274-21257-4
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知的財産管理技能検定2級キーノート

ユビランド知的財産綜合事務所 監修
オーム社 編

キーワードごとに読み切りのスタイルで重要ポイントを効率よ

く整理。各テーマの末尾には学科試験のトレーニングとして簡

単な確認問題を付し、また、章末には実技試験のトレーニング

として事例問題とその解説を掲載している。基礎から学びたい

方におすすめ。

A5判 240頁 定価(2,400円+税)0810 978-4-274-20606-1

らくらく解ける

知的財産管理技能検定3級学科＆実技重要問題集

ユビランド知的財産綜合事務所 編

知的財産管理技能検定3級の「学科試験」と「実技試験」を一

冊にまとめた問題集。効率よく短期間で合格レベルまで達する

ことが可能となっている。姉妹書の「知的財産管理技能検定3

級キーノート」と併用するとさらに効果的。

A5判 262頁 定価(2,500円+税)1109 978-4-274-21080-8

知的財産管理技能検定3級キーノート

ユビランド知的財産綜合事務所 編

平成20年より新たにスタートした『知的財産管理技能検定3級』

の対策書。試験合格のポイントをおさえ、テーマごとに効率よ

く知識を整理している。各テーマの末尾には確認問題を付し、

また巻末には実力テストを掲載することで、学習した内容の理

解度を確認できる。

A5判 176頁 定価(2,300円+税)0907 978-4-274-20729-7

これだけ覚える！

貸金業務取扱主任者試験

松尾綜合法律事務所 弁護士 林 恵子 編

「貸金業務取扱主任者試験」の受験対策書。試験の出題分野に

合わせた目次構成でわかりやすく、また、各分野・項目ごと

に、その出題頻度が★マークで示されているため、学習の緩急

の付け方がひと目でわかる。難易度の高い貸金業務取扱主任者

試験の合格を確実に勝ち取るためのテクニックが詰め込まれ

た、受験者の方必携の一冊。A5判 352頁 定価(2,100円+税)1706 978-4-274-22076-0

これだけ覚える！

メンタルヘルス・マネジメント® 検定Ⅱ種
（ラインケアコース）（改訂2版）

SOMPOリスケアマネジメント株式会社 桜又彩子 編

公式テキスト第4版に準拠した「メンタルヘルス・マネジメン

ト検定Ⅱ種」の受験書。短期集中で「メンタルヘルス・マネジ

メント検定Ⅱ種」合格を目指される方に最適の一冊。

A5判 232頁 定価(2,000円+税)1711 978-4-274-22151-4

これだけ覚える！

メンタルヘルス・マネジメント® 検定Ⅲ種
（セルフケアコース）（改訂2版）

SOMPOリスケアマネジメント株式会社 桜又彩子 編

公式テキスト第4版に準拠した「メンタルヘルス・マネジメン

ト検定Ⅲ種」の受験書。短期集中で「メンタルヘルス・マネジ

メント検定Ⅲ種」合格を目指される方に最適の一冊。

A5判 144頁 定価(1,600円+税)1711 978-4-274-22152-1
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オライリー・ジャパン

Pythonからはじめる数学入門

Amit Saha 著
黒川利明 訳

数学的なトピックを題材にして、Pythonを学ぶというコンセ

プトで、とても丁寧に説明されており、中高生、理系学部生の

プログラミングの入門書として最適。具体的な問題をPython

プログラミングを通して問題解決ができる内容。さらに章末の

練習問題で知識の定着を図っている。

A5判 288頁 定価(2,800円+税)1605 978-4-87311-768-3

ヘルシープログラマ
プログラミングを楽しく続けるための健康Hack

JoeKutner 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

プログラマおよびIT系オフィスワーカーの健康管理に関する

様々なトピックについて、科学的な視点から分析と対策をまと

めた。プログラマにとってお馴染みの、アジャイルやリファク

タ、プロジェクトマネージメントといった概念に落とし込みな

がらヘルスネタの議論が進むので、特にプログラマには面白い

書籍。A5判 296頁 定価(2,600円+税)1507 978-4-87311-728-7

イプシロン・ザ・ロケット
―新型固体燃料ロケット、誕生の瞬間

西澤 丞 写真

12年ぶりにJAXAが開発した「イプシロンロケット」。点検作

業の効率化や、世界初のモバイル管制など新世代のロケットと

して注目されている。本書はロケット開発現場を長期取材し、

圧倒的な迫力でその姿を捉えた写真集。町工場の部品制作、試

験、輸送、打ち上げまでロケット製造の全貌を紹介。主要な開

発者のインタビューも収録。A4変判 112頁 定価(2,500円+税)1311 978-4-87311-639-6

マーカス・チャウンの太陽系図鑑

マーカス・チャウン 著
糸川 洋 訳

太陽系のすべてを詳細に解説する書籍。全世界で25万本の売上

を記録したiPad/iPhoneアプリ「元素図鑑」制作のTouch Press

による最新アプリを書籍化。NASAや各国宇宙機関から提供さ

れた400点を超える写真を掲載。また、最新の知見をもとにし

た各天体の驚くべき特徴や、人類による発見・探査のストーリ

ーも大きな魅力。B5変判 224頁 定価(3,400円+税)1204 978-4-87311-516-0

Mad Science
―炎と煙と轟音の科学実験54―

Theodore Gray 著
高橋信夫 訳

「PopularScience」誌の人気コラムニストによる、ちょっと危

ない実験と決定的な一瞬を捉えた写真でサイエンスの不思議を

紹介する本。実験の内容は、オレオクッキーを燃料にしたロケ

ット、電球の自作、ナイロン繊維の自作、どこでも火が着くマ

ッチの自作、水素を作る、金属を燃やす、雪の結晶を永久保存

する、霧箱を作って素粒子を見る、など。B5変判 240頁 定価(2,800円+税)1005 978-4-87311-454-5

Mad Science 2
もっと怪しい炎と劇薬と爆音の科学

Theodore Grey 著
高橋信夫 訳

「Mad Science ─ 炎と煙と轟音の科学実験54」の続編。過激な

化学実験と決定的な一瞬を捉えた写真でサイエンスの不思議を

紹介する本。「ダイヤモンドを燃やす」「液体窒素の中に手を入

れる」「合成接着剤で身体に火をつける」「水銀を液体窒素で凍

らせる」「炭・硝石・硫黄で黒色火薬を作る」「ナトリウムと水

で爆発」など。B5変判 188頁 定価(2,800円+税)1403 978-4-87311-666-2

ギークマム
―21世紀のママと家族のための実験、工作、冒険アイデア―

Natania Barron・Kathy Ceceri

Corrina Lawson・JennyWiliams 共著

星野靖子 ほか共訳

コミック、ゲーム、SF、科学、料理、手芸、サイエンスなど

を愛するギークなママと家族のためのユニークな子育て本。日

本でも手に入りやすい身近な道具や材料を使って楽しむ、遊び

心いっぱいのプロジェクトと、先輩ギークマムから贈る、ギー

クな楽しさと母親業を両立させるためのアドバイスが満載。楽

しみながら子どもの創造性を伸ばすための一冊。A5判 280頁 定価(2,200円+税)1310 978-4-87311-636-5

エレガントな問題解決
―柔軟な発想を引き出すセンスと技―

Paul Zeitz 著

伊知地宏・山口文彦

松崎公紀・松永多苗子 訳

どのように問題をとらえればよいのか、その取り組み方を示

し、数学のセンスを養うとともに、数学のおもしろさ、楽し

さ、美しさを伝える。一見やさしそうな問題ばかりだが、簡単

に解ける問題はひとつもなく、考えるおもしろさ、問題を解く

おもしろさを強調する。非常にユニークで楽しい問題が多く含

まれ、問題を解くことを通じて、問題解決能力を身に付ける。A5判 452頁 定価(3,200円+税)1012 978-4-87311-405-7

リファクタリング・ウェットウェア
達人プログラマーの思考法と学習法

AndyHunt 著

武舎広幸

武舎るみ 訳

ソフトウェア開発においてアジャイルを実践してプログラムを

リファクタリングするのと同様に、プロジェクトを本当の意味

で改善するためには開発にかかわる人間の脳（ウェットウェ

ア）をリファクタリングすることが重要という考えのもと、認

知科学、神経科学、学習理論、行動理論などを駆使し、人間の

脳がどのように機能するかを明らかにする。A5判 304頁 定価(2,800円+税)0904 978-4-87311-403-3
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Mind Hacks
―実験で知る脳と心のシステム―

Tom Stafford 他著
夏目 大 訳

「視覚」「注意」「聴覚と言語」「知覚の統合」「動作」「推理」

「記憶」などのテーマ別に、自らの知覚をHackする実験をもと

に、“システム”としての脳の構造、機能に関する知識を得るこ

とができる。米国ではHackシリーズの読者である“ギーク”た

ちの大きな話題になり、日本でも翻訳版刊行が望まれていた。

A5判 440頁 定価(2,800円+税)0512 978-4-87311-271-8

Mind パフォーマンス Hacks
―脳と心のユーザーマニュアル―

Ron Hale-Evans 著
夏目 大 訳

本書では脳の効果的な使い方・働かせ方に焦点を当てる。「記

憶」、「情報の処理」、「創造力」、「数学」、「意志決定」、「コミュ

ニケーション」、「知性の健康」など、日常生活に根ざしたテー

マごとに、脳を思いのままにチューンアップし、脳の生産性

を、効果的かつ安全に引き出すための実用的なアイデアや手法

を提供する。大好評ベストセラー『Mind Hacks』の続編。A5判 396頁 定価(2,800円+税)0708 978-4-87311-337-1

Core Memory
―ヴィンテージコンピュータの美―

Mark Richards 著

JohnAlderman 写真

鴨澤眞夫 訳

コンピュータの博物館として質・量ともに世界でもトップクラ

スと称されている米国Computer History Museumに収蔵され

た歴史的名機の姿を捉えた超絶写真集。登場するマシンは、

ENIAC、UNIVAC、SYSTEM/360、PDP-8、Googleの最初の

サーバなど。

A4変判 164頁 定価(3,400円+税)0802 978-4-87311-357-9

Think Stats
（第2版）―プログラマのための統計入門

Allen B.Downey 著

黒川利明

黒川 洋 共訳

改訂にあたっては、新しいツールやライブラリを使った統計手

法を示すほか、回帰、時系列分析、生存分析について新たな章

を追加。Pythonで書かれたサンプルコードを使って実際に手

を動かしながら統計が学べる、プログラマのための統計入門の

決定版。

A5判 264頁 定価(2,400円+税)1508 978-4-87311-735-5

統計クイックリファレンス
（第2版）

Sarah Boslaugh 著

黒川利明・木下哲也

中山智文・本藤 孝 他共訳

統計についての基本概念から応用的手法まで幅広い情報を網

羅。幅広く、多くのトピックを取り上げつつ、用例や練習問題

も数多く、実際の統計分析に生かせる工夫がなされた、統計の

総合的なリファレンス。複雑な専門用語に関しても整理し、理

解しやすいように解説している。新しい情報も盛り込み、時代

に即した現代的な内容。A5判 628頁 定価(3,700円+税)1501 978-4-87311-710-2

RStudioではじめるRプログラミング入門
Garrett Grolemund 著

大橋真也 監訳
長尾高弘 訳

「統計を使わずにRを覚えよう」というコンセプト。一般的な

入門書は統計のサンプルから始まるが、統計とRの文法の両方

覚えて理解しなければならず、特に扱っているサンプルが複雑

な場合は最初から挫折してしまうが、本書では、ゲームの開発

の例などを使って、楽しみながら効率的に、Rの文法だけに集

中してRを身に付けられる。B5変判 274頁 定価(2,600円+税)1503 978-4-87311-715-7

Think Bayes
プログラマのためのベイズ統計入門

Allen B.Downey 著
黒川利明 訳

ベイズ統計は、ふるい分けをし、条件を付けた予測が必要なと

きに威力を発揮する統計手法のひとつ。本書は、Pythonコー

ドを使うことで、数学的な観点からの記述は最小限にとどめ、

サンプルコードを動かして統計の直観的な理解を促している。

『Think Stats―プログラマのための統計入門』の著者によるベ

イズ統計の解説書。A5判 236頁 定価(2,400円+税)1409 978-4-87311-694-5

Rクイックリファレンス
（第2版）

JosephAdler 著

大橋真也

木下哲也 共訳

統計解析の標準ツールとなりつつあるオープンソースソフトウ

ェアRのリファレンス。基礎から応用まで、Rの基本操作から、

コマンド、関数、ライブラリまで網羅。Rの機能を詳しく解説

しつつ、Rの持つ可能性を追求する1冊。圧倒的な情報量を誇

り、初心者にも上級者にも有用な情報が満載。Rユーザにとっ

ては常に手元に置いて参照したい一冊である。A5判 860頁 定価(4,200円+税)1401 978-4-87311-651-8

アート・オブ・Rプログラミング
NormanMatloff 著

大橋真也 監訳
木下哲也 訳

非常に幅広い分野で利用され、ユーザ数が多くかつ層も厚いR

の強力なプログラミング能力に焦点を当て、Rスクリプトを書

く上のテクニック、コツ、注意点をわかりやすく解説。他言語

との連携、Parallel R、デバッグなど既刊のR書籍にはない情報

を提供する。幅広いトピックを網羅する本書は、プログラミン

グ言語としてRを活用する上で必携の一冊。B5変判 372頁 定価(3,200円+税)1209 978-4-87311-579-5

Rクックブック
PaulTeetor 著
大橋真也 監訳
木下哲也 訳

オープンソースソフトウェアRのクックブック。200のレシピ

を収録、各レシピはRユーザがデータ解析や統計を行う上でよ

く遭遇する問題を厳選しており、実用的、実際的なテクニック

を養える内容。初心者にとってはつまづきやすいポイントを的

確にフォローし、上級者にとっては作業がより生産的、効率的

になるようなレシピを用意している。B5変判 374頁 定価(2,800円+税)1112 978-4-87311-533-7
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Head First Statistics
頭とからだで覚える統計の基本

Dawn Griffiths 著

黒川利明 監訳

木下哲也・黒川 洋

黒川めぐみ 訳

人気のHead Firstシリーズの統計バージョン。イラストを多用

して、初心者に視覚的に統計の基礎知識と、実世界で応用する

方法を詳しく解説する。「やさしく学ぶ」「楽しく学ぶ」「深く

学ぶ」をすべて満たす。理系の学生ばかりでなく、経済学その

他を学ぶ学生や、ビジネスマンにもアピールする内容。

B5変判 548頁 定価(3,200円+税)0908 978-4-87311-420-0

Statistics Hacks
―統計の基本と世界を測るテクニック―

Bruce Frey 著

鴨澤眞夫 監訳

西沢直木 訳

統計の基礎をていねいに解説する章と、教育ビジネス、ゲー

ム、そして実生活に活用できるHackで構成されている。収録

されているHackは「正確な統計結果を得るためのサンプルの

選定方法」「正確な統計結果を得るためのアンケートの設問方

法」「使われている言葉を集計することで、文章の書き手を判

別する」など。A5判 288頁 定価(2,400円+税)0712 978-4-87311-335-7

micro:bitをはじめるプログラミング
親子で学べるプログラミングとエレクトロニクス

スイッチエデュケーション編集部 著

micro:bitとは、英BBCが主体となって開発した、プログラミン

グ教育向けに特化されたマイコンボード。Raspberry Piや

Arduinoよりも簡単で扱いやすいのが特徴。学研の「科学」

「学習」の教材開発に長年携わったスタッフが執筆した日本初

のmicro:bit解説書。

B5変判 160頁 定価(2,000円+税)1711 978-4-87311-813-0

私たちはみなメイカーだ
メイカーが変革する教育、仕事、社会、そして自分自身

DaleDougherty

Ariane Conrad 共著

金井哲夫 訳

米国Maker Media社のファウンダー兼CEOである著者による

メイカームーブメントを紹介する書籍。「メイカー」と呼ばれ

るのはどんな人たちなのか、コミュニティ、学校、産業界で起

こっていることを注目すべき人々の事例と合わせて詳しく解

説。

四六判 416頁 定価(2,400円+税)1708 978-4-87311-812-3

マイクロシェルター
自分で作れる快適な小屋、ツリーハウス、トレーラーハウス

DerekDiedricksen 著
金井哲夫 訳

本書は、自分の土地に自分だけの小さな家を自分で建てるため

の、オールカラーのデザイン集。居住可能な設備を整えた本格

的な家から、トレーラーハウス、子ども部屋まで、アメリカ中

に点在する工夫あふれる59の実例の写真と間取り図を、5つの

カテゴリーに分けて紹介。また、低予算でDIYするために建築

に必要な道具と材料に関する説明を行います。A5判 256頁 定価(2,600円+税)1705 978-4-87311-803-1

Make: Analog Synthesizers
RayWilson 著

斉田一樹/株式会社コルグ 監訳

小池 実

高橋達也 訳

アナログシンセサイザー愛好家や、シンセサイザーを使った名

曲の背後にある技術に興味を持つ音楽ファンのためのアナログ

シンセ自作ガイド。アナログシンセの基本にはじまり、オシロ

スコープやテスターの使い方など製作に欠かせないテクニック

を解説した上で、基本の要素である、VCO、VCF、VCA、

LFOなどの作り方を紹介。B5変判 180頁 定価(3,000円+税)1703 978-4-87311-751-5

発酵の技法
―世界の発酵食品と発酵文化の探求―

Sandor EllixKatz 著
水原 文 訳

世界各国のあらゆる発酵食品と発酵の文化を紹介する書籍。ま

ず、発酵に関する基本的な情報を紹介し、その後、ザウアーク

ラウトやキムチなどの野菜を使った発酵、みそやしょうゆを含

む穀物・豆類の発酵、よりチャレンジングな肉・魚の発酵へと

エスカレート、発酵食品関連のスモールビジネスの事例なども

紹介。B5変判 528頁 定価(3,600円+税)1604 978-4-87311-763-8

物を作って生きるには
23人のMaker Proが語る仕事と生活

John Baichtal 著
野中モモ 訳

モノを作ることを職業にした十数名のMakerによるエッセイと

インタビュー集。登場するMakerは幅広い分野から選定。日本

語版では、日本人Makerのエッセイとインタビューを追加。

Makerムーブメントの広がりを知るために必読の一冊。

四六判 304頁 定価(2,200円+税)1512 978-4-87311-747-8

作ることで学ぶ
Makerを育てる新しい教育のメソッド

Sylvia LibowMartinez

Gary Stager 共著

阿部和広 監修

酒匂 寛 訳

主に幼稚園から高校卒業までの子供に対象に新しいかたちのモ

ノづくりを教育に取り入れるための考え方、具体的なノウハウ

について解説する書籍。はじめにMITを中心にしたテクノロ

ジー教育の歴史、子供の思考方法を概観し、Arduino、3Dプリ

ンター、プログラミング言語など教育に役立つツールを紹介。

STEM教育に関する最良の入門書。A5判 400頁 定価(3,000円+税)1503 978-4-87311-720-1

Makerムーブメント宣言
草の根からイノベーションを生む9つのルール

MarkHatch 著
金井哲夫 訳

会員制工房「TechShop」のCEOである著者が、そこで出会っ

た人々の事例や、現場で得られた知見をもとに、Makerムーブ

メントの最前線を紹介する書籍。Chris Andersonの『MAK-

ERS』のなかで社会レベルの変革として語られていたことが、

個人レベルでは具体的にどういった変化をもたらすかをいきい

きと描写する。A5判 268頁 定価(2,200円+税)1407 978-4-87311-680-8
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「もの」はどのようにつくられているのか？
プロダクトデザインのプロセス事典

Chris Lefteri 著

田中浩也 監訳

水原 文 訳

本書は、プロダクトデザイナーやデザインを学ぶ学生を対象に

製造技術を紹介する書籍。紹介する技法は、ガラス吹きなどの

伝統的な手法から、射出成形など大量生産のための技術、さら

に3Dプリンター関連技術まで約110。サンプルとなるプロダク

トや加工の様子の写真や図解なども豊富に掲載している。本文

オールカラー。A5判 300頁 定価(3,000円+税)1405 978-4-87311-677-8

3D Printing Handbook
自己表現のための新しいツールを使う・考える

平本知樹
神田沙織 共著

パーソナルな物作りのための新しいツール、3Dプリンターの

基本を解説する書籍。それぞれ数年間3Dプリンティングに携

わってきた経験を持つ著者が、熱融解、光造形など主要な3D

プリンターの各方式や、無料のものを中心にしたさまざまな

3Dソフトの使い方、オンラインの出力サービス、個人でも入

手可能な3Dプリンターなどについて紹介する。A5判 196頁 定価(2,200円+税)1404 978-4-87311-632-7

Making Things See
―KinectとProcessingではじめる3Dプログラミング

Greg Borenstein 著

藤本直明 監修

水原 文 訳

MicrosoftのKinectを使って作品を作るための書籍。Processing

言語とOpenNIライブラリを使用。前半は、3Dカメラを使った

奥行情報の扱い方、ポイントクラウドデータの分析と操作、人

体の関節のトラッキングなどを解説、後半は3Dスキャンやロ

ボットハンドの操作など、Kinectの可能性を広げる使い方も紹

介。B5変判 456頁 定価(3,600円+税)1303 978-4-87311-611-2

Making Things Move
―動くモノを作るためのメカニズムと材料の基本―

Dustyn Roberts 著

岩崎 修 監修

金井哲夫 訳

ホビースト、立体作品やプロトタイプを自分で作ってみたい読

者のための物理、メカニクス、各種素材の入門書。物理学の基

本から、ギアをはじめとした材料、各種素材、工作機械の解

説、Arduinoを使ったモーターの制御などの基本と、作例を解

説する。Arduinoを使って「動くもの」を作る基礎として最適

である。B5変判 320頁 定価(2,700円+税)1203 978-4-87311-536-8

Fab
―パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ―

Nei l Gershenfeld 著

田中浩也 監修

糸川 洋 訳

著者が提唱する「パーソナルファブリケーション（個人による

製造）」を、そこで使われている技術と世界各地の事例の両面

から紹介する。ものづくりを手がけたことのない人々が、自分

だけのニーズを満たすものを作り出す「革命」を予言した書籍

（『ものづくり革命』ソフトバンク クリエイティブ刊）を改題

して復刊する。A5判 256頁 定価(2,300円+税)1211 978-4-87311-588-7

FabLife
―デジタルファブリケーションから生まれる「つくりかたの未来」―

田中浩也 著

FabLab Japanファウンダー田中浩也氏によるパーソナルファ

ブリケーション（個人による製造）の現状、新しい考え方、未

来を紹介する書籍。卓上に載る工作機械やインターネットを介

したコラボレーションが変える物作りの様相を各国の事例や、

MITメディアラボのカリキュラム「（ほぼ）何でもつくる方

法」の体験記を中心に構成する。A5判 224頁 定価(2,200円+税)1206 978-4-87311-555-9

XBeeで作る

ワイヤレスセンサーネットワーク
Robert Faludi 著

小林 茂 監訳

水原 文 訳

本書は、Digi社のXBeeとArduinoなどを使用してワイヤレスセ

ンサーネットワークやインタラクティブな作品を作るための情

報を提供する書籍。端末が安価で入手しやすいこと、Arduino

と組み合わせて使うことが容易なことから人気を得ている

XBeeを基礎、各種の設定、実際に使える回路やプログラム例

まで詳細に紹介し、読者のニーズに応える。B5変判 348頁 定価(3,200円+税)1112 978-4-87311-530-6

Cooking for Geeks
（第2版）―料理の科学と実践レシピ―

Jeff Potter 著
水原 文 訳

料理中に食物に起こる化学的な変化を知る本。通常の料理本で

は、あまり語られることのない、たんぱく質の凝固や、グルテ

ンの特色など料理の化学的根拠を解説しながら、定番のレシピ

を数多く紹介する。好きな材料や方法で挑戦し、成果は食べる

ことができ、そのうえ料理の仕組みについて理解できるので、

自作好きのエンジニアに是非読んでもらいたい。B5変判 496頁 定価(3,400円+税)1612 978-4-87311-787-4

Made by Hand
―ポンコツDIYで自分を取り戻す―

Mark Frauenfelder 著
金井哲夫 訳

Make編集長である著者が、庭を畑にして作物を育てることや、

エスプレッソマシンを改造することや鶏小舎を作って鶏を飼う

こと、そして木からスプーンを削り出すことなど、DIYに関す

るさまざまな経験や先達との交流を通じて、自分の手でモノを

作ることの意味を考える書籍。現在のDIYムーブメントの底流

にあるものを、生き生きとした筆致で捉えている。A5判 246頁 定価(2,200円+税)1106 978-4-87311-500-9

子どもが体験するべき50の危険なこと
GeverTully
Julie Spiegler 著
金井哲夫 訳

本書は、ちょっと危険な実験を行うことで、子どもたちが周囲

の環境をコントロールする方法を身につけるための書籍であ

る。その内容は、「9ボルト電池を舐める」「車を運転する」「電

子レンジにヘンなものを入れる」「電気製品を分解する」「高い

ところから飛び降りる」など。各項目はステップバイステップ

の解説、難易度、背景知識で構成されている。A5判 184頁 定価(2,000円+税)1105 978-4-87311-498-9
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Making Things Talk
―Arduinoで作る「会話」するモノたち―

Tom Igoe 著

小林 茂 監訳

水原 文 訳

電子工作の新しいムーブメント「フィジカルコンピューティン

グ」の本格的な解説書。欧米で話題のオープンソースのツール

キットArduinoを使って、自分で作ったモノをネットワーク

（シリアル、IP接続、無線など）につなぎ、これまでの電子工

作では難しかったユニークな機能を容易に実現する方法を詳し

く解説する。作例が魅力的なことも本書の特徴。B5変判 440頁 定価(3,800円+税)0811 978-4-87311-384-5

Raspberry Piクックブック
（第2版）

SimonMonk 著
水原 文 訳

Raspberry Piの初期設定、LinuxとPythonの基礎、ネットワー

クの設定などの基本的な情報から、各種センサー、モーターと

の組み合わせ、Arduinoとの連携などを豊富なサンプルコード

と合わせて解説。さらにコンピュータビジョンによる顔検出セ

ンサーとインターネットを組み合わせたIoTの例など、旬のレ

シピが満載。B5変判 448頁 定価(3,600円+税)1708 978-4-87311-811-6

Prototyping Lab（第2版）
「作りながら考える」ためのArduino実践レシピ

小林 茂 著

2010年5月に第1版を発売した、Arduinoを使いこなすためのレ

シピと新しい時代のものづくりの考え方を紹介する書籍の改訂

版。第2版では、ソフトウェア（開発環境、サンプルコード）、

並びにハードウェア（第1版発売後に販売された様々な

Arduinoボードへの対応）双方でアップデート。

B5変判 496頁 定価(3,800円+税)1701 978-4-87311-789-8

Processingをはじめよう
（第2版）

Casey Reas
Ben Fry 著
船田 巧 訳

イメージ、アニメーション、サウンドを容易に扱うためのオー

プンソースのプログラミング言語「Processing」の入門書。プ

ログラミングの経験がない読者でもステップバイステップで自

習できる教科書的な構成。第2版の主な変更点はProcessing 3.0

への対応。日本語版付録のリファレンスも掲載。

A5判 288頁 定価(2,000円+税)1609 978-4-87311-773-7

Amazing Science
驚きのエンターテインメントサイエンス工作25

StephenVoltz
Fritz Grobe 共著
高橋信夫 訳

本書は、再生100万回を超える「メントス×コーク間欠泉」の

バイラル動画で知られる著者チームによる25の科学実験の方法

を解説する書籍。実際に試してみたくなるような魅力的な実験

を25本紹介。必要な材料は、紙、木材、文房具、電池などな

ど、家庭にあるものが多く、日本での入手も問題なし。

B5変判 192頁 定価(2,600円+税)1505 978-4-87311-723-2

ティンカリングをはじめよう
アート、サイエンス、テクノロジーの交差点で作って遊ぶ

KarenWilkinson
Mike Petrich 共著
金井哲夫 訳

凧を使った空中撮影、ストロボ写真、粘土やフェルトと電子回

路を組み合わせた作品、お絵かきマシンなど、150以上のMak-

erの「ティンカリング」の成果を写真と文で紹介。制作は、サ

ンフランシスコの科学博物館、エクスプロラトリアムのティン

カリンググループ。

B5変判 228頁 定価(2,800円+税)1506 978-4-87311-726-3

Intel Galileoをはじめよう

Matt Richardson 著
がじぇぴん 訳

Intel Galileoは、Arduino互換のマイコンプラットフォーム。多

彩な入出力ポートを備え、Arduino的な電子工作、Raspberry

Piのような組み込みLinuxマシンの2つの使い方ができる。本書

は、このGalileoを電子工作入門者にもわかりやすく解説した書

籍。Galileo 2にも対応。

A5判 208頁 定価(2,300円+税)1410 978-4-87311-696-9

Raspberry Piをはじめよう
Matt Richardson
ShawnWallace 共著

船田 巧 監訳

Linuxが動作する教育市場向けのシングルボードコンピュータ

「Raspberry Pi」の基本を解説する。ハードウェアとLinuxの基

礎にはじまり、標準プログラミング環境であるPython、

Scratchまで解説。プログラミング初心者や、Arduinoよりも

複雑な作品を作ってみたいホビーストの入門用に最適。

A5判 208頁 定価(2,000円+税)1309 978-4-87311-637-2

Handmade Electronic Music
―手作り電子回路から生まれる音と音楽―

Nicolas Collins 著

久保田晃弘 監訳

船田 巧 訳

安価な部品を使ったり、不要な家電製品を分解して、シンプル

な電子楽器を作る方法とそのために必要な知識を解説。電圧、

磁力、クロック周波数など音に関連した電気の性質と、各種の

部品の特徴を体験によって理解する実験を多数行う。後半で

は、アナログシンセ、エフェクター、ミキサーなど、実用的な

電子楽器の制作、演奏に必要な技術も解説する。B5変判 352頁 定価(3,400円+税)1301 978-4-87311-595-5

Make:Electronics
―作ってわかる電気と電子回路の基礎―

Charles Platt 著
鴨澤眞夫 訳

エレクトロニクス・電子工作を学ぶための書籍。電気に関する

さまざまな法則や電子部品の機能などを、豊富な実験や作例を

「体験」することで、深く学べる。9V電池をなめる、LEDを焼

き付かせるなどの実験や作例によって、退屈になりがちなエレ

クトロニクスの基礎に関する解説を、興味を持って読む進めて

いくことが可能になっている。B5変判 320頁 定価(3,000円+税)1011 978-4-87311-477-4
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Arduinoをはじめよう
（第3版）

Massimo Banzi
Michael Shiloh 共著

船田 巧 訳

ロングセラーを続けているArduino入門書が待望の改訂。第3

版の大きな修正点は、2つの章が追加されたこと。現実世界の

プロジェクトに役立つRTCの使い方、I2Cによるセンサとの通

信、モーター、リレーのコントロールを追加。さらにArduino

Leonardoについても解説。開発環境1.6.3に対応。

A5判 256頁 定価(2,000円+税)1511 978-4-87311-733-1

Make: Technology on Your Time Volume 01

オライリー・ジャパン 編

「近年創刊された雑誌の中で最もイノベーティブ」と称された

雑誌の日本語版を『書籍シリーズ』として刊行。誰も見たこと

がないような“すごい”製作記事、モノ作りの先端を行く研究者

のインタビュー、ティム・オライリーをはじめとした気鋭の執

筆陣のコラムで構成された、ハッカー、エンジニア向けの良質

のエンタテインメントである。B5変判 176頁 定価(1,500円+税)0608 978-4-87311-298-5

Make: Technology on Your Time Volume 02

オライリー・ジャパン 編

実際に作って試せる、ユニークなテクノロジーが満載の

『Make』。Vol.2の特集は「バックヤード・バイオロジー」。カ

タツムリを冷凍保存して再び蘇生させる方法や、自分のDNA

を抽出、精製、鑑定する方法など、「生命の神秘」をハックす

る方法を紹介する。巻頭インタビューはセグウェイの発明で知

られるディーン・ケーメン。B5変判 184頁 定価(1,500円+税)0703 978-4-87311-318-0

Make: Technology on Your Time Volume 03

オライリー・ジャパン 編

モノを作る楽しさをまったく新しい視点で伝える『Make』の

Vol.3。今回の特集は電子工作の初歩を解説する「ホームエレ

クトロニクス」と永久機関や地球意識プロジェクトなどテクノ

ロジーの辺境へ挑む人、そこから生まれるものの意味を探る

「FRINGE」。制作記事は、脳波をコントロールする「ブレイン

マシーン」など。B5変判 176頁 定価(1,500円+税)0709 978-4-87311-338-8

Make: Technology on Your Time Volume 04

オライリー・ジャパン 編

今回の特集は3本。「alt.vehicles」は自転車を中心にした乗り物

の意外なカスタマイズなどを紹介。デジタルアートのMake流

の楽しみ方を探るのが「UPLOAD」。赤外線写真やセルオート

マトンを活用した洋服のパターン作りなどを解説する。さらに

日本オリジナル特集の「Sketch！」では電子工作の新しいム

ーブメントを紹介。B5変判 184頁 定価(1,500円+税)0803 978-4-87311-360-9

Make: Technology on Your Time Volume 05

オライリー・ジャパン 編

今回の特集はデジタル3Dビデオやウェブカメラで作る顕微鏡
など、視覚の不思議を実際に作ったモノで体験する「OP -
TICS」と、古典的なトリックから火の玉の発射装置までさま
ざまな手品道具を作る「Magic Tricks」。さらに今回は米国で
「Make」の姉妹誌として発行されている「Craft」の記事を特
集として掲載。テクノロジーとネットワーク上のコミュニティ
から生まれたクラフトムーブメントを紹介。B5変判 192頁 定価(1,500円+税)0809 978-4-87311-379-1

Make: Technology on Your Time Volume 06

オライリー・ジャパン 編

モノを作る楽しさと創造性を刺激する「Make」第6弾。日本オ

リジナル記事を大幅に増やしてパワーアップ。特集は「DIY

MUSIC」、レーザーハープからドラムマシンまで自分で作って

鳴らせるプロジェクトを多数紹介。新しいテクノロジーとネッ

トワークが可能にした新しい工作の世界を楽しむことができる

記事が満載！B5変判 192頁 定価(1,500円+税)0903 978-4-87311-401-9

Make: Technology on Your Time Volume 07

オライリー・ジャパン 編

Vol.7の特集は「LOST TECHNOLOGY」、ティーカップで作る
スターリングエンジンなどの制作記事とウィリアム・ブレイク
の手がけた印刷術などの読み物で、過去に存在した「ギーク」
の技を取り上げる。日本オリジナル特集はNHK「ネットスタ
ー」でも取り上げられた、初音ミクの持つ架空の楽器を現実化
させる「『あの楽器』プロジェクト」と「海外キット特集」他
にも翻訳、日本オリジナルのプロジェクトが満載。B5変判 192頁 定価(1,500円+税)0907 978-4-87311-411-8

Make: Technology on Your Time Volume 08

オライリー・ジャパン 編

Vol.8の特集は「DIY ENERGY」（仮）、家の中の電力消費量を
減らしたり、奇妙な人力洗濯機を作ったり、完全自給自足の庭
を作るなど、ギーク流のオルタナティブライフを実現する。日
本語版オリジナル特集は注目を集める「クラフト＋エレクトロ
ニクス」、花の形をしたマイコンボード、LilyPad Arduinoシリ
ーズの使い方の解説や、乙幡啓子氏（『妄想工作』）などのユニ
ークな作品を多数紹介する。B5変判 184頁 定価(1,500円+税)0909 978-4-87311-421-7

Make: Technology on Your Time Volume 09

オライリー・ジャパン 編

Vol.9の特集は「Make:ROBOTS」、Arduinoベースのオープン

ソースUAV（自立飛行機）をはじめとして過去と現在の自律

ロボットを様々な角度から探る。工作記事は、Arduinoとセン

サーを使ったロボット「MAKEY」、自転車のスピードをELワ

イヤで表示するSPEEDVESTなど、ユニークなモノを紹介。

ますます盛り上がるArduinoを扱った記事も多数掲載！B5変判 176頁 定価(1,500円+税)1001 978-4-87311-433-0
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Make: Technology on Your Time Volume 10

オライリー・ジャパン 編

自由な発想でテクノロジーを使いこなす人のための「Make」。

Vol.10の特集は「デスクトップファブリケーション」。本特集

ではオープンソースの3Dプリンタや、それを使った事例など、

多方面からこの現象を探る。他に日本語版オリジナル記事とし

て「ネットにつながるガジェット」特集を掲載。今、ここにあ

るイノベーションを伝える。B5変判 176頁 定価(1,500円+税)1008 978-4-87311-457-6

Make: Technology on Your Time Volume 11

オライリー・ジャパン 編

Vol.11の特集は「DIY SPACE」。ベンチャー企業や個人による

宇宙開発・観測は活発になっています。本特集では、キューブ

サット、超高高度気球、自作アンテナによるISS（国際宇宙ス

テーション）の通信の傍受などを通じて、その可能性・楽しさ

を紹介します。日本語版オリジナル特集は「紙を切るプリン

タ、クラフトロボ」。B5変判 176頁 定価(1,500円+税)1104 978-4-87311-491-0

Make: Technology on Your Time Volume 12

オライリー・ジャパン 編

自由な発想でテクノロジーを使いこなす人のための「Make」。

Vol.12の特集『DIY SUPERHUMAN』は生体情報を使ったデ

バイスや人体に装着するデバイスを紹介する。手が不自由な人

のための筋電位で操作するゲームコントローラや、心臓の鼓動

に同期するアクセサリ、コウモリのように超音波を感じること

にできる手袋など。B5変判 176頁 定価(1,500円+税)1211 978-4-87311-556-6

Lean UX（第2版）
アジャイルなチームによるプロダクト開発
ジェフ・ゴーセルフ・ジョジュ・セイデン 共著

坂田一倫 監訳

児島 修 訳

エリック・リース シリーズエディタ

2013年2月の原書初版発行以降のUX周辺の変化が取り込まれ、

より実践的にした改訂です。第Ⅰ部の「原則」が大幅に加筆修

正され、チーム構成や職種、Outcome（成果）をビジネスと

ユーザーで分けて考えるなど、「Lean UX」の原則がより明確

になりました。

A5判 256頁 定価(2,500円+税)1707 978-4-87311-805-5

エラスティックリーダーシップ
自己組織化チームの育て方

RoyOsherove 著
島田浩二 訳

サバイバルモード、学習モード、自己組織化モードと組織の状

態を3つに分けて、それぞれで必要になるリーダーとしての考

え方を解説。さらに日本語版特典として日本人のソフトウェ

ア、サービス、プロダクト、言語などのリーダーによるエッセ

イを収録しています。

A5判 224頁 定価(2,800円+税)1705 978-4-87311-802-4

リーンエンタープライズ
イノベーションを実現する創発的な組織づくり

ジェズハンブル 他共著

角 征典 監訳

笹井崇司 訳

エリック・リース シリーズエディタ

新規事業の立ち上げ、新製品のリリースまでの迅速なプロセス

には、それを生み出し促進する体制作りが必要。市場規模や顧

客要望の変化、新しい技術に対応するために、無駄をそぎ落と

し、迅速な意思決定と行動ができる組織になるための原則とパ

ターンを紹介。チームや組織の規模を問わず実践することが可

能。A5判 400頁 定価(3,400円+税)1610 978-4-87311-774-4

デザインの伝え方
―組織の合意を得るコミュニケーション術―

Tom Greever 著

坂田一倫 監訳

武舎広幸

武舎るみ 共訳

プロダクトやサービスがユーザエクスペリエンスを元に設計/

開発されていく必要性が認識されつつある昨今、UX/ウェブ

サイト/プロダクトデザイナを対象に、自らが考えるデザイン

をデザイナ以外の人たちに理解してもらうためのコミュケーシ

ョンの手法を解説。

A5判 320頁 定価(2,800円+税)1609 978-4-87311-779-9

リーンブランディング
―リーンスタートアップによるブランド構築―

ローラ・ブッシェ 著

堤 孝志・飯野将人 共監訳

児島 修 訳

エリック・リース シリーズエディタ

ブランド構築の方法論について解説した書籍。新しい製品・サ

ービス、または企業を世にデビューさせる時に、ブランドの三

大要素である「メッセージ」「クリエイティブ」「コミュニケー

ション戦略」のそれぞれを、リーンスタートアップが提唱する

「構築-計測-学習ループ」により、無駄なく確立するための手

法を具体的に示す内容。A5判 352頁 定価(3,000円+税)1608 978-4-87311-769-0

UX戦略
―ユーザー体験から考えるプロダクト作り―

Jaime Levy 著

安藤幸央 監訳

長尾高弘 訳

「UX戦略」とは何かというところから、ビジネスにどう活か

すか、競合製品の分析や評価をどう行うかについて、著者の豊

富な経験を元に実例を使って解説。

A5判 388頁 定価(3,000円+税)1605 978-4-87311-754-6

カンバン仕事術
―チームではじめる見える化と改善―

MarcusHammarberg 他共著

原田騎郎・安井 力

吉羽龍太郎・角 征典 他共訳

カンバンの導入についての本格的な入門書。本書は、計画と見

積もりを作り、計測を行い、キューとボトルネックを視覚化

し、カンバンを作り、それを使う方法を網羅した書籍。カンバ

ンを導入するための実践的な入門書。

B5変判 400頁 定価(3,600円+税)1603 978-4-87311-764-5
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リーン顧客開発
―「売れないリスク」を極小化する技術―

シンディ・アルバレス 著

飯野将人・堤 孝志 監訳

児島 修 訳

エリック・リース シリーズエディタ

顧客開発とは『アントレプレナーの教科書』や『スタートアッ

プ・マニュアル』の著作で知られるスティーブ・ブランクが提

唱した考え方。本書は、リーンスタートアップの中の顧客開発

モデルにおいて、顧客ニーズやビジネスモデルを仮説検証する

際に行う「顧客へのインタビュー」をはじめ、様々なテクニッ

クと考え方について具体的に解説。A5判 296頁 定価(2,600円+税)1504 978-4-87311-721-8

トラクション
スタートアップが顧客をつかむ19のチャネル

ガブリエル・ワインバーグ
ジャスティン・メアーズ 共著

和田祐一郎 訳

39人のベンチャー創設者の経験談を盛り込みながら、ITスタ

ートアップの顧客獲得について、19のチャネルを使いながら解

説。この19のチャネルを自分のビジネスに当てはめれば、顧客

獲得を具体的に学習することができる。

A5判 288頁 定価(2,200円+税)1505 978-4-87311-722-5

Running Lean
―実践リーンスタートアップ―

AshMaurya 著

角 征典 訳

渡辺千賀 解説

成功したスタートアップの2/3が、当初のプランを途中で大幅

に変更している。本書は、リソースを使い切る前に当初のプラ

ンから成功するプランへと移行するためプロセスを体系的に解

説する書籍。

A5判 278頁 定価(2,200円+税)1212 978-4-87311-591-7

オープンデザイン
参加と共創から生まれる「つくりかたの未来」

BasVanAbel・Lucas Evers

RoelKlaassen・PeterTroxler 共著

田中浩也 監訳

オランダのメディアセンター、WaagSocietyとアムステルダム

のFabLabの関係者が中心になったオープンデザインという考

え方を紹介。各種ライセンスや知的所有権の基礎的な知識には

じまり、オープンデザインによって変わるデザイナー／Maker

と企業の関係や、教育、産業など、社会に与える影響を約20本

の論考で考察していく。A5判 380頁 定価(3,600円+税)1308 978-4-87311-631-0

コネクト
企業と顧客が相互接続された未来の働き方

Dave Gray

ThomasVander Wal 著

野村恭彦 監訳

牧野 聡 訳

スタートアップ企業から大企業、フリーランサーから経営者ま

で、働き方を変えなければ生き残れない時代がすぐそこまで来

ている。外界に対して積極的にインタラクションを行い、実験

やフィードバックを通じて改善を続けてゆく必要がある。世界

14か国で刊行された『ゲームストーミング』の著者、最新刊！

A5判 316頁 定価(2,200円+税)1307 978-4-87311-619-8

Being Geek
―ギークであり続けるためのキャリア戦略―

Michael Lopp 著
夏目 大 訳

ソフトウェアエンジニアがギークであり続けるためのキャリア

形成と転職について解説する書籍。現在の仕事・環境を変える

準備から始まり、上司や同僚との関係の確立とマネジメント、

プレゼンなど自らの能力をアピールするテクニック、そして次

のステージを考えるいう流れで、エンジニアの転職とキャリア

戦略について解説する。A5判 368頁 定価(2,300円+税)1106 978-4-87311-499-6

パブリックスピーカーの告白
―効果的な講演、プレゼンテーション、講義への心構えと話し方―

Scott Berkun 著
酒匂 寛 訳

講演を中心に、講義、プレゼンなどにおいて「話し言葉」で情

報を伝えるためのノウハウを紹介。内容の構成、事前の準備、

人前で話す際の「恐怖」への対応、聴衆の興味の惹き方、言葉

のトーンなどについて、実践的な情報を提供する。これまでプ

レゼンに関する書籍は、ビジュアル面のコミュニケーションを

重視したものが多かったが、それらを補う書籍。A5判 240頁 定価(1,800円+税)1010 978-4-87311-473-6

Subject to Change
予測不可能な世界で最高の製品とサービスを作る

PeterMerholz・ToddWilkens

Brandon Schauer・DavidVerba 著

高橋信夫 訳

著名なコンサルティング会社、Adaptive Pathの主要メンバー

が執筆した書籍。技術の急速な進歩、グローバリゼーションな

どによって、複雑で予測しがたいものになった市場に柔軟に対

応するためのツールセット（考え方）を提供する。Adaptive

Pathの経験、業界のトレンドに基づいた最新の知見が盛り込

まれている。A5判 180頁 定価(1,800円+税)0810 978-4-87311-385-2

イノベーションの神話

Scott Berkun 著
村上雅章 訳

『アート・オブ・プロジェクトマネジメント』の著者、Scott Berkun
執筆の書籍。従来同種の書籍で扱っていた製品開発などの事例の
他に、ソフトウェア、インターネットのサービスに関する最新の事例
も取り上げ、「イノベーションのために必要なこと」、「グッドアイデア
を見つける方法」、「イノベーションとマネージメント」などについて
探る。イノベーションについてよく知られている「神話」を紹介し、
その神話に隠れた現実を探る、というアプローチが特徴。A5判 240頁 定価(1,800円+税)0710 978-4-87311-345-6

エンジニアのための時間管理術

ThomasA. Limoncelli 著
クイープ 訳

システム管理者やネットワーク管理者に効率良く質の高い仕事

を行うための時間管理術を紹介する。「スケジュール管理」「電

子メールの管理」「文書化」などの自己管理、「Wiki」「作業の

自動化」などを網羅している。著者はシステム管理者であり、

その経験に基づいたノウハウがAmazon.comなどでも評価され

ている。A5判 224頁 定価(2,300円+税)0610 978-4-87311-307-4
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UnityによるARゲーム開発
作りながら学ぶオーグメンテッドリアリティ入門

Micheal Lanham 著

高橋憲一・あんどうやすし

江川 崇・安藤幸央 共訳

ARアプリ開発の入門書。本書ではスマホゲーム『Foody GO』

を実際に作りながら位置情報ベースのARゲームについて学ぶ

ことができる。iPhoneやiPod、Androidで遊べる実践的なスマ

ホゲームを自分で作ることができるので、読者はUnityによる

ARゲーム開発と関連技術を体系的かつ体験的に学べる。

B5変判 344頁 定価(3,200円+税)1709 978-4-87311-810-9

UnityによるVRアプリケーション開発
―作りながら学ぶバーチャルリアリティ入門―

Jonathan Linowes 著

高橋憲一・安藤幸央

江川 崇・あんどうやすし 共訳

Unityを使ったVR開発の入門書。実践的なサンプルを多用しな

がら、Oculus RiftやGoogle CardboardといったHUDデバイス

で体験できる仮想現実世界の開発を簡潔明瞭に解説します。利

用するサンプルプロジェクトは、さまざまなVR体験をいかに

構築するかを明示した。

B5変判 288頁 定価(3,000円+税)1608 978-4-87311-757-7

ゲームサウンド制作ガイド
インタラクティブな音楽のための作曲技法

Winifred Phillips 著

竹内雅樹 監訳

宮崎 空 訳

本書は数多くの人気ゲームを手掛けたカリスマ作曲家による実

践的なガイドブックです。ゲーム音楽を作曲するうえで、プロ

にとって必須の専門スキルやゲームにおける音楽の役割と効用

を明らかにし、作曲家としてゲーム業界とどのように向き合う

かまでを包括的に解説します。

A5判 304頁 定価(3,000円+税)1508 978-4-87311-729-4

おもしろいゲームシナリオの作り方
41の人気ゲームに学ぶ企画構成テクニック

Josiah Lebowitz

ChrisKlug 共著

塩川洋介 監訳

佐藤理絵子 訳

歴代の人気ゲームで採用されたストーリーを完全一本道型、イ

ンタラクティブ一本道型、完全プレイヤー主導型、マルチエン

ディング型、オープンワールド型、マルチシナリオ型に分類し

て検証分析し、ゲームキャラクターの作り方、感情移入のさせ

方、ストーリーテーマのリスト、製作コストなど「ゲームをお

もしろくするシナリオ作り」の秘訣を解説する。A5判 432頁 定価(3,600円+税)1408 978-4-87311-682-2

「タッチパネル」のゲームデザイン
アプリやゲームをおもしろくするテクニック

Scott Rogers 著

塩川洋介 監訳

佐藤理絵子 訳

タッチパネルを使ったアプリやゲームをおもしろくするテクニ

ックを、ヒット作を手がけたスコット・ロジャーズが楽しくわ

かりやすく解説。タッチパネルならではの機能を生かしたゲー

ムデザイン方法から、企画書の書き方、ユーザーインタフェー

スの注意点、課金やゲーム内広告を導入するコツまで、誰もが

知っておきたいノウハウが満載。A5判 392頁 定価(2,800円+税)1308 978-4-87311-620-4

「レベルアップ」のゲームデザイン
―実戦で使えるゲーム作りのテクニック―

Scott Rogers 著

塩川洋介 監訳

佐藤理絵子 訳

ヒット作を生み続けるスコット・ロジャーズがゲームデザイン

のすべてを楽しくわかりやすく解説。モバイルやソーシャルゲ

ームの開発にも役立つノウハウが満載。第一線で活躍している

現役のゲームデザイナーが解説する本書は、現場で実際にゲー

ムを制作しているプロにとってもクリエイターのタマゴにとっ

ても必読の一冊。A5判 524頁 定価(3,600円+税)1208 978-4-87311-563-4

「ヒットする」のゲームデザイン
ユーザーモデルによるマーケット主導型デザイン

Chris Bateman

Richard Boon 共著

松原健二 監訳

岡真由美 訳

ユーザーモデルの分析や心理学的アプローチの導入、ゲームデ

ザインとマーケティングの融合、ゲーム製作者とゲームプレイ

ヤーの好みの違いの把握、プレイヤーの要求に応えるためのイ

ンタフェース、構造要素、ゲーム世界の抽象化手法などを示し

た上で、モデルごとに用意したケーススタディを紹介する。

A5判 412頁 定価(2,800円+税)0909 978-4-87311-418-7

ゲームクリエイターが知るべき97のこと

吉岡直人 著

さまざまなスキルが求められるゲームクリエイター。シナリ

オ、脚本、演出、画像、音声、コードといった多様な要素をチ

ームプレイのもとで制作する。本書はゲームクリエイターによ

る97本のエッセイ集。経験豊かなプロが自らの体験を踏まえ

て、ゲーム制作のさまざまな側面を語る。ゲームクリエイター

を勇気づけ、新たな気づきをもたらす一冊である。A5判 224頁 定価(1,900円+税)1211 978-4-87311-570-2

ゲームクリエイターが知るべき97のこと 2

NPO法人IGDA日本 小野憲史 著

『ゲームクリエイターが知るべき97のこと』の第二弾。世界規

模のゲーム開発者コミュニティ「IGDA」に集う人々の知見に

触れる。コンピュータゲームの開発に携わるプロだけでなく、

研究者、アナログゲーム関係者、同人ゲーム開発者、メディア

ほか、さまざまな立場でゲームを支える方々が、ゲームのさま

ざまな側面を語る。A5判 216頁 定価(1,900円+税)1308 978-4-87311-622-8

Unityによる3Dゲーム開発入門
―iPhone/Android/Webで実践ゲームプログラミング―

宮川義之
武藤太輔 共著

3Dゲームの開発を順をおって解説。ゲーム開発の基本を押さ

えたあと、3Dグラフィックや物理シミュレーション、ハイク

オリティなライティングをマスターする。ゲームはAppStore

やWebで配布できる形式にビルド。プロが実践する開発パイ

プラインにそって解説するので、本格的な3Dゲーム制作のワ

ークフローを無理なく学ぶことができる。B5変判 432頁 定価(3,400円+税)1109 978-4-87311-506-1
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ゲームストーミング
―会議、チーム、プロジェクトを成功へと導く87のゲーム―

Dave Gray・Sunni Brown

JamesMacanufo 著

野村恭彦 監訳

武舎広幸 訳

ゲームストーミングはゲームのアルゴリズムと視覚的効果およ

び効用を利用してグループワークを促進させる手法・技術・行

為の総称。本書では、プロジェクト内での意思疎通、業務の簡

素化、目標や日程の設定、アイデアの創出といった作業やプロ

セスを改良・改善するためのアナログゲームを80種類以上紹介

しながら、ゲームストーミングの実践方法を明らかにする。A5変判 302頁 定価(2,600円+税)1108 978-4-87311-505-4

実例で学ぶゲーム3D数学
FletcherDunn
Ian Parberry 著
松田晃一 訳

近年のゲーム開発では3DCGや物理シミュレーションなどの技

術が多用されているため、その基盤である数学についての理解

なしに商業ベースのゲーム開発はありえない。数学や物理の知

識がないとゲームプログラマとしては失格という傾向すらあ

る。本書では、ゲーム開発や3DCGで用いらる数学的な要素に

ついてサンプルを多用しながらわかりやすく解説する。B5変判 484頁 定価(3,400円+税)0810 978-4-87311-377-7

実例で学ぶ

ゲームAIプログラミング

Mat Buckland 著
松田晃一 訳

ゲームAIプログラミングの名著“ProgrammingGameAIbyEx-

ample”の邦訳。『ゲーム開発者のためのAI入門』では、個々の

AI技術を説明した。本書では、それを有機的につないで1つの

ストーリーを元に具体的なターゲットを実現する。ゲームで用

いられる様々なAI技術について、ソースコード、UMLのクラ

ス図、画面例を多用しながらわかりやすく解説。B5変判 512頁 定価(3,800円+税)0709 978-4-87311-339-5

「おもしろい」のゲームデザイン
―楽しいゲームを作る理論―

RaphKoster 著
酒井皇治 訳

「ゲームとは何か」を筆者の豊富な経験に基づいてわかりやす

く解説し、どうすれば良いゲームを目指せるかについて説明し

た本。コードや実装手順ではなく、ユーザにとって「何がおも

しろくて何がおもしろくないか」に着目し、誰にでもおもしろ

いと思ってもらえるゲームを設計するための指針を絵ときでわ

かりやすく解説する。A5判 304頁 定価(2,400円+税)0512 978-4-87311-255-8

ゲーム開発者のためのAI入門
DavidM. Bourg
Glenn Seemann 著

クイープ 訳

「ゲーム開発のための物理シミュレーション入門」（オーム社）

の続刊。「逃亡と追跡」「群衆のふるまい」「探索」「会話（状況

に応じた台詞の選択）」などの基礎的な内容から、より高度な

「ファジー理論」「ベイズの定理」「ニューラルネットワーク」

までをこの一冊で知ることができる。

B5変判 392頁 定価(3,800円+税)0501 978-4-87311-216-9

説得とヤル気の科学
最新心理学研究が解き明かす「その気にさせる」メカニズム

SusanWeinschenk 著

武舎広幸

武舎るみ 共訳

もっと勉強をしてほしい、自発的に行動してほしい、家事を手

伝ってほしい……本書では心理学の最新の研究結果を示しなが

ら、人を説得しヤル気を引き出すメカニズムを科学的に解き明

かす。本書で紹介するストラテジーを実践すれば、こちらの希

望に気持ちよく応じてもらうことができるようになる。『イン

タフェースデザインの心理学』の著者最新刊。A5判 288頁 定価(2,200円+税)1401 978-4-87311-657-0

Team Geek
Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのか

BrianW. Fitzpatrick
Ben Collins-Sussman 共著

角 征典 訳

現在いかなるプロジェクトでも、一人で開発を行うことはほぼ

皆無であり、誰かしらと共同で開発を行うことは回避できない

が、複数人での開発には多くのストレスが付き物である。本書

は、そういった回避できないチームでの開発に伴う、摩擦や問

題の要因をつまびらかにし、その対応を楽しい例とともに書き

記した書籍。A5判 228頁 定価(2,200円+税)1307 978-4-87311-630-3

プロジェクト・マネジャーが知るべき97のこと
BarbeeDavis 編
神庭弘年 監修
笹井崇司 訳

W3CでSemantic Web Best PracticesプロジェクトとDeploy-

ment Working GroupでPMをしている人物、IBM、DELLでマ

ネージメントを行い、ThougthWorksでアジャイル開発を管理

しているPMなど、世界中で活躍するプロジェクト・マネジャ

ー53人による97本のエッセイを収録。日本を代表するPMの7

名のエッセイも追録。A5判 272頁 定価(1,900円+税)1111 978-4-87311-510-8

アート・オブ・コミュニティ
―「貢献したい気持ち」を繋げて成果を導くには―

Jono Bacon 著
渋川よしき 訳

何かの活動をするとき、マーケティングしたり、オープンソー

スソフトウェアを開発したりするとき、コミュニティは大きな

役割を果たし、様々な機会を提供している。本書は、コミュニ

ティを管理運営し、コミュニティに入って欲しい優秀な人を招

き入れるための方法や、メンバーたちを動機づけし、管理し、

メンバーが活発な活動を行える状況を作る方法を解説する。B5変判 336頁 定価(2,800円+税)1105 978-4-87311-495-8

アプレンティスシップ・パターン
―徒弟制度に学ぶ熟練技術者の技と心得―

DaveHoover
AdewaleOshineye 著

柴田芳樹 訳

長年にわたるリサーチとインタビューにより、ソフトウェア開

発者が職人としての腕を磨くための行動を収集・分類し、パタ

ーン化した書籍。ソフトウェア職人として成功する人のパター

ンを繰り返すことにより、初心者が短い時間で成長することを

目指す。

A5判 216頁 定価(2,200円+税)1007 978-4-87311-460-6
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ソフトウェアアーキテクトが知るべき97のこと
RichardMonson-Haefel 編

鈴木雄介 監修
長尾高弘 訳

ソフトウェアアーキテクトの職責を全うするためには、ビジネ

スと技術の両方を体得する必要がある。本書はアーキテクトに

大切な事柄や、プロジェクトへのアプローチの方法について、

ソフトウェアアーキテクトたちが、自らの経験を元に97本のエ

ッセイにまとめたものである。日本語化にあたり、日本人トッ

プアーキテクトによる11本のエッセイもあわせて収録。A5判 246頁 定価(1,900円+税)0910 978-4-87311-429-3

プロダクティブ・プログラマ
プログラマのための生産性向上術

Neal Ford 著

島田浩二 監訳

夏目 大 訳

達人開発者であるNeal Fordが、作業の中断や繰り返しを避け、

コンピュータを最大限に活用して、プログラマがより効率的に

働くためのメカニズムを解説する。犯しがちな間違いを指摘

し、コードを改善して、チームがより価値あるものになるため

の実践的な手法を解説し、またどんなプラットフォームを使っ

ていても適用できる生産性の高いツールを取り上げる。A5判 284頁 定価(2,600円+税)0904 978-4-87311-402-6

アート・オブ・アジャイル デベロップメント
組織を成功に導くエクストリームプログラミング

James Shore

ShaneWarden 著

木下史彦・平鍋健児 監訳

笹井崇司 訳

アジャイル開発手法の基礎と実践を体系的に解説する書籍。

「アジャイル」という手法について、概念から実践、具体的な

手法、更なるテクニックと、網羅的に解説しており、この一冊

でアジャイルのすべてを学ぶことができます。ソフトウェア開

発工程を効率化、適応化したい開発者、マネージャ、アーキテ

クト必読の一冊。B5変判 464頁 定価(3,600円+税)0902 978-4-87311-395-1

アート・オブ・プロジェクトマネジメント
―マイクロソフトで培われた実践手法―

Scott Berkun 著
村上雅章 訳

マイクロソフトでIE 5.0以降のプロジェクトマネージャを務め

た著者が、破綻しない計画の立て方、思考法、アイデアを実行

に移す秘策、優れた仕様書の書き方、決定の方法、コミュニケ

ーション、モチベーションの持続法、軌道修正の仕方、リーダ

ーシップの取り方など、プロジェクトマネジメントのイロハか

らその真髄までを具体例とともに詳説。A5判 464頁 定価(3,200円+税)0609 978-4-87311-299-2

プロダクションレディマイクロサービス
運用に強い本番対応システムの実装と標準化

Susan J. Fowler 著

佐藤直生 監訳

長尾高弘 訳

マイクロサービスとは、ThoughtWorksのジェームス・ルイス

が提唱するアーキテクチャです。2016年刊行の『マイクロサー

ビスアーキテクチャ』が、基本的な概念とどのように構築する

かを解説するものであったのに対し、本書は実際にどのように

運用するかに焦点を当てた。

A5判 216頁 定価(2,600円+税)1709 978-4-87311-815-4

デザインスプリント
プロダクトを成功に導く短期集中実践ガイド

Richard Banfield・CTodd Lombardo

TraceWax 著

安藤幸央 他監訳

牧野 聡 訳

本書はGoogle Venturesが開発した、デザインにまつわる独自

の課題解決メソッド「デザインスプリント」の考え方を理解

し、実際に取り組むための実践的な解説書。組織にデザインス

プリントを適用させるためのベストな決定に導く方法を解説。

A4変判 272頁 定価(3,000円+税)1611 978-4-87311-780-5

実践

Appium
Manoj Hans 著

太田健一郎 監訳

児島 修 訳

Appiumは、オープンソースのテスト自動化ツールです。Web
アプリの自動テストにSelenium WebDriverを利用しているテ
ストエンジニアが、少ない学習コストでAndroidやiOSのアプ
リの自動テストにも着手できる点で注目されています。本書は
Appiumについての総合的な解説書です。Appiumの技術的背
景、基本的な使用法、応用までをステップバイステップで説明
しています。B5変判 192頁 定価(2,400円+税)1611 978-4-87311-784-3

あなたの知らないところでソフトウェアは何をしているのか？
―華やかな技術の裏でソフトウェアがしていること―

V.Anton Spraul 著
原 隆文 訳

データやパスワードはどのように暗号化され守られているか、

映画やゲームのグラフィックスはどのように作られているか、

動画や画像はどのように圧縮されているかなど、我々がふだん

当然のように接しているテクノロジーの背後にある概念や基本

的な考え方をわかりやすく解説。

A5判 280頁 定価(2,600円+税)1605 978-4-87311-767-6

マイクロサービスアーキテクチャ
SamNewman 著

佐藤直生 監訳
木下哲也 訳

「最近良く聞く“マイクロサービス”っていったい何？」という

疑問に答えるのが本書。マイクロサービスとは、Thought-

Worksのジェームス・ルイスが提唱するアーキテクチャで、マ

イクロソフトをはじめ採用する企業が現れてきており、ますま

す浸透が期待される技術。

A5判 328頁 定価(3,400円+税)1602 978-4-87311-760-7

Lean Analytics
スタートアップのためのデータ解析と活用法
アリステア・クロール・ベンジャミン・ヨスコビッツ 共著

角 征典 訳

林 千晶 解説

エリック・リース シリーズエディタ

『Running Lean』で紹介した「構築- 計測- 学習のループ」の

中の計測部分に焦点を当て、計測の方法、計測結果の見方など

について、基礎から実践までを、それぞれの製品の特長に即し

て解説。

A5判 400頁 定価(3,300円+税)1501 978-4-87311-711-9
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Bluetooth Low Energyをはじめよう
KevinTownsend

Carles Cufi

Akiba

RobertDavidson 共著

水原 文 訳

Bluetooth Low Energy（Bluetooth LE、BLE）は、超低消費電

力を特徴とした無線技術。本書は、Bluetooth Low Energyの特

徴、プロトコルの基本にはじまり、Android/iOS/組み込み用

機器のアプリケーションの開発などの情報を丁寧に解説してい

きます。

A5判 192頁 定価(2,300円+税)1502 978-4-87311-713-3

Google BigQuery
JordanTigani

SiddarthaNaidu 共著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

Googleのビッグデータ分析プラットフォームの解説書。これま

でビッグデータを扱うプラットフォームとしては、Hadoop と

そのエコシステムがほぼ唯一の選択肢だったが、今ではGoogle

はその先へ進んでいる。本書は、GoogleBigQuery の内部構

造、使い方、外部連携など、幅広く解説している。

B5変判 528頁 定価(4,600円+税)1503 978-4-87311-716-4

グラフデータベース
Neo4jによるグラフデータモデルとグラフデータベース入門

Ian Robinson・JimWebber

Emil Eifrem 共著

佐藤直生 監訳

木下哲也 訳

グラフデータモデルと、このモデルを使ったグラフデータベー

スについて解説。特に代表的な存在であるNeo4jについて書い

ており、Neo4jの開発者自身による執筆で信頼度が高く、実例

も随所に織り込まれ実用性が高い。内部構造についても書かれ

ており、なぜRDBよりもこちらの構造のほうがグラフ処理に

適しているのかが理解できる。B5変判 234頁 定価(3,000円+税)1503 978-4-87311-714-0

Diameter プロトコルガイド

かもめエンジニアリング株式会社 著

AAAのためのプロトコル「Diameter」についての本邦初の解

説書。Diameterの基本となるベースプロトコルと、最も重要

ないくつかのアプリケーションプロトコルをピックアップし重

点的に解説。最後にfreeDiameterとDiamEAPという国産のオ

ープンソースのプログラムを用いた実践例を紹。

B5変判 320頁 定価(3,900円+税)1505 978-4-87311-702-7

データ匿名化手法
ヘルスデータ事例に学ぶ個人情報保護

Khaled El Emam

LukArbuckle 共著

木村映善・魔狸 共監訳

笹井崇司 訳

本書は健康情報の匿名化について、基本的な考え方やアプロー

チ、具体的な手法やツールについて解説。匿名化について基本

的な知識を丁寧に紹介。

A5判 272頁 定価(2,800円+税)1505 978-4-87311-724-9

初めてのSpark
HoldenKarau

AndyKonwinski

PatrickWendell

Matei Zaharia 共著

Sky株式会社 玉川竜司 訳

次世代のビッグデータ処理のプラットフォームとして注目され

るApache Sparkの総合解説書。Sparkを初めて使う人から、ク

ラスタ上で本格的な利用をする人までを一通り対象とした総合

書籍であり、ビッグデータや機械学習に携わる開発者に広くア

ピールする内容です。

B5変判 312頁 定価(3,200円+税)1508 978-4-87311-734-8

マイクロインタラクション
UI/UXデザインの神が宿る細部

Dan Saffer 著

武舎広幸

武舎るみ 共訳

UIのディテールをほんの少し工夫するだけでUXは劇的に改善

する。本書では効果的なマイクロインタラクション―ひとつの

作業だけをこなす最小単位のインタラクション―をデザインす

る方法について学ぶ。マイクロインタラクションを活用すれ

ば、ありふれた平凡な製品も顧客を引きつける魅力的な製品に

生まれ変わらせることができる。A5判 240頁 定価(2,400円+税)1403 978-4-87311-659-4

インタフェースデザインの実践教室
―優れたユーザビリティを実現するアイデアとテクニック

LukasMathis 著

武舎広幸

武舎るみ 共訳

インタフェースデザインの実践的な解説書。使いやすいUIで

優れたUXを提供するために必須な「リサーチ」「デザイン」

「インプリメンテーション」という3つのフェーズを、研究に裏

付けされた概念や実践例を織り交ぜながら解説する。テクニッ

クの章とアイデアの章にわけて学びます。

B5変判 332頁 定価(3,000円+税)1304 978-4-87311-608-2

インタフェースデザインの心理学
―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100の指針―

SusanWeinschenk 著

武舎広幸

武舎るみ

阿部和也 共訳

デザインは相手から反応を引き出すための大事な要素であり、

人間の行動原理を理解していないデザインは相手を混乱させる

だけである。本書ではすべてのデザイナーが知るべき100のセ

オリーを実践例とともに紹介。これらのセオリーを理解してデ

ザインすれば、人間の思考や行動、遊び方にマッチした直観的

で人を引きつける製品を作れるようになる。B5変判 272頁 定価(2,800円+税)1207 978-4-87311-557-3

デザイニング・インターフェース
―パターンによる実践的インタラクションデザイン― 第2版

JeniferTidwell 著

ソシオメディア株式会社 監修

浅野紀予 訳

『デザイニング・インターフェース』の改訂第2版。UIデザイ

ンの各要素を体系的に整理し、適切な使用法を明快に述べると

いう特徴はそのままに、最新のトレンドを反映したアップデー

トを行った。ソーシャル関係、モバイル関係のパターンがそれ

ぞれ数十ページずつ追加。既存の章にも、新しいパターンの追

加や、最新の事例への差し替えが行われた。B5変判 592頁 定価(4,600円+税)1112 978-4-87311-531-3

オライリー・ジャパン320



リーダブルコード
―より良いコードを書くためのシンプルで実践的なテクニック―

Dustin Boswell
Trevor Foucher 著

角 征典 訳

「コードは読んで理解しやすく、誰もかもが読んだとき短時間

で理解できるように書かれるべき」とし、その手順を解説して

いく書籍。大企業でエンジニアをしていた著者たちが、5年以

上にわたり、数百に及ぶ「悪いコード」の事例を解析し、それ

はなぜそれらは悪く、どうしたらそれらは改善できるのかを調

べ、行き着いた結論が読んでわかるコードである。A5判 260頁 定価(2,400円+税)1206 978-4-87311-565-8

ビューティフルビジュアライゼーション
Julie Steele

Noah Iliinsky 共著

増井俊之 監訳

牧野 聡 訳

ビジュアライゼーションについてのエッセイ集。ビジュアライ

ゼーションは情報のグラフィカルな提示であり、その描写は複

雑な情報を一目で明らかにしてくれる。本書では学者や技術

者、芸術家、分析の専門家など異なる立場でそれぞれのプロジ

ェクトに取り組むその道のプロによるさまざまなビジュアライ

ゼーション手法やツールを紹介する。B5変判 416頁 定価(3,800円+税)1110 978-4-87311-504-7

ビューティフルデータ
Toby Segaran

Jeff Hammerbacher 編

堀内孝彦

小俣仁美

苅谷 潤 訳

現在注目されている大規模データの活用に関する事例を実際の

開発に携わったエンジニアが紹介する。Twitterからライフロ

グを収集し可視化する方法、Facebookのデータマイニング、

統計データを活用した犯罪捜査、政治への統計分析の応用の可

能性など、地理情報処理、統計分析、データマイニング、自然

言語処理、情報の可視化に関する最先端の事例を紹介する。B5変判 400頁 定価(3,400円+税)1102 978-4-87311-489-7

ビューティフルコード
GregWilson 他編

BrianKernighan

まつもとゆきひろ 他著

久野禎子

久野 靖 共訳

K&R、AWKのブライアン・カーニハン、『珠玉のプログラミ

ング』のジョン・ベントレー、XMLの父ティム・ブレイ、

Rubyのまつもとゆきひろ氏ら、一流プログラマたちのエッセ

イ集。また、Subversion開発者のカール・フォーゲル、ゲノム

解析のジム・ケント、『ハッカーのたのしみ』のヘンリー・ウ

ォーレン Jrなどのも執筆。B5変判 672頁 定価(3,800円+税)0804 978-4-87311-363-0

Making Software
―エビデンスが変えるソフトウェア開発―

AndyOram

GregWilson 共編

久野禎子

久野 靖 共訳

「より優れた」開発手法を日々研究し提唱している第一線で活

躍する研究者や、コンサルタント、プログラマたちのエッセイ

集。生産性が10倍高いプログラマは本当にいるのか？デザイン

パターンを使うと本当にソフトウェアは向上するのか？といっ

た疑問への明確な答え、斬新なアイデア、将来への示唆を与え

てくれるトピックが多く含まれている。B5変判 624頁 定価(3,800円+税)1109 978-4-87311-511-5

検索と発見のためのデザイン
―エクスペリエンスの未来へ―

PeterMorville
Jeffery Callender 著

浅野紀予 訳

ウェブで最も頻繁に行われている「検索」をテーマにした書

籍。ウェブデザイナー、情報アーキテクトを主な読者対象とし

て、検索を機能（システム側の視点）と意味（ユーザー側の視

点）の両面から解説した上で、実践的な情報（デザインパター

ン）の提供を行う。解説用のカラー図版を多数掲載し、ビジュ

アルな理解を助けていることも特徴。A5判 224頁 定価(2,400円+税)1011 978-4-87311-476-7

クラウド セキュリティ&プライバシー
―リスクとコンプライアンスに対する企業の視点―

TimMather

SubraKumaraswamy

Shahed Latif 著

下道高志 監訳

クラウド技術は企業にとって、ITコストを削減するための理

想的な方法だと考えられる傾向にあるが、どれくらいセキュリ

ティが確保されているものかはあまり知られていない。本書

は、クラウドにデータを置くとき、何を危険にさらしているの

か、仮想インフラとウェブアプリケーションを安全にしておく

ために何ができるのかを学ぶ書籍。B5変判 314頁 定価(3,400円+税)1006 978-4-87311-458-3

リバースエンジニアリング
―Pythonによるバイナリ解析技法―

Justin Seitz 著
安藤慶一 訳

ハッキングツールやテクニックの概念を解説した上で、

Pythonを使ったバイナリ解析技法について詳しく解説する。

読者は、独自デバッガの設計とプログラミング、バグを発見す

るためのツールの作り方、オープンソースのライブラリを活用

した処理の自動化、商用ソフトとオープンソースのセキュリテ

ィツールを連動させる方法などについて学ぶことができる。A5判 272頁 定価(3,200円+税)1005 978-4-87311-448-4

Head Firstデザインパターン
―頭とからだで覚えるデザインパターンの基本―

Eric Freeman 他著

佐藤直生 監訳

木下哲也 他訳

難しくて敬遠されがちな題材をイラストや写真、そしてたとえ

を多用して、直感に訴える「Head First」シリーズの第2弾。

今回はデザインパターンをさまざまな角度から徹底解剖、文章

は最小限にとどめ、まるで漫画や絵本を読むように簡単に読み

進み、理解することができる。

B5変判 700頁 定価(4,600円+税)0511 978-4-87311-249-7

サイバーセキュリティプログラミング
Pythonで学ぶハッカーの思考

Justin Seitz 著

青木一史・新井 悠

一瀬小夜・岩村 誠 他訳

Pythonを使った情報セキュリティにおける攻撃手法について

解説。攻撃者の意図や実践手法から防御方法を導き出すという

アプローチは、今後すべての情報セキュリティ技術者にとって

必須のテクニックとなる。

A5判 272頁 定価(3,000円+税)1510 978-4-87311-731-7
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OpenStack Swift
JoeArnold

SwiftStack team 共著

菊池研自 監訳

木下哲也 訳

オープンソースのクラウド環境構築用のソフトウェア群である

OpenStackのストレージ機能を担うモジュールSwiftについて

の解説書。Swiftの基礎、Swiftを使ったアプリケーション、

Swiftのインストール、Swiftの運用設定、デバッグとトラブル

シュートについて、開発者の視点からのtipsも豊富に交えて解

説。B5変判 352頁 定価(3,400円+税)1511 978-4-87311-737-9

アルゴリズムパズル
プログラマのための数学パズル入門

Anany Levitin

Maria Levitin 共著

黒川 洋

松崎公紀 共訳

プログラマが楽しめる数学パズル集。プログラミングの知識は

必要としないため、数学愛好者、パズル愛好者にも楽しめる内

容です。数学パズルの解法を通じて、優れたアルゴリズムの設

計、アルゴリズム的思考、柔軟な思考を身に付けることができ

る。近年大企業では、入社試験にパズル的問題を出すところも

増えており、その対策としても有用。A5判 336頁 定価(3,000円+税)1404 978-4-87311-669-3

プログラマのためのサバイバルマニュアル

Josh Carter 著
長尾高弘 訳

プログラマを仕事に選ぶとき知っておくべきことがある。必要

なことは、開発に必要な技術的な知識にとどまらない。製品と

してコードをリリースするビジネスの中で生きるためには、人

や組織などプログラマが関わるあらゆることが知っておくべき

知識の対象となる。本書は、プログラマが知っておくべきこと

を33のtipsにまとめて語る実用書。A5判 258頁 定価(2,200円+税)1208 978-4-87311-571-9

プログラマが知るべき97のこと
Kevlin Henney 編

和田卓人 監修
夏目 大 訳

前作『ソフトウェアアーキテクトが知るべき97のこと』と同シ

リーズのプログラマ版。プログラミング手法やプログラミング

に対する思い、またプログラマとしての生き方について、世界

中で活躍するプログラマによるエッセイを97本の収録してい

る。日本語版では付録として、日本人トッププログラマによる

10本のエッセイもあわせて収録。A5判 288頁 定価(1,900円+税)1012 978-4-87311-479-8

初めての

プログラミング
（第2版）

Chris Pine 著
長尾高弘 訳

ゼロからプログラミングを学ぶ入門者を対象に、プログラミン

グの基礎をていねいに解説する入門書。プログラミングの基礎

概念を、かんたんなコードを書きながら理解を深めていくチュ

ートリアルスタイルで解説。解説にはRubyを採用しているが、

解説の内容は他の言語や環境などにも通じる普遍性のある内容

である。B5変判 232頁 定価(2,000円+税)1009 978-4-87311-469-9

アンダースタンディング コンピュテーション
Tom Stuart 著
笹田耕一 監訳
笹井崇司 訳

本書は、Rubyでコンピュータサイエンスの計算理論とコンパ

イラ理論を学ぶための書籍。計算理論とは、「計算可能な手続

きとは何か」を学ぶ領域。チューリング機械やラムダ計算など

を用いて「計算を組み立てる部品」を定義し、その部品の組み

合わせでアルゴリズムを組み立てる方法と、組み立てたアルゴ

リズムを操作する方法を学べる内容。B5変判 336頁 定価(3,200円+税)1409 978-4-87311-697-6

エンジニアのための

フィードバック制御入門
PhilippK. Janert 著

野原 勉 監訳

星 義克

米元謙介 共訳

「フィードバック制御」という概念をソフトウェアエンジニア

たちに広く紹介し、品質や生産性を上げることを目的に執筆さ

れた、制御工学の入門書。ソフトウェアエンジニアの視点に立

ち、理論よりも実用に重きを置いて書かれている。基本の解説

から始まり、実用例の紹介、ケーススタディの紹介、そして最

後に理論の説明でまとめている。A5判 344頁 定価(3,200円+税)1407 978-4-87311-684-6

入門

データ構造とアルゴリズム
NarasimhaKarumanchi 著

黒川利明

木下哲也 共訳

実践に即したわかりやすいデータ構造とアルゴリズムの解説

書。伝統的なアルゴリズムとデータ構造の書籍の構成を踏襲

し、基本的なアルゴリズムとデータ構造についてはすべてきっ

ちり抑え、なおかつ動的計画法や計算量クラスといった新しい

話題についても盛り込んでいる。非常に多くのトピックを取り

上げており、プログラマに必要な知識を網羅した。B5変判 554頁 定価(3,800円+税)1308 978-4-87311-634-1

テスト駆動開発による組み込みプログラミング
―C言語とオブジェクトで学ぶアジャイルな設計―

JamesW. Grenning 著

蛸島昭之 監訳

笹井崇司 訳

エンタープライズやウェブ系ではすでに一般的になっているリ

ファクタリングや継続的インテグレーションといったアジャイ

ル開発とともに発展してきたプラクティスを、組み込み分野に

応用するという書籍。C言語開発者に向けて、テスト駆動開発

の概要から実践までを豊富なサンプルとともに丁寧に詳細に解

説している。B5変判 388頁 定価(3,600円+税)1304 978-4-87311-614-3

デバッグの理論と実践
―なぜプログラムはうまく動かないのか

Andreas Zeller 著

中田秀基 監訳

今田昌宏・大岩尚宏

竹田香苗 他共訳

なぜプログラムがうまくいかないかについて、その効率的な原

因究明とデバッグ方法を提案。なぜ「システマチック」で「自

動的」なデバッグが必要なのか、そしてそれを実現するための

手法として、差分デバッグ、科学的手法といった具体的なテク

ニックの詳細を紹介。本書は多くのプログラマにとって福音と

なる一冊。B5変判 444頁 定価(3,200円+税)1212 978-4-87311-593-1
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アルゴリズムクイックリファレンス
（第2版）

GeorgeT. Heineman

Gary Pollice

Stanley Selkow 著

黒川利明・黒川 洋 共訳

2010年に発刊以来、増刷を重ねるロングセラーの改訂版です。理
論だけでなく実践的側面を重視した、バランスのよいアルゴリズムの
解説書として認知されていた第1版を全面的に改訂。適切な問題解
決、性能改善という、エンジニアの2つの大きな要求に応えるため、
どのアルゴリズムを使うべきか、どう実装するのか、さらに性能を向
上させる方法はあるのかを説明します。フォーチャンアルゴリズム、
マージソート、マルチスレッドクイックソート、AVL平衡二分木実
装、R木と四分木などの新たなアルゴリズムも追加されています。A5判 440頁 定価(3,200円+税)1612 978-4-87311-785-0

並行コンピューティング技法
―実践マルチコア/マルチスレッドプログラミング―

Clay Breshears 著
千住治郎 訳

マルチコアプロセッサの能力を最大限に引き出したい開発者の

ための実用書。並行プログラミングの基礎から、具体的な実装

方法を解説。マルチコアプログラミングで役立つツールも紹

介。OpenMP、TBB、インテルParallelStudi、Windowsスレッ

ド、POSIXスレッドなどについても触れる。マルチコアCPU

で開発を行うエンジニアには必須の一冊。B5変判 284頁 定価(3,200円+税)0912 978-4-87311-435-4

実践

デバッグ技法
GDB、DDD、Eclipseによるデバッギング

NormanMatloff

Peter Salzman 著

相川愛三 訳

本書では、Linux/Unixプラットフォームでもっとも広く使わ

れているGDB、DDD、Eclipseという3つのツールを取り上げ、

各ツールに独自のデバッグテクニックはもちろん、コードに含

まれるエラーを見つけ出し修正するプロセスを改善するための

総合的な戦略についても解説する。翻訳版ではVisualStudio .

NETでのデバッグ手法についても加筆。B5変判 288頁 定価(2,800円+税)0906 978-4-87311-406-4

Debug Hacks
デバッグを極めるテクニック&ツール

吉岡弘隆・大和一洋・大岩尚宏

安部東洋・吉田俊輔 著

Linuxサーバ開発で知られる（株）ミラクル・リナックスの精

鋭エンジニアたちによる書き下ろし。第一線で活躍するエンジ

ニアが、長年のLinuxカーネル開発の経験で培ったデバッグテ

クニックを紹介。開発者に必須のデバッグテクニックを網羅

し、日常業務で役立つ実用的なワザを惜しみなく披露する。効

率よくかつクオリティーの高い開発のために必須の一冊。A5判 424頁 定価(3,200円+税)0904 978-4-87311-404-0

HeadFirstオブジェクト指向分析設計
頭とからだで覚えるオブジェクト指向の基本

BrettMcLaughlin 他著

長瀬嘉秀

永田 渉 監訳

株式会社テクノロジックアート 訳

問題領域・業務の分析、システム化すべき範囲の抽出と用件定

義、ユースケースごとのオブジェクトの抽出と分析モデルの作

成、開発環境と実行環境の制約のもとで分析モデルを設計モデ

ルに置き換える作業などの基礎を解説し、その上で良いデザイ

ンの条件、分析設計ツールの最適な使い方などを学ぶ。

B5変判 636頁 定価(4,000円+税)0711 978-4-87311-349-4

Binary Hacks
―ハッカー秘伝のテクニック100選―

高林 哲
鵜飼文敏
佐藤祐介 他著

『Blog Hacks』に続く日本独自企画のHack本。本書ではNama-

zuの開発者として知られる高林哲氏を中心に日本屈指のハッ

カーたちが秘伝の技法を公開する。内容は「オブジェクトファ

イルHack」「GNUプログラミングHack」「セキュアプログラミ

ングHack」「ランタイムHack」他。

A5判 400頁 定価(3,200円+税)0611 978-4-87311-288-6

詳解

シェルスクリプト
Arnold Robbins
Nelson H. F. Beebe 著

日向あおい 訳

シェルスクリプトを駆使するために不可欠なコンピュータシス

テムの仕組みや動作についての知識をふんだんに提供。コンピ

ュータユーザとしてだけでなく、技術者としての応用力強化に

つながる質の高い内容となっている。入門者から中・上級者ま

でじっくり学べる。

B5変判 380頁 定価(2,800円+税)0601 978-4-87311-267-1

言語実装パターン
―コンパイラ技術によるテキスト処理から言語実装まで―

Terence Parr 著

中田育男 監訳

伊藤真浩 訳

構文解析器ANTLRの開発者による執筆。Aコンパイラの基礎

から、実装の詳細までていねいに解説された正統的なコンパイ

ラの解説書。コンパイラの知識は、コンピュータサイエンスを

専攻する学生には必須であり、クリティカルなコードを書くプ

ログラマにとっても必要な知識である。コンパイラについて基

本から体系的にきちんと学びたい人に最適。B5変判 352頁 定価(3,600円+税)1112 978-4-87311-532-0

入門

自然言語処理
Steven Bird

EwanKlein

Edward Loper 著

萩原正人 他訳

自然言語処理（NLP）の理論と手法はさまざまな言語や技術

に適用されており、そのノウハウは急速に蓄積されつつある。

本書は、幅広い分野の技術者を対象としてNLP の基礎概念か

ら実践的なプログラミング手法までを詳説。既存のプログラミ

ング知識に捉われずに、自然言語の解析が行えるようになりた

いと考えている技術者のための本である。B5変判 536頁 定価(3,800円+税)1011 978-4-87311-470-5

正規表現クックブック
Jan Goyvaerts
Steven Levithan 著

長尾高弘 訳

正規表現の基礎から応用まで実用的な例を網羅した実例集。具

体的な実例とともに個々の正規表現を解説しているため、複雑

な表現も理解しやすく、また応用もしやすい。また、8つのプ

ログラミング言語を網羅しており、言語ごとの細かな癖や落と

し穴も、すっきりと理解できる。即実践に使いたい読者にも、

理解を深めたい読者にも薦められる決定版。B5変判 552頁 定価(4,200円+税)1004 978-4-87311-450-7
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詳説

正規表現
（第3版）

Jeffrey E.F. Friedl 著
長尾高弘 訳

第3版では、Javaや.NETなどのプログラミング言語に加えて、

新たにPHPにも対応。圧倒的な情報量で詳しくていねいに解

説するスタイルはそのままに、全編にわたって細かく加筆、修

正がなされている。正規表現の真髄を解くロングセラーが遂に

待望の改訂。

B5変判 528頁 定価(4,800円+税)0804 978-4-87311-359-3

入門

UML2.0
RussMiles

Kim Hamilton 著
原 隆文 訳

図の種類ごとに章を分け、実践的なサンプルを数多く使って、

初心者にもわかりやすく説明している。単に表記法を示すだけ

でなく、注意すべき点とその理由を丁寧に解説しているので、

使用するツールや言語を問わず、あらゆるシステム開発プロジ

ェクトに応用が可能である。

B5変判 288頁 定価(2,800円+税)0702 978-4-87311-317-3

UML2.0クイックリファレンス
Dan Pilone
Neil Pitman 著
原 隆文 共訳

UMLは、システムをモデリングするための標準的な言語であ

り、現代のシステム開発においては必須のもの。UMLのクイ

ックリファレンスであり、バージョンのUML 2.0に完全に対

応。豊富なサンプルと詳細な説明により、バージョン2.0で大

きく変わったUMLの仕様を容易に理解できる。

A5判 256頁 定価(2,500円+税)0606 978-4-87311-284-8

初めての

コンピュータサイエンス
Jennifer Campbell

Paul Gries・JasonMontojo

GregWilson 著

長尾高弘 訳

本書は、コンピュータサイエンスへの導入の書。プログラムが

動作する基礎概念を、プログラムの動作を見ながらていねいに

解説している。本書を読み終えた読者が、プロフェッショナル

なプログラマは物事をどのようにとらえて発想するのか、つま

りプロフェッショナルなプログラマのように考える方法を身に

付けてもらうことである。B5変判 356頁 定価(2,400円+税)1007 978-4-87311-463-7

Rではじめるデータサイエンス
HadleyWickham

Garrett Grolemund 共著

黒川利明

大橋真也

ggplot2、plyrといったRを代表するパッケージやRStudioの開

発で知られる「Rの神様」ハドリー・ウィッカムと、『RStudio

からはじめるRプログラミング入門』の著者による、Rプログ

ラミングを通してデータサイエンスの理解と知識を深めるため

の一冊。

B5変判 448頁 定価(4,000円+税)1710 978-4-87311-814-7

スケーラブルリアルタイムデータ分析入門
―ラムダアーキテクチャによるビッグデータ処理―

NathanMarz

JamesWarren 共著

伊藤真浩

木下哲也 共訳

大規模データ処理において、スケーラビリティと信頼性をどう

担保するのか、サーバダウン時のデータ欠損を最小限に抑え、

なおかつ保守性の高いシステム設計を実現するには、どのよう

なデータモデルとアーキテクチャが必要なのか、データ分析を

行うエンジニアであれば、知っておくべき情報を提供。

B5変判 384頁 定価(3,800円+税)1608 978-4-87311-775-1

コマンドラインではじめるデータサイエンス
分析プロセスを自在に進めるテクニック

Jeroen Janssens 著

太田満久・下田倫大

増田泰彦 監訳

長尾高弘 訳

コマンドライン初学者に向けてコマンドライン処理の基礎から

データ分析に必要な操作を解説。データの取得〜加工〜分析と

いうタスクの流れに従って、各種ツールを説明。仮想マシンを

使うことでWindowsでもサンプルを実行できるようになって

いるため、Windows/GUI環境でデータ分析をしている人にも

理解しやすい内容。A5判 264頁 定価(2,600円+税)1509 978-4-87311-741-6

データサイエンス講義
Rachel Schutt

CathyO'Neil 共著

石井弓美子

河内 崇

河内真理子 他共訳

データサイエンスを行う上で、どのようなプロセスが必要か、データ
サイエンティストとしてはどのようなスキルセットが必要で、どのよう
な思考方法をする必要があるのかを実例を多数示しながら紹介しま
す。Google、Microsoft、eBayで使われているアルゴリズムや分析
手法、ツールの紹介など、プログラマが興味を持つであろう話題、
事例も豊富に掲載。内容の幅が広く、データサイエンティストの参
考になるトピックが満載の一冊です。A5判 452頁 定価(3,000円+税)1410 978-4-87311-701-0

戦略的データサイエンス入門
ビジネスに活かすコンセプトとテクニック

Foster Provost

Tom Fawcett 共著

竹田正和 監訳

市川正和・大木嘉人 他共訳

ビジネスにおいてデータ分析を行う際に、必要な理論、概念、

分析手法を体系的に解説。エンジニアに必要な技術的な知識を

深めることができ、またマネージャにとっては、データ分析の

重要性と、ビジネス戦略への生かし方、そしてデータ分析の概

念と手法の概要を知ることができる。知識や認識に乖離がある

マネージャとエンジニアの橋渡しともなる。A5判 456頁 定価(2,800円+税)1407 978-4-87311-685-3

入門

ソーシャルデータ
（第2版） ソーシャルウェブのデータマイニング

MatthewA. Russell 著

佐藤敏紀・瀬戸口光宏・原川浩一 監訳

長尾高弘 訳

Facebook、Twitter、電子メール、ウェブサイトやブログなど

のソーシャルウェブから、データを取得し、マイニングする方

法を解説する入門書。第2版では、ソーシャルデータを扱おう

とするエンジニアに向けて必要な基礎知識とテクニックを解説

するという方針はそのままに、旧版出版後に改まった各種主要

なサービスの状況を取り込んだ。B5変判 488頁 定価(3,600円+税)1406 978-4-87311-679-2
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アジャイル データサイエンス
スケーラブルに構築するビッグデータアプリケーション

Russell Jurney 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

データ収集・集約・解析・レポート化のためのアジャイルな環

境作りと方法を紹介！ビッグデータ処理には、適切な環境作り

が必須。本書はデータ処理の様々なステージで、どういった要

素技術が用いられ、それらがどうつながってシステムを形成す

るのか、その全体像を、実際に動作させながら把握できる書

籍。A5判 236頁 定価(2,600円+税)1404 978-4-87311-671-6

バッドデータハンドブック
―データにまつわる問題への19の処方箋―

Q. EthanMcCallum 著

磯 蘭水 監訳

笹井崇司 訳

データを扱う際に、使いやすいデータにする方法を19個紹介す

る。悪い事例を紹介し、それを避けるための方法を解説する。

データを扱う際に、すぐに使える状態にするためのデータのつ

くり方、またきれいなデータにしておくためのルール作り、す

ぐに使えるデータかどうかをテストする方法などについて解

説。データを操るためのテクニックが満載。A5判 310頁 定価(2,800円+税)1309 978-4-87311-640-2

RとRubyによるデータ解析入門
Sau Sheong Chang 著

瀬戸山雅人

河内 崇

高野雅典

橋本吉治 共訳

データ解析の基礎を学びたいプログラマ向けに、人気の高いオ

ープンソースツールRとRubyを活用して、データを処理し、

シュミレーションし、仮説を立て、統計的手法を用いて分析・

検証するデータ解析の基本の理解を促す。ビッグデータ活用の

ためにはデータ解析のスキルが必要で、プログラマ視点で書か

れた本書は貴重な情報源である。B5変判 282頁 定価(2,800円+税)1304 978-4-87311-615-0

Head Firstデータ解析
―頭とからだで覚えるデータ解析の基本―

MichaelMilton 著

大橋真也 監訳

木下哲也 訳

データの収集、整理、視覚化、解析、そしてプレゼンテーショ

ンというデータ解析の手順に沿って、実際に手を動かしながら

やさしく解説。エクセルやRをはじめさまざまなデータ解析ツ

ールを使って効果的なデータの提示方法が身につくように構成

されている。データ解析したい場合に役立つ、実践的な内容の

一冊。B5変判 480頁 定価(3,200円+税)1007 978-4-87311-464-4

実践

コンピュータビジョン

Jan Erik Solem 著
相川愛三 訳

コンピュータビジョンの理論とアルゴリズムを基礎から学べる

実践的な入門書。理論よりも実践に重きを置き、サンプルを示

しながら物体認識や3Dの復元、ステレオ画像、拡張現実、そ

の他コンピュータビジョンの応用について解説する。各章末に

は演習問題が用意してあり、自分がその章で何を学んだのか、

また自分の理解度を確認することができる。B5変判 288頁 定価(3,000円+税)1303 978-4-87311-607-5

詳解

OpenCV
コンピュータビジョンライブラリを使った画像処理・認識

Gary Bradski

AdrianKaehler 著

松田晃一 訳

現在急速に利用価値を広めている分野であるコンピュータビジ

ョンについての解説書。コンピュータが「目」を持ち、情報に

基づいて意思決定することが可能なアプリケーションをどう開

発するかについて、OpenCVの開発者であるGary Bradski氏が

詳しく解説する。

B5変判 656頁 定価(4,600円+税)0908 978-4-87311-413-2

Optimized C++
最適化、高速化のためのプログラミングテクニック

Kurt Guntheroth 著

黒川利明 訳

島 敏博 技術監修

C++で最適化する際のパフォーマンスチューニングの原則と、

より高速かつリソースの消費が最低限で済む効率の良いコード

の書き方を指南。スマフォから大規模サーバまで応用可能な、

汎用性の高い内容。

B5変判 368頁 定価(4,000円+税)1702 978-4-87311-792-8

Cクイックリファレンス
（第2版)

Peter Prinz

Tony Crawford 著

黒川利明 訳

島 敏博 技術監修

Cの文法、関数、ライブラリ、ツールを網羅し、C11にも対応

した最新かつ質・量ともに充実のC言語リファレンス。

A5判 832頁 定価(4,600円+税)1611 978-4-87311-781-2

Effective Modern C++
C++11/14プログラムを進化させる42項目

ScottMeyers 著
千住治郎 訳

初版発刊から30年以上経ったいまでも、C++プログラマから

絶大な支持を集め、ロングセラーを記録しているスコット・メ

イヤーズの名著『Effective C++』の改訂後継版。優れたC++

プログラムはどのように書けばよいのかを指南。効果的かつ堅

牢、移植性の高い優れたC++プログラムを書くノウハウを42

項目にわたって掲載。B5変判 368頁 定価(3,800円+税)1509 978-4-87311-736-2

C実践プログラミング
（第3版）

SteveOualline 著
望月康司 監訳

シンプルで実用的なルールを重んじながら、Cの言語仕様だけ

でなく（プログラムの発送、設計、記述手法、デバック、リリ

ース、ドキュメント作成、保守、バージョンアップなど）Cプ

ログラミングの全課程について解説する、本格的な入門書。

B5変判 480頁 定価(4,500円+税)9806 978-4-900900-64-6
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詳説

Cポインタ

Richard Reese 著
菊池 彰 訳

ポインタはC言語を習得する上での最大の壁と言われる。しか

し、ポインタをひとたび理解すると、柔軟で強力なプログラム

を書くことができる。本書はエキスパートのCプログラマにな

るために必要なポインタについて、図とコードを多用して視覚

的かつ直観的な理解を促す。メモリの構造について理解できる

ので、ほかの言語のプログラマにも有益な内容。B5判 248頁 定価(2,200円+税)1312 978-4-87311-656-3

Head First C
―頭とからだで覚えるCの基本―

David Griffiths

Dawn Griffiths 著

中田秀基 監訳

木下哲也 訳

認知科学、教育心理学に基づき、効率よく学習できるように工

夫されたHead FirstシリーズのC言語バージョン。前半ではC

言語の基本を楽しく理解でき、また後半では高度な話題につい

ても詳しく解説しており、既存のいわゆる入門書とは一線を画

している。初心者からさらにCの知識を深めたいプログラマま

で楽しめる一冊です。B5変判 604頁 定価(3,600円+税)1304 978-4-87311-609-9

プログラミングC#
（第7版）

Ian Griffiths 著

鈴木幸敏・風間一洋

木村英一・黒川利明 ほか共訳

C# 5.0対応とVisual Studioの新バージョンに合わせて全面改訂

されたロングセラー。C# 5.0で新たに導入された非同期処理な

ど の 新 機 能 と、Windows 8 ア プ リ、Reactive Extentions

（Rx）、XAMLについてもカバー。言語仕様から応用までを1冊

にまとまっている。C# プログラマのバイブル。

B5変判 880頁 定価(4,800円+税)1311 978-4-87311-650-1

Head First C#
―頭とからだで覚えるC#の基本―

Andrew Stellman

Jennifer Greene 共著

木下哲也 訳

佐藤嘉一 技術監修

大好評Head FirstシリーズのC#バージョン。イラストを多用
して、C#初心者に、プログラミングの基本知識と実際のプロ
グラミング方法を詳しく解説する。楽しいイラストや写真を多
用して、プログラミングがまったく初めてという読者にも抵抗
なく読み進めることができる。C#の最新バージョンC#3.0対
応。初心者でも挫折することなくC#アプリケーションの構築
ができる。B5変判 580頁 定価(4,200円+税)0810 978-4-87311-383-8

C#エッセンシャルズ
（第2版）

BenAlbahari 他著
竹内里佳 訳

Microsoft .NETに対応するプログラムを開発するのに適したプ

ログラム言語であるC#について、演算子や関数表現などC#の

基本構造やC#を用いた .NET Frameworkのプログラミングな

ど、C#の要諦をわかりやすく解説する書である。C#をこれか

ら使い開発するエンジニア必携の書。

A5判 250頁 定価(2,600円+税)0207 978-4-87311-091-2

インテル スレッディング・ビルディング・ブロック
―マルチコア時代のC++並列プログラミング―

James Reinders 著

菅原清文 監訳

エクセルソフト株式会社 訳

インテル スレッディング・ビルディング・ブロック（Intel
Threading Building Blocks：TBB）は、C++のSTLを拡張した
並列処理用のテンプレート・ライブラリー。TBBがスレッド
管理を抽象化してくれるのでプログラマーはアルゴリズムに集
中できる。本書ではTBBを使ったコードのスレッド化につい
てサンプルを示しながらわかりやすく解説する。TBB1.0、1.1、
2.0対応。B5変判 368頁 定価(3,500円+税)0802 978-4-87311-355-5

C++実践プログラミング
（第2版）

SteveOualline 著

望月康司 監訳

クイープ 訳

実践で役立つC＋＋プログラミングを早く、確実に修得するた

めに必要な知識を無駄なく、簡潔に、しかも包括的にまとめて

いる。1996年の第1版発行以来、多くの読者に愛用されてきた

C＋＋実践ガイドの決定版。ANSI C＋＋に対応して改訂が行

われた。

B5変判 644頁 定価(5,800円+税)0309 978-4-87311-148-3

C++プログラミング入門
（新版）

Gregory Stair 他著

望月康司 監訳

谷口 功 訳

1996年に発行以来、C++言語習得のための定番入門書となっ

ていた、『C++プログラミング入門』に、新たな情報の加筆、

より理解しやすいように修正を加え新版として発行。

B5変判 248頁 定価(2,800円+税)0111 978-4-87311-063-9

入門PySpark
PythonとJupyterで活用するSpark2エコシステム

TomaszDrabas

Denny Lee 共著

Sky株式会社 玉川竜司 訳

PySparkとはSparkを実行するためのPython API。インメモリ

で高速に分散処理ができるフレームワークで、MLlibという機

械学習ライブラリが利用できることなどから注目されいる。本

書は、Apache SparkをPythonから使うための方法とノウハウ

を書いた書籍。

B5変判 288頁 定価(3,400円+税)1711 978-4-87311-818-5

Fluent Python
Pythonicな思考とコーディング手法

Luciano Ramalho 著

豊沢 聡

桑井博之 監訳

梶原玲子 訳

一歩先行くパイソニスタを目指す人のためのPython解説書。Pythonはシン
プルです。使い方を覚えるのも簡単で生産性を短期間で高めることができま
す。しかしこれは、Pythonに備わっている豊富な機能のほんの一部しか使っ
ていないということでもあります。本書では、とても有用なのにあまり使われて
いないPythonの特徴的な機能を活用し効果的で慣用的なPythonコードを書
く方法について解説します。読者は、Pythonicな思考とコーディング手法を
身につけ、コードをより短く、より速く、より読みやすくする方法を学べます。
本書では、どうすれば熟練のPython 3プログラマーになれるのかを徹底的に
追及します。B5変判 832頁 定価(5,800円+税)1710 978-4-87311-817-8
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PythonとJavaScriptではじめるデータビジュアライゼーション
KyranDale 著

嶋田健志 監訳

木下哲也 訳

生データを取得して、効率よく整理、分析を行い効果的な可視

化を実現するには、さまざまなツールとテクニックが必要。本

書では場面によってPythonとJavaScriptを使い分け、それぞれ

の言語の強みを最大限利用。サンプル豊富な実践的な一冊。

B5変判 500頁 定価(3,800円+税)1708 978-4-87311-808-6

退屈なことはPythonにやらせよう
―― ノンプログラマーにもできる自動化処理プログラミング

Al Sweigart 著
相川愛三 訳

手作業だと膨大に時間がかかる処理を一瞬でこなすPython 3

プログラムの作り方について学べる入門書。対象読者はノンプ

ログラマー。本書で基本をマスターすれば、プログラミング未

経験者でも面倒な単純作業を苦もなくこなす便利なプログラム

を作成することが可能。

A5判 616頁 定価(3,700円+税)1706 978-4-87311-778-2

Pythonではじめるデータラングリング
データの入手、準備、分析、プレゼンテーション

JacquelineKazil

Katharine Jarmul 著

長尾高弘 訳

嶋田健志 技術監修

データを自在に操るためのスキルを身につけた「データラング

ラー」になろうというコンセプトのもと、データ収集、処理、

分析、利用に関わるTIPSとサンプルを豊富に掲載。脱Excelを

図りたいExcelユーザが、スキルアップのために読む本として

も最適。

B5変判 516頁 定価(3,700円+税)1704 978-4-87311-794-2

初めての

PHP
David Sklar 著

桑村 潤

廣川 類 監修

木下哲也 訳

プログラミング初心者向けのPHP入門書。10年ぶりにメジャ

ーバージョンアップされたPHP 7対応。Webアプリケーション

を作成できるように、PHPの基礎からデータベースとの連携、

セッション管理などについてひと通り解説するほか、コマンド

ラインでの操作やデバッグやテスト、またフレームワークにつ

いても紹介。B5変判 364頁 定価(3,000円+税)1703 978-4-87311-793-5

ゼロからはじめる

データサイエンス

Joel Grus 著
菊池 彰 訳

データサイエンスを学んでみたい、でもプログラミングはでき

ないし、という初心者向けの、幅広いトピックをカバーしたデ

ータサイエンス入門書。短時間でデータサイエンスの基本知識

とPythonプログラミングのスキルを効率良く身につけること

が可能。

A5判 400頁 定価(3,200円+税)1701 978-4-87311-786-7

行列プログラマー
―Pythonプログラムで学ぶ線形代数―

PhilipN.Klein 著

松田晃一

船田 巧 訳

脇本佑紀・中田 洋 他共訳

線形代数プログラミングの解説書。数学的概念を実装するプロ

グラムで実際に問題を解決しながら、その応用法を探求。具体

的には、図形変換、顔検出、画像圧縮、画像補正、ページラン

ク、機械学習、暗号と秘密共有などの例を使い、ベクトルと行

列、それらを動かすアルゴリズムについて学習できる。

B5判 672頁 定価(5,400円+税)1610 978-4-87311-777-5

Pythonチュートリアル
（第3版）

Guido van Rossum 著
鴨澤眞夫 訳

Pythonの作者GUido氏自らが書き下ろしたPython入門者のた

めの手引書。Pythonの言語とシステムの基本的な機能やコン

セプトを解説。さらにPythonの特徴的な機能を数多く取り上

げて紹介することで、読者がこの言語の雰囲気とスタイルをつ

かめるよう配慮。

A5判 256頁 定価(1,800円+税)1603 978-4-87311-753-9

Effective Python
―Pythonプログラムを改良する59項目―

Brett Slatkin 著

鵜飼文敏 監訳

牧野 聡 訳

Addison-WesleyのEffectiveシリーズに待望のPythonバージョ

ンが登場。ベストプラクティス、ヒント、ショートカットや達

人プログラマのコードなどを紹介し、効果的な優れたPython

プログラムを書くノウハウをまとめた。より効果的なPython

コードを書くための方法が体験できる内容。

B5変判 256頁 定価(3,200円+税)1601 978-4-87311-756-0

IPythonデータサイエンスクックブック
―対話型コンピューティングと可視化のためのレシピ集―

Cyrille Rossant 著
菊池 彰 訳

本書はPythonの対話型環境IPythonを使ってデータ分析および

可視化を行うためのレシピを集めたクックブック。実際のデー

タを分析して可視化するという作業を通して、IPythonの使い

方をマスターできる。

B5変判 512頁 定価(3,800円+税)1512 978-4-87311-748-5

ハイパフォーマンスPython
Micha Gorelick
IanOzsvald 共著
相川愛三 訳

Pythonの高速化技法に関するプロユースの解説書。ボトルネ

ックの測定方法から、最適なデータ構造の使い分け、Cython

やPyPyなどのコンパイラの比較、numpyなどのパッケージの

使い方、マルチコアCPUの活用法、メモリ効率を劇的に改善

するトライ構造や近似計算まで、シンプルな実例プログラムを

用いながらわかりやすく説明。B5変判 368頁 定価(3,600円+税)1511 978-4-87311-740-9
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入門 Python 3
Bill Lubanovic 著

斎藤康毅 監訳
長尾高弘 訳

プログラミング初心者を対象としたPythonの入門書。プログ

ラミングおよびPythonの基礎からウェブ、データベース、ネ

ットワーク、並列処理といった応用まで、Pythonプログラミ

ングをわかりやすく丁寧に説明。

A5判 608頁 定価(3,700円+税)1511 978-4-87311-738-6

実践 Python 3

Mark Summerfield 著
斎藤康毅 訳

2014年米国Joltアワード受賞の本書。仕事や研究で役立つ実践

的な側面を重視し、一般的なプログラミングのベストプラクテ

ィスをPythonに適用する方法について解説。テーマは、エレ

ガントなコーディングのためのデザインパターン、処理速度向

上のための並列処理とCython、ハイレベルなネットワーク処

理、そしてグラフィックス。A5判 368頁 定価(3,400円+税)1511 978-4-87311-739-3

Python文法詳解

石本敦夫 著

本書は、Pythonの構造や仕組みに踏み込んで解説する書き下

ろし書籍。プログラミング言語としてのPythonについて、

CPythonのバージョン3.3以降を対象に、Pythonの言語仕様や

特徴を掘り下げて詳しい知識を提供している。初心者を脱した

いPythonプログラマやプログラミング経験のある読者がおも

な対象。B5変判 328頁 定価(3,200円+税)1409 978-4-87311-688-4

Pythonによるデータ分析入門
NumPy、pandasを使ったデータ処理

WesMcKinney 著

小林儀匡・鈴木宏尚

瀬戸山雅人・滝口開資 他共訳

充実した数学ライブラリを備えたPythonは非常に人気がある。

Numpy、pandas、matplotlibといったライブラリがオープンソ

ースとして注目を浴び、プログラマやアナリスト、理系の研究

者に支持されているが、日本語のドキュメントが少なく、まと

まった情報が求められていた。本書はこうしたニーズに応える

待望の一冊。B5変判 474頁 定価(3,600円+税)1312 978-4-87311-655-6

Pythonチュートリアル
（第2版）

Guido van Rossum 著
鴨澤眞夫 訳

プログラミング言語Python（パイソン）の作者自身が書き下

ろしたPython入門者のための手引き書。本書をひと通り読め

ば、Pythonのモジュールやプログラムを読み書きできるよう

になり、またライブラリリファレンスで解説されているさまざ

まなモジュールについて詳しく学ぶ準備が整う。第2版では

Pythonの最新バージョンに対応。A5判 224頁 定価(1,500円+税)1002 978-4-87311-442-2

初めての

Python
（第3版）

Mark Lutz 著
夏目 大 訳

人気の高いPythonトレーニングコースの講師を長年に渡って

勤める著者が、その経験を注いで書き上げた良書。Pythonの

言語仕様を詳しく、効率よく学ぶことができるだけでなく、ア

プリケーション開発に必要な実践的なトピックも網羅。

Python入門者だけでなく、プログラミング初学者向けに書か

れた良質なテキスト。B5変判 808頁 定価(4,600円+税)0902 978-4-87311-393-7

Python クックブック
（第2版）

AlexMartelli・AnnaMartelli

Ravenscroft・DavidAscher 著

鴨澤眞夫 他訳

Pythonそのものを教えようとする本ではなく、特定のタスク

に対応するための特定の概念やテクニックを示したものであ

る。収録したレシピは、初歩的で一般性の高いタスクから、高

度、あるいは専門的なタスクまで、最上のテクニックを示して

いる。Pythonコミュニティの英知を集めた実践的なコードを

収録。Pythonを使いこなすための決定版。B5変判 652頁 定価(4,200円+税)0706 978-4-87311-276-3

Cython
Cとの融合によるPythonの高速化

Kurt W. Smith 著

中田秀基 監訳

長尾高弘 訳

豊富なライブラリで科学計算から金融工学まで利用が広がる

Pythonは速度が遅いという弱点がある。本書はPythonの表現

性とC/C++の速さを備えたCythonを使って、パフォーマンス

向上を図るための手法を披露。科学技術計算や統計分析の分野

では恒常的にある「Pythonの速度を向上させたい」というニ

ーズに応える一冊。B5変判 264頁 定価(3,200円+税)1506 978-4-87311-727-0

メタプログラミングRuby
（第2版）

Paolo Perrotta 著
角 征典 訳

『メタプログラミングRuby』の改訂版。改訂箇所は、Ruby 2.x

とRuby 1.9、Rails4に対応したことが最大のポイント。言語の

アップデートに伴い文法も変わっています。さらにJRubyに対

応。

B5変判 288頁 定価(3,000円+税)1510 978-4-87311-743-0

Rubyベストプラクティス
―プロフェッショナルによるコードとテクニック―

Gregory Brown 著

高橋征義 監訳

笹井崇司 訳

Rubyで本当にエレガントなコードを学ぶための書籍。経験豊

富なRubyistのプログラミングの良い例を学び、コードを単純

化し、生産性を高める機能的なプログラミングのアイデアとテ

クニックを習得する。Rubyで美しいAPIを設計する方法、ま

た関数型プログラミングのアイデアとテクニックなどを解説す

る。B5変判 368頁 定価(3,200円+税)1003 978-4-87311-445-3
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プログラミング言語 Ruby
David Flanagan

まつもとゆきひろ 著

卜部昌平 監訳

長尾高弘 訳

Ruby1.9をカバーした、包括的なRuby解説書。Rubyプログラ

ムの語彙と構文、データ型とオブジェクト、表現と演算子、メ

ソッド、procs、lambds、クロージャ、クラスとモジュール、

リフレクションとメタプログラミングなど、Rubyプログラミ

ングの特徴を豊富なサンプルで解説します。Ruby言語を体系

的に網羅した決定版。B5変判 472頁 定価(3,800円+税)0901 978-4-87311-394-4

初めての

Ruby

Yugui 著

本書により、「Rubyリファレンスマニュアル」を自在に読みこ

なし多様なRubyライブラリを活用して、自力で高度なRubyプ

ログラミングを習得するだけの基礎知識が手に入る。Ruby1.8

及び1.9に対応している。本書は、O'Reilly Media発行『Learn-

ing Ruby』の翻訳書ではなく、日本語による書き下ろしの書

籍。B5変判 288頁 定価(2,200円+税)0806 978-4-87311-367-8

実践

JUnit
達人プログラマーのユニットテスト技法

Jeff Langr・AndyHunt

DaveThomas 共著

牧野 聡 訳

ユニットテストの基礎からチーム開発でのユニットテストま

で、達人プログラマーの実践的テクニックを明らかにします。

さまざまなベストプラクティスからわかりやすい合い言葉が作

られており、読者はユニットテストでの指針をすぐにマスター

できるでしょう。避難は「おかし」、味付けは「さしすせそ」、

ユニットテストは「FIRST」！A5判 272頁 定価(2,800円+税)1509 978-4-87311-730-0

Serverspec

宮下剛輔 著

Serverspec の作者である著者がServerspec とは何かからはじ

まり、実践的な利用方法、高度な使い方、内部の仕様からSer-

verspec 自身の拡張方法まで、Serverspec のすべてについて

書いた書籍。

A5判 248頁 定価(2,800円+税)1501 978-4-87311-709-6

Javaパフォーマンス
ScottOaks 著

AcroquestTechnology株式会社

寺田佳央 監訳

牧野 聡 訳

JVMのチューニングとJavaプラットフォームでの問題解決の

双方からJavaパフォーマンスの「アート」と「サイエンス」を

明らかにする。Javaアプリケーションのテスト手法やベンチマ

ーク測定、パフォーマンス分析に必須のモニタリングツールを

学んだうえで、さまざまな性能改善について議論を行ってい

る。B5変判 448頁 定価(3,900円+税)1504 978-4-87311-718-8

Javaによる関数型プログラミング
―Java 8 ラムダ式とStream―

Venkat Subramaniam 著
株式会社プログラミングシステム社 訳

2年8カ月ぶりのメジャー・アップデートとなるJava SE 8の最

大の変更点であり目玉は関数型のプログラミング記法である

「ラムダ式」への対応である。本書は「ラムダ式」の基礎から、

ラムダ式を使ったデザイン、関数合成など、Java 8の特徴を一

通り説明する。

A5判 234頁 定価(2,600円+税)1410 978-4-87311-704-1

Jenkins

John Ferguson Smart 著
玉川竜司 訳

Jenkinsについて包括的に解説する。ビルド、インテグレーシ

ョン、リリース、デプロイなどのプロセスをJenkinsを使って

どのように自動化するかを解説。Jenkinsサーバの基礎から、

自動化テスト、セキュリティ、ビルド上級テクニックなど、

Jenkinsを全般にわたって網羅。ベストプラクティスやTipsも

満載。B5変判 412頁 定価(3,600円+税)1202 978-4-87311-534-4

Enterprise JavaBeans 3.1
（第6版）

Andrew Lee Rubinger

Bill Burke 著

木下哲也 訳

佐藤直生 監訳

Enterprise JavaBeans（EJB）について、基本から高度なテク

ニックまでを網羅した決定版。10年ぶり待望の改訂版。EJBは

まだまだ開発の現場で使われており、根強い人気を誇ってい

る。本書はEJB 3.1に対応。入門書として、またリファレンス

として、初心者から中上級者まで幅広いユーザに活用してもら

える価値の高い一冊。非常に役に立つサンプルコードが満載。B5変判 460頁 定価(4,200円+税)1108 978-4-87311-508-5

Java: The Good Parts
JimWaldo 著
矢野 勉 監訳
笹井崇司 訳

Javaについての知識がある技術者を対象に、さらに良質なコー

ドを書くためのポイントをコンパクトにまとめた書籍。または

他言語でのプログラミング経験を持ち、Javaの特徴を端的に学

びたいという技術者にも最適。200ページ強と手軽なボリュー

ムに、Javaの優れた手法を詰め込んだ本書はJavaエンジニア必

携！B5変判 208頁 定価(2,200円+税)1102 978-4-87311-487-3

JavaによるRESTfulシステム構築
Bill Burke 著

arton 監訳
菅野良二 訳

最新のJava技術を駆使して設計したAPIをJAX-RS（REST）

で解説する本書は、RESTについて学べ、同時にJavaのAPIデ

ザインパターンの現在を学ぶことができる。RESTとは何かに

ついて、HTTPのレベルからきちんと説明しており、また

JSE5以降のAPIデザインの成果を、JAX-RSを通じて明確にす

る。B5変判 348頁 定価(3,200円+税)1008 978-4-87311-467-5
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Java Swing Hacks
―今日から使えるGUIプログラミング秘術集―

JoshuaMarinacci 他著

神戸博之

島田秋雄 監訳

Javaの教科書で解説されているような基本的なSwingの使い方

ではなく、GUIの表現方法の範囲を広げるようなSwingの使い

方を紹介。Ecl ipseなどのツールは使わずに、ピュアJava+

Swingでここまでできるというテクニックを満載。ただGUIが

書けるだけでは物足りない、よりレベルの高いアプリを要求さ

れるJavaプログラマ必携。Java 5.0対応。A5判 544頁 定価(3,600円+税)0604 978-4-87311-278-7

Head First Java
（第2版）

Kathy Sierra 著

島田秋雄 他監修

夏目 大 訳

最新の認知科学、教育心理学を基にした「退屈しない」「忘れ

ない」構成と、オブジェクト指向に関する丁寧な説明が日米の

読者の指示を集めた。第1版の約80ページ増にも関わらず、価

格を大幅に引き下げ、版型もB5変形に変更した。Java 5.0対

応。

B5変判 704頁 定価(4,000円+税)0603 978-4-87311-279-4

Ant
（第2版）

SteveHolzner 著

長瀬嘉秀 訳

テクノロジックアート

Javaで書かれたビルドツールAntのインストールから、ビルド

の手順など初級者に必要な情報をコンパクトにまとている。後

半XML文書の検証、Web 開発（Tomcatへのデプロイ、JSPの

コンパイル）、CVSレポジトリからのソースコード取得など、

さまざまな場面を想定し、中級以上の情報も網羅している。

B5変判 324頁 定価(2,600円+税)0511 978-4-87311-265-7

続・初めてのPerl
（改訂第2版）

Randal L. Schwartz

brian d foy・Tom Phoenix 共著

伊藤直也 監訳

長尾高弘 訳

ベストセラー『初めてのPerl』の続編の改訂版。Perl入門を済

ませた読者が次のステージへと進むために必要な基礎知識やノ

ウハウを解説。『初めてのPerl』を読み終えた初・中級者だけ

でなく、すでに業務などでPerlを活用している技術者（中〜上

級者）にとっても、価値のある1冊。ステップアップしたい

Perlプログラマの必読書。B5変判 342頁 定価(3,600円+税)1308 978-4-87311-628-0

初めての

Perl
（第6版）

Randal L. Schwartz

brian d foy・Tom Phoenix 共著

近藤嘉雪 訳

Perlの入門書として各種機能や言語仕様の基礎を、Perlコミュ

ニティーのキーマン自らが、初心者のために丁寧に解説。全編

に渡って改訂が加えられており、特に初心者には難しい正規表

現の解説を拡充している。第6版はPerl 5.14に対応。「リャマ

本」待望の改訂版。

B5変判 488頁 定価(3,600円+税)1207 978-4-87311-567-2

Perlベストプラクティス

Damian Conway 著
クイープ 訳

Perlプログラマが身につけておくべきトピックについて、具体

的なアイデアとコード例を示しながら議論を展開するPerlプロ

グラミングの実例集。Perl世界のカリスマである著者Damian

Conway自らが「22年にわたるプログラミング成果の集大成」

と呼ぶように、実践的な内容。Perlプログラマが日々目にする

身近な課題を明快に解説してる。B5変判 520頁 定価(4,300円+税)0608 978-4-87311-300-5

プログラミングPerl
―VOLUME1―（第3版）

LarryWall 他著
近藤嘉雪 訳

Perl文化の原典ともいえる本書は、あらゆるPerlプログラマか

ら絶対の信頼を得ている。今回の改訂では、その圧倒的な情報

量から分冊を余儀なくされた。VOLUME1は、Perlの言語仕様

を網羅し、様々な新機能を含む技術情報をまとめた公式プログ

ラミングガイドとなる。

B5変判 760頁 定価(5,300円+税)0209 978-4-87311-096-7

Haskellによる

並列・並行プログラミング
SimonMarlow 著

山下伸夫

山本和彦

田中英行 共訳

並列並行プログラミングは第一線のプログラマの重要な関心事

であり、純粋な関数言語Haskellはそれを実現する最適な言語

である。本書はHaskellでの並列並行プログラミングの現在の

状況を俯瞰しつつ、実際の問題を解決するときに陥りがちな罠

や、高い性能を出すためのtipsなどを読みやすくまとめた1冊

である。B5変判 336頁 定価(3,600円+税)1408 978-4-87311-689-1

JavaScriptで学ぶ関数型プログラミング

Michael Fogus 著
和田祐一郎 訳

「関数型プログラミング」の手法を、その定義からそれぞれの

要素と仕組みを丁寧に解説した書籍。今まではHaskellやScala

といった、「関数型プログラミングスタイルがピッタリフィッ

トする言語」で学ぶ・実践することが多かった関数型プログラ

ミングについてJavaScriptを使って導入する初めての書籍。

A5判 342頁 定価(3,000円+税)1401 978-4-87311-660-0

Land of Lisp

Conrad Barsk,M.D. 著
川合史朗 訳

「気楽に読み始められて使えるものが書けるようになる」入門

書。Lispの構文と文法の特徴をマスターし、さらに簡潔でエレ

ガントな関数型プログラミングの手法を実践しながら学んでい

く。後半では、マクロやより高次のプログラミング、ドメイン

固有言語などより複雑なトピックへと話題を進め、Lispのより

高度なテクニックについて解説。B5変判 512頁 定価(3,800円+税)1302 978-4-87311-587-0
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プログラミングScala
DeanWampler
Alex Payne 著

株式会社オージス総研 オブジェクトの広場編集部 訳

プログラミング言語Scalaの解説書。Scala言語の基本的な機能

やScala特有の設計について学ぶことができる。前半は、実行

可能なサンプルを実際に動かしながらの解説で初学者にも読み

やすい。後半の言語仕様の詳細やScala独特のイデオム、設計

原則、デザインパターン、DSLといった高度な概念についての

解説。Scala2.7/2.8対応。B5変判 536頁 定価(3,800円+税)1101 978-4-87311-481-1

プログラミングF＃
Chris Smith 著
鈴木幸敏 訳
頃末和義 技術監修

マイクロソフトが注力する新しい関数型言語F#の解説書。シ

ンプルかつ強力で、効率がよく開発できると注目度が高い。特

に、大量の計算、大規模なデータ探索などに威力を発揮する。

F#の詳細を知りたい人はもちろんのこと、関数型言語につい

て学びたい人にもぴったりの一冊。

B5変判 436頁 定価(3,600円+税)1008 978-4-87311-466-8

Real World Haskell
実戦で学ぶ関数型言語プログラミング

BryanO'Sullivan 他著

山下伸夫

伊東勝利

タイムインターメディア 訳

関数型言語Haskell開発の中心的メンバー3人による、中上級者

向けの実用的なプログラミング本。言語仕様など基本的事項を

押さえつつ、データベース、GUIプログラミング、システムプ

ログラミング、バイナリフォーマットの解析、バーコード認

識、並列処理、ウェブアプリケーションの作成方法の解説まで

と非常に幅広く、Haskellの可能性に挑戦している。B5変判 720頁 定価(3,800円+税)0910 978-4-87311-423-1

ZooKeeperによる分散システム管理
Flavio Junqueira
Benjamin Reed 共著

中田秀基 訳

ZooKeeperはApacheプロジェクトの1つで、大規模分散システ

ムで利用されているオープンソースツール。分散システムの制

御が容易になり、開発者はアプリケーションロジックに集中で

きるという利点があるため、多くの企業、組織で利用されてい

る。ZooKeeperを使った効果的な管理手法、スマートな問題解

決法を提示する。B5変判 240頁 定価(3,000円+税)1410 978-4-87311-693-8

Hadoopオペレーション
―システム運用管理ガイド

Eric Sammer 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

Hadoopクラスタの管理者向けの書籍。Hadoopの運用・保守に

ついてタスク別のHowTo形式にまとめているのが特徴。運用

面でのポイントを抑えながら、Hadoop構成のポイントについ

て解説し、保守について必要な項目をリストアップしながら解

説する。バックアップやリカバリについて、実際に発生するト

ラブルを元に解説している。B5変判 336頁 定価(3,200円+税)1311 978-4-87311-652-5

Hadoop
（第3版）

TomWhite 著

Sky株式会社 玉川竜司

兼田聖士 訳

Hadoop学習者必携本として認知された『Hadoop The Defini-

tive Guide』改訂版。第3版では、Hadoop 1.x（旧0.20）及び0.

22と2.x（旧0.23）をカバー。Hadoopのバージョンアップに伴

い、前半のHadoop本体（1〜10章）についての解説が大きく変

更されたのが今回の改訂の特徴。

B5変判 736頁 定価(4,900円+税)1307 978-4-87311-629-7

プログラミングHive
Edward Capriolo

DeanWampler

Jason Rutherglen 共著

玉川竜司 訳

HiveはHadoop上でSQLライクなクエリ操作が可能なデータウ

ェアハウス向けのプロダクト。SQLに近い操作が可能なため、

HBaseよりもデータベースに慣れ親しんだエンジニアには使い

勝手が良いと言われている。本書はHiveの概要、動かし方か

ら使い方までを包括的に解説する書籍。

B5変判 400頁 定価(3,800円+税)1306 978-4-87311-617-4

Mahoutイン・アクション
SeanOwen

RobinAnil

TedDunning

Ellen Friedman 著

伊東直子 訳

本書はHadoop上で動く機械学習ライブラリApache Mahoutに

ついて包括的に解説する書籍。機械学習のライブラリである

Apache Mahoutの原理と利用方法の解説し、主に「機械学習

は何に使えるのか」という糸口から、実際にコードを交えてデ

ータマイニングをしてみよう、という内容。

B5変判 464頁 定価(4,000円+税)1210 978-4-87311-584-9

HBase

Lars George 著
玉川竜司 訳

HBaseは、大規模分散計算フレームワーク「Hadoop」の上に

つくられた大規模分散データベースである。ビッグデータに対

してランダムなリアルタイムの読み書きアクセスを行うことを

可能にする。本書はHBaseの基礎から実践までを包括的に解説

した決定版。NoSQL、ビッグデータに関心のあるエンジニア

必携の一冊。B5変判 584頁 定価(4,200円+税)1207 978-4-87311-566-5

Hadoop Hacks
―プロフェッショナルが使う実践テクニック―

中野 猛・山下真一

猿田浩輔・上新卓也

小林 隆 著

Hadoopでアプリケーションの開発や運用を行う際のテクニッ

クをまとめた書籍。オライリーの”象本”『Hadoop』や他社の

入門書などで概要やサブプロジェクトの大枠をつかんだエンジ

ニアが、Hadoopを使った実際の開発を行う際に知っておくと

便利な具体的かつ実践的なTipsを紹介。

A5判 434頁 定価(3,600円+税)1204 978-4-87311-546-7
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Cassandra
Eben Hewitt 著
大谷晋平
小林 隆 訳

NoSQLという考え方が注目されている。Apache Cassandraは、

何百テラバイトもある巨大データを制御でき、TwitterやFace-

book、Diggなどが採用している。またCassandraは、Hadoop

の大規模分散処理フレームワークを使って分析クエリを実行で

きるなど、Hadoopをサポートしており、Hadoopとの補完性の

高さも魅力。B5変判 368頁 定価(3,400円+税)1112 978-4-87311-529-0

Hadoop MapReduceデザインパターン
―MapReduceによる大規模テキストデータ処理―

Jimmy Lin

ChrisDyer 共著

神林飛志・野村直之 監修

玉川竜司 訳

大量のデータを伴うテキスト処理についてどうMapReduceに

適用させるかについて解説。基礎から始まり、MapReduce特

有のアルゴリズムやデザインパターンの解説を行う。検索イン

デックスの作成やグラフアルゴリズム、EMアルゴリズムとい

った各アルゴリズム実装について、MapReduceを適用させる

方法について解説。B5変判 210頁 定価(2,800円+税)1110 978-4-87311-512-2

MongoDBイン・アクション

Kyle Banker 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

高パフォーマンス、スキーマレス、オープンソースのドキュメ

ント指向データベースであるMongoDBについて開発者が解説

する書籍。MongoDBの基礎から、MongoDBを使ったアプリケ

ーション開発、さらにインデックスとクエリの最適化など上級

のトピックまでを解説する。

B5変判 380頁 定価(3,400円+税)1212 978-4-87311-590-0

Rグラフィックスクックブック
―ggplot2によるグラフ作成のレシピ集

Winston Chang 著

石井弓美子・河内 崇

瀬戸山雅人・古畠 敦 共訳

統計解析の標準ツールRのグラフィックス機能についての、特

にggplot2というパッケージを使って描画するためのレシピ集。

基本的なグラフの描画方法から、Rでよく利用される折れ線グ

ラフや散布図のきめ細かいカスタマイズ方法、効果的な表示方

法、プレゼン用データへの変換方法まで、およそグラフに関す

ることはほとんど網羅している。B5変判 416頁 定価(3,400円+税)1311 978-4-87311-653-2

実践

ハイパフォーマンスMySQL
（第3版）
Baron Schwartz・Peter Zaitsev・VadimTkachenko 共著

菊池研自 監訳

株式会社クイープ 訳

MySQLを運用・管理する上で必須の知識・手法を解説するハ

イエンド・ユーザ向けの専門書。最適化やバックアップ、レプ

リケーションなど、MySQLを扱う技術者にとって、有益な情

報を詳細に解説。第3版では旧版よりページ数が増え、構成は

大幅に見直されている。MySQLのパフォーマンスという分野

のバイブル。B5変判 824頁 定価(4,800円+税)1311 978-4-87311-638-9

SQLアンチパターン
BillKarwin 著

和田卓人

和田省二 監訳

児島 修 訳

SQLに固有の危険なアンチパターンを特定し、解説し、正しく

直す方法を解説。データベースレイヤが抱える問題を紹介し、

なぜ問題が発生するのか、それをどのように修復するか、さら

にそれらの問題やそれに付随する問題を避けるかについて、論

理的なデータベース設計、物理的なデータベース設計、アプリ

ケーション開発の観点から解説する。B5判 352頁 定価(3,200円+税)1301 978-4-87311-589-4

MySQLトラブルシューティング

Sveta Smirnova 著
豊福 剛 訳

Web開発者を中心に幅広い層の数多くのユーザを抱える

MySQLのトラブルシューティングについて解説。著者はOra-

cleのMySQL担当サポートエンジニアで、どこで問題が起こり

やすいか、ユーザがどこで躓くかを熟知しており、6年にわた

るテクニカルサポートの経験に基づいた実践的で現場指向の内

容となっている。B5変判 288頁 定価(2,800円+税)1210 978-4-87311-586-3

Head First SQL
―頭とからだで覚える SQLの基本―

Lynn Beighley 著

佐藤直生 監訳

松永多苗子 訳

イラストを多用して、SQL初心者に視覚的にデータベースの仕

組みと、それを操作する SQLについて詳しく解説する。基本

だけでなく、SQLをさらに活用するためのヒントもたくさん詰

まっている。「やさしく学ぶ」「楽しく学ぶ」「深く学ぶ」をす

べて満たしている稀有な本。

B5変判 608頁 定価(4,200円+税)0806 978-4-87311-369-2

初めての

SQL

Alan Beaulieu 著
クイープ 訳

プログラム作成やシステム管理には欠くことのできないSQLの

基礎を、MySQLを教材にじっくり書き込まれた解説、豊富な

例文で学ぶことができる。SQLの歴史、概念などの基礎知識か

ら、データの取り込み、操作、クエリ、サブクエリ、トランザ

クションまでステップバイステップで解説。各章末には例題も

掲載。B5変判 304頁 定価(2,400円+税)0604 978-4-87311-281-7

Real World HTTP
歴史とコードに学ぶインターネットとウェブ技術

渋川よしき 著

HTTPのプロトコルの基礎から始まり、HTTPの進化の道筋を

たどりながら、ブラウザが内部で行っていること、サーバーと

のやりとりの内容などに触れています。

B5変判 360頁 定価(3,400円+税)1706 978-4-87311-804-8
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Effective Debugging
ソフトウェアとシステムをデバッグする66項目

Diomidis Spinellis 著

黒川利明 訳

大岩尚宏 技術監修

『Code Reading』『Code Quality』の著者として、また『ビュー

ティフルアーキテクチャ』編者として、さらに数多くのオープ

ンソースの開発や教育に貢献著しいディオミディス・スピネリ

ス氏の最新刊。デバッグに対する心構え、方法論、戦略、テク

ニック、ツールなど、さまざまな角度からデバッグの本質に迫

ります。B5変判 252頁 定価(3,200円+税)1706 978-4-87311-799-7

GitHubツールビルディング
GitHub APIを活用したワークフローの拡張とカスタマイズ

ChrisDawson

Ben Straub 共著

池田尚史 監訳

笹井崇司 訳

GitHubを使ってワークフローを構築する書籍。8割程度の主要

APIを網羅しており、それらを用いた自動デプロイのようなワ

ークフロー構築、Android用のGitとGitHubのクライアント作

成といった具体的なユースケースシナリオに基づき実装してい

きます。

B5変判 320頁 定価(3,200円+税)1705 978-4-87311-795-9

Docker

AdrianMouat 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

Dockerを活用するために求められる知識・技術を総合的に解

説。セキュリティやモニタリングと行った運用面まで踏み込ん

だ内容で、現実に開発から運用までDockerを活用する上で役

立つこと必至。

B5変判 400頁 定価(3,600円+税)1608 978-4-87311-776-8

Rパッケージ開発入門
テスト、文書化、コード共有の手法を学ぶ

HadleyWickham 著

瀬戸山雅人

石井弓美子

古畠 敦 共訳

「Rの神様」ハドリー・ウィッカムがRパッケージの作成方法を

解説した書籍。Rパッケージ作成を通じて、無駄のない開発や

生産性の向上だけでなく、Rの哲学や作法など、Rプログラミ

ングに関するさまざなことを理解できる。一般ユーザにとって

も、再利用しやすく、保守しやすいスクリプトを書くことがで

き、効率的なRプログラミングが可能。B5変判 224頁 定価(2,800円+税)1602 978-4-87311-759-1

実践

Vagrant

MitchellHashimoto 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

開発環境の運用を一変させる画期的なソフトウェア、Vagrant

の初めての解説書。Vagrantは、Rubyで組まれたスクリプト

で、仮想マシン上の開発環境の構築・配布の自動化を支援する

ためのツール。本書はVagrantについての初の解説書であり、

作者であるMitchell Hashimoto氏が書き下ろした決定版。

A5判 248頁 定価(2,600円+税)1402 978-4-87311-665-5

実践

Qt4プログラミング
Mark Summerfield 著

杉田研治

山田亮介 訳

『入門Qt4プログラミング』の実践編。Qt4はGUIを開発する上

で主要な選択肢のひとつ。本書は、Windows、UNIX/Linux、

Mac OS Xという複数のプラットフォームを対象とし、デスク

トップアプリケーションだけでなく、インターネットアプリケ

ーションも視野に入れ、最新のプログラミングテクニックを解

説する。B5変判 536頁 定価(4,200円+税)1204 978-4-87311-507-8

入門

Qt4プログラミング
Jasmin Blanchetted 他著

杵渕 聡

杉田研治 訳

本書は、新しいバージョンのQt4に基づいて、Qtプログラミン

グの基礎から応用までをていねいに解説。Qt4による本格的な

GUIプログラミングが学べる。

B5変判 480頁 定価(3,800円+税)0711 978-4-87311-344-9

実用

Git
Jon Loeliger 著

吉藤英明 監訳

本間雅洋・渡邉健太郎

浜本階生 訳

オープンソースの分散バージョン管理システムで一番人気の

Gitには、開発および共同作業を進めるうえで便利な機能が数

多く実装されている。本書ではGitを使ってソフトウェアの開

発プロジェクトを追跡、マージ、管理する方法をステップバイ

ステップで丁寧に解説する。日本語版ではGitベースの開発プ

ロジェクト用ホスティングサービスGitHubの解説を加筆。B5変判 372頁 定価(2,800円+税)1002 978-4-87311-440-8

実用

Subversion
（第2版）

C.Michael Pilato・Ben Collins-Sussman 他著

宮本久仁男 監訳

朝枝雅子・浜本階生 訳

著者はすべてSubversion開発の中心的メンバーなので、技術的

な面はもちろんSubversionの実装に関連した内容やそのバック

グラウンドについてわかりやすく正確に解説されている。単に

わかりやすいだけではなく章構成も秀逸で「ユーザの役割」に

よってどこを読めばよいかが一目瞭然のまさに「使えるチュー

トリアル＋コマンドリファレンス」。B5変判 448頁 定価(3,400円+税)0907 978-4-87311-414-9

入門

GNU Emacs
（第3版）

Debra Cameron・James Elliott

Marc Loy 他著

半田剣一・宮下 尚 監訳

アイコンベースのツールバーなどEmacs 21以降で使えるよう

になった新しい機能の解説や、進化を続けるEmacsを効果的に

使うためのTIPSが含まれている。これからEmacsを使いはじ

める方だけでなく、パワーユーザにもお勧め。本書で知らなか

った基本機能が見つかる。

B5変判 496頁 定価(3,800円+税)0703 978-4-87311-277-0
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GNU Make
（第3版）

RobertMecklenburg 著

矢吹道郎 監訳

菊池 彰 訳

makeは、UNIXのプログラム開発や各種ソフトウェアのイン

ストールに必須の基本ツール。makeの基本操作、サフィック

スルールの解説、マクロ、ライブラリの管理方法までを詳しく

解説しており、makeの入門書として初心者に役に立つのはも

ちろんのこと、makeのマニュアルとして、中、上級者にとっ

ても役に立つ本といえる。B5変判 294頁 定価(2,800円+税)0512 978-4-87311-269-5

入門

bash
（第3版）

CameronNewham 他著
クイープ 監訳

『入門 bash 第2版』の発行後、リビジョン/バージョンアップ

を繰り返してbashの機能も大きく強化された。本書では、多

くのLinuxディストリビューションで標準の2.05bに対応したま

ま、バージョン3.0で利用できる新機能ついても解説する。

bash-2.0以降に追加されたオプションを網羅する読者待望の改

訂版。B5変判 352頁 定価(2,800円+税)0510 978-4-87311-254-1

コンピュータシステムの理論と実装
モダンなコンピュータの作り方

NoamNisan
Shimon Schocken 共著

斎藤康毅 訳

コンピュータを理解するためにゼロからコンピュータを作る書

籍で、コンピュータの構成要素をひとつずつ組み立てていく。

Nandという電子素子からはじめ、論理ゲート、加算器、CPU

を設計、オペレーティングシステム、コンパイラ、バーチャル

マシンなどを実装し、アプリケーション（テトリスなど）を動

作させる。実行環境はJava。A5判 416頁 定価(3,600円+税)1503 978-4-87311-712-6

ユーザーストーリーマッピング
Jeff Pattonr 著
川口恭伸 監訳
長尾高弘 訳

「ユーザストーリマッピング」は、Jeff Patton氏が提案する計

画手法で、顧客の視点からサービスや商品の要件を記述するこ

とである。XPを実践するためのプラクティスの一つで「ユー

ザストーリー」があり、これはワークショップ形式で機能を洗

い出しながら、インデックスカードに記録して並べ替えていく

手法。提唱者自らの書き下ろし。A5判 368頁 定価(3,000円+税)1507 978-4-87311-732-4

Pthreadsプログラミング
BradfordNichols

Dick Buttlar 他著
榊 正憲 訳

現在は、POSIXがPthreadsとして規定したライブラリが、業

界標準として普及している。このPthreadsライブラリを使った

マルチスレッドプログラムの設計、プログラミング、デバッグ

を銀行のATMマシンの例題プログラムを設計、開発しながら

解説していく。そのため実践的な内容になっている。

B5変判 328頁 定価(3,300円+税)9805 978-4-900900-66-0

Mathematicaクックブック

SalMangano 編
松田裕幸 訳

ウルフラムリサーチの強力な数式処理/数値計算ツールMathe-
maticaのクックブック。新しい切り口でMathematicaの限界に
挑戦する。Mathmaticaは数学、物理、工学、化学、統計、金
融工学、建築と幅広い分野で利用されており、この本でカバー
するトピックも、Mathematicaを使う上で前提となる数学の基
本知識から、応用例として金融工学の分野までと非常に幅広
い。B5変判 800頁 定価(4,200円+税)1104 978-4-87311-483-5

Excel Hacks
(第2版)プロが教える究極のテクニック140選

David Hawley

RainaHawley 著

羽山 博 監訳

日向あおい 訳

究極のExcel活用術を紹介するベストセラー書『Excel Hacks』

の改訂第2版。前版で紹介したHackの内容を最新のものにアッ

プデートし、使えなくなった古いHackを削除し、新たにHack

を追加してトータル140個のHackで構成されている。Excel

97、2000、XP、2003、2007対応。

A5判 416頁 定価(2,900円+税)0711 978-4-87311-347-0

Pythonではじめる機械学習
scikit-learnで学ぶ特徴量エンジニアリングと機械学習の基礎

Andreas C.Muller

Sarah Guido 共著

中田秀基 訳

バックグラウンドに数学的な知識がなくても理解できるように

書かれた、Pythonを使った機械学習の入門書。Pythonの機械

学習用ライブラリの大定番、scikit-learnの開発に関わる著者

が、scikit-learnを使った機械学習の方法を、ステップバイス

テップで解説。

B5変判 432頁 定価(3,400円+税)1705 978-4-87311-798-0

ゼロから作るDeep Learning
―Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装―

斎藤康毅 著

ディープラーニングの本格的な入門書。外部のライブラリに頼

らずに、Python 3によってゼロからディープラーニングを作

ることで、ディープラーニングの原理を楽しく学ぶことができ

る。

A5判 320頁 定価(3,400円+税)1609 978-4-87311-758-4

Go言語によるWebアプリケーション開発
Mat Ryer 著
石本敦夫 監修
黒川利明 訳

Goプログラミングのプロユースを対象にした解説書。実運用

アプリケーションの開発で使うスキルとテクニックを学ぶこと

が可能。拡張性、並行処理、高可用性といったエンタープライ

ズアプリケーションの開発で直面する現実的な問題に対するソ

リューションにも対応。日本語版には監訳者による巻末付録

「Goらしいコードの書き方」を収録。B5変判 288頁 定価(3,200円+税)1601 978-4-87311-752-2

オライリー・ジャパン334



実践

機械学習システム
Willi Richert

Luis Pedro Coelho 共著
斎藤康毅 訳

Pythonを用いて実際に手を動かしながら、機械学習システムを作成し、機械
学習のエッセンスを身につけることを目的として書かれた機械学習システムの実
践的な解説書。機械学習では特にアルゴリズムが重視されがちですが、実際
的な問題に取り組む場合には、データの分析や理解についての知識やテクニッ
クがより重要となります。本書は「データといかに向き合うか」について、具体
的な問題に取り組みながら重点的に説明を行っています。アルゴリズムについ
ても、データと格闘してその背後に潜むパターンを見出すことを念頭にして、ア
ルゴリズムの解説を行っています。B5変判 288頁 定価(3,200円+税)1410 978-4-87311-698-3

入門

機械学習
Drew Conway

JohnMylesWhite 共著

萩原正人・奥野 陽

水野貴明 他共訳

プログラマ向けに書かれた機械学習の実践的な入門書。理論よ

り実践に重きを置いている。統計の専門家が書くことが主流で

あった類書とは一線を画すプログラマの視点に立ったプログラ

マ向けの内容。大規模データの処理は現在のトレンドであり、

その際求められるものの一つとして、機械学習についての知識

とテクニックがあり、その要望に応える一冊。B5変判 344頁 定価(3,200円+税)1212 978-4-87311-594-8

詳解

iOS SDK
（第4版）―ワンランク上のiPhone/iPadプログラミング

MattNeuburg 著

武舎広幸・阿部和也

河村政雄・上西昌弘 他共訳

iOSプログラミングを網羅的に解説する徹底ガイド。iOSアプ

リ開発を極めたい中級以上のiOSプログラマー対象。プログラ

ミングのお供に机や書棚に置くだけで開運・魔除けの効果もあ

るバイブル、待望の刊行。

B5変判 800頁 定価(4,600円+税)1412 978-4-87311-675-4

入門

iOS SDK
初めてのiPhoneiPadプログラミング

MattNeuburg 著

武舎広幸・阿部和也

河村政雄 共訳

iOSプログラミングの入門書。第I部ではObjective-C言語およ

びオブジェクト指向プログラミングについて、第II部では

Xcode開発環境の使い方、nibファイルやストーリーボード、

iOSアプリケーションの開発ワークフローについて、第III部で

はCocoaのイベント駆動モデルやデザインパターン、メモリ管

理について学ぶ。B5変判 448頁 定価(2,700円+税)1406 978-4-87311-674-7

初めての

iOSプログラミング
（第2版）

AlasdairAllan 著
永井勝則 訳

プログラミング学習や経験を持つ読者を主な対象としたiOSプ

ログラミングの入門書。必要な知識とテクニックを基礎から解

説している。初歩的な知識を持っている読者に対しては次に押

さえるべきポイントを掘り下げて解説する実践的な解説書。

iOSプログラミングの初学者や、基礎をきちんとマスターした

い開発者などにおすすめ。B5変判 440頁 定価(3,200円+税)1210 978-4-87311-583-2

iPhoneアプリ設計の極意
―思わずタップしたくなるアプリのデザイン―

Josh Clark 著

深津貴之 監訳

武舎広幸

武舎るみ 訳

初期段階の構想から磨きぬかれたインタフェースをつくり出す

方法を、端的で明解な原則と豊富な例で解説する。Facebook、

USA Todayといった秀逸なUIをもつiPhoneアプリの開発舞台

裏を知り、思わずタップしたくなるアプリを作成するためにデ

ザイン、心理、文化、人間工学、ユーザビリティをどのように

組み合わせればよいのかを解説する。B5変判 320頁 定価(3,400円+税)1106 978-4-87311-502-3

iPhone 3Dプログラミング
―OpenGL ESによるアプリケーション開発―

Philip Rideout 著

安藤幸央 監訳

阿部和也

武舎広幸 訳

iPhone対応3Dアプリケーション開発についての解説書。3Dビ

ューワ、ARアプリケーション、物理シミュレーションなどの

サンプルを使って、頂点バッファ、ライティング、テクスチ

ャ、シェーダといった3Dの基本から、タッチスクリーン、コ

ンパス、センサーといったiPhone特有の機能、そして最適化

まで解説する。OpenGL ES 1.1/2.0 対応。B5変判 464頁 定価(3,800円+税)1103 978-4-87311-484-2

iOS SDK Hacks
―プロが教えるiPhoneアプリ開発テクニック―

吉田悠一
高山征大
UICoderz 著

ギーク集団UICoderzの主要メンバーが「iOS SDKを徹底的に

使い倒すためのテクニック」を紹介する日本オリジナル企画。

すでに自分でアプリケーションを作成したことがある開発者、

App Storeへコミットした経験はあるがより洗練されたアプリ

を作りたい開発者が欲しがるHack で構成。経験者のノウハウ

が詰まっている。A5判 196頁 定価(2,400円+税)1010 978-4-87311-472-9

iPhoneアプリケーション開発ガイド
―HTML+CSS+JavaScriptによる開発手法―

Jonathan Stark 著

増井俊之 監訳

牧野 聡 訳

Web標準（HTML、CSS）とJavaScriptでiPhoneアプリケーシ

ョンを開発することができる。本書では通常のPC向けWebア

プリケーションをスタート地点に、HTML＋CSS＋JavaScript

によるiPhoneアプリケーションの開発プロセスを網羅的に解

説する。

B5変判 208頁 定価(1,900円+税)1008 978-4-87311-461-3

iPhone SDK アプリケーション開発ガイド
Jonathan Zdziarski 著

近藤 誠 監訳

武舎広幸

武舎るみ 訳

iPhone SDKアプリケーション開発に必要な知識とコードを読

者に提供する。テキスト表示や画面の回転への対応、ページ移

動から始まり、マルチタッチや各種UI部品の扱い、さらには

画像、サウンド、ビデオ、ネットワーク、位置情報、アドレス

帳、環境設定、カバーフローなどのトピックに関して、そのテ

クニックをプログラム例とともに基礎から詳説。B5変判 448頁 定価(3,400円+税)0909 978-4-87311-417-0
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入門

Unix for OS X
（第5版）

DaveTaylor 著
酒井皇治 訳

OS Xで初めてUnixに触れる人にとって必要な情報は何かをま

とめた、Macユーザにとっても敷居が高くないUnixコマンド

の解説書。Unixシステムでよく使われるコマンドを網羅的に

解説。コマンド例を示しながら詳しく丁寧に説明しているの

で、ターミナルアプリを操作し実際にコマンドを試しながら

Unixの基礎を学ぶことができる。A5判 312頁 定価(2,400円+税)1310 978-4-87311-644-0

カンフーマック
―猛獣を飼いならす310の技―

KeirThomas 著
武舎広幸 訳

OS Xを徹底活用するためのtip集。本書には、よく知られてい

ない設定や隠された設定を変更してアプリを効率的に利用する

方法、標準装備されたアプリやツールを限界まで使い倒す方

法、設定を徹底的にアレンジして自分の理想のシステムにMac

を調整する方法などが、手軽に試せる310個の技、ヒント、ハ

ックとして掲載されている。A5判 352頁 定価(2,800円+税)1210 978-4-87311-582-5

NFC Hacks
―プロが教えるテクニック & ツール

株式会社ブリリアントサービス 著

本書はNFCを利用するための基本テクニックと、さらにNFC

を活用するためのアイデアを、実装例とともに解説する。必要

な知識やテクニックを網羅しながらも、Hacks形式で解説する

ことにより、読者はスキルや興味によって読み進めることがで

きる。本書では、NFC活用の可能性を探りその具体例を提示

する。A5判 320頁 定価(3,200円+税)1311 978-4-87311-624-2

実践

jQuery Mobile
Maximiliano Firtman 著

白石俊平 監訳

牧野 聡 訳

jQuery Mobileによるモバイルアプリ開発の入門書。実践的な

例を通して、jQuery Mobileフレームワークで用意されている

UIコンポーネントを使ったマルチプラットフォーム対応のモ

バイルアプリ開発について学ぶ。「ポップアップウィジェット」

についての解説を巻末に追加。jQuery Mobile 1.2 対応。

B5変判 288頁 定価(2,600円+税)1301 978-4-87311-592-4

実践

スマートフォンアプリケーション開発
―iOS、Android、Windows Phoneの比較―

株式会社ブリリアントサービス

八木俊広・原 昇平

かわかみひろき 著

iOSとAndroid、Whindows Phoneの3つのプラットフォームに

ついて、それぞれの概要と共通点、違いを解説。各プラットフ

ォームのポイントを学ぶことができ、3つのプラットフォーム

向けのアプリケーションを開発したり、またはプラットフォー

ム間でのアプリケーションの移植ができるようになる。スマー

トフォン開発者必携。B5変判 400頁 定価(3,800円+税)1210 978-4-87311-548-1

モバイルデザインパターン
―ユーザーインタフェースのためのパターン集―

TheresaNeil 著

深津貴之 監訳

牧野 聡 訳

モバイルアプリのUIパターンを手軽に参照できるリファレン

ス。主要なプラットフォームで動くモバイルアプリの画面例を

400点以上使いながら、ユーザーインタフェースの定番パター

ンを解説。紹介する71個の基本パターンと5個のアンチパター

ンが、使いやすいモバイルアプリのデザインでクリアしなけれ

ばならない課題を解決してくれる。B5変判 240頁 定価(2,600円+税)1209 978-4-87311-568-9

初めての

OpenGL ES

山下武志 著

3D初心者を対象に、実際にアプリケーションを作るまでに必

要な知識や実際にOpenGLを利用するうえでの問題点を、実装

例としてのソースコードや図版を交えて、詳しく解説する。読

者に応用の効く知識やテクニックを提供することを目指してい

る。解説にはJavaを使い、手軽にフリーで利用できるAndroid

SDKをプラットフォームとして使用した。B5変判 270頁 定価(2,800円+税)1107 978-4-87311-496-5

初めての

Android
（第4版）

Ed Burnette 著

あんざいゆき 監訳

長尾高弘 訳

サンプルコードを書きながら、Androidプログラミングの基礎

から高度なトピックまでを解説する入門書の改訂第4版。ゲー

ムアプリの開発を通して、開発環境「Android Studio」の準備

から実際の開発、Googleが提供するサービスやGPS、ウェブサ

ービスとの連携、Playストアでの公開まで必要な基礎知識がひ

と通り学ぶことができる。最新のAndroid 6.0に対応。B5変判 256頁 定価(2,500円+税)1602 978-4-87311-749-2

Sparkによる実践データ解析
―大規模データのための機械学習事例集―

Sandy Ryza 他共著

石川 有 監訳

Sky株式会社 玉川竜司 訳

Sparkでデータ分析をする方法がわかる書籍。実際の利用シー

ンを踏まえながら解説しているので、ビッグデータを活用する

ためのデータサイエンスについて学ぶことが可能。またSpark

をどう活かすかを学ぶだけでなく、実際のデータを利用する上

でぶつかる問題をどうクリアするかまでフォローされているた

め実践的に活用できる内容。B5変判 330頁 定価(3,400円+税)1601 978-4-87311-750-8

Android KitKat Hacks
─プロが教えるテクニック＆ツール─

株式会社ブリリアントサービス 著

Android KitKat をテーマとして実践的なコードサンプルを提

供する解説書。KitKat で提供される新機能とKitKat で更新さ

れた機能について解説し、実践的な実例も合わせて提供。新機

能についてはすべを網羅。開発者に役立つ情報を盛り込んだ。

A5判 288頁 定価(2,600円+税)1501 978-4-87311-699-0
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実践

Android Developer Tools

MikeWolfson 著
長尾高弘 訳

Androidアプリケーションの開発に欠かせないAndroid De-

veloper Tools（ADT）とその関連ツールについて解説。標準

Android Developer Toolsの効果的な使い方を学べば、開発プ

ロセスが楽になり、コードの品質が上がり、その結果より磨か

れた堅牢な最終製品を生み出せるようになる。

B5変判 260頁 定価(2,600円+税)1404 978-4-87311-670-9

入門

Androidアプリケーションテスト

瀬戸直喜
株式会社ブリリアントサービス 著

Androidのアプリケーションは日々複雑化・高度化しており端

末も増え続けている。アプリの開発者にとって、テストにかか

る工数の増加は喫緊の課題である。本書は「増え続けるテスト

工数」にどのように立ち向かうか、テストの自動化を中心に解

決策を示すことが目的。概念や手法などの基礎だけでなく、テ

ストツールの活用例を中心に解説する。B5変判 336頁 定価(3,200円+税)1305 978-4-87311-578-8

プログラミングAndroid
ZigurdMednieks

LairdDornin

G. BlakeMeike

MasumiNakamura 著

永井勝則 訳

経験者を対象としたAndroidアプリケーション開発の解説書。

AndroidのツールやJava言語の機能、モバイルアプリ開発の基

礎などを提供することで、読者がそれぞれ持っている既存の知

識をAndroid開発に活かせるよう配慮した。上級者向けの項目

も盛り込み、本格的な開発にステップアップするための解説書

となっている。B5変判 532頁 定価(3,400円+税)1202 978-4-87311-535-1

Androidアプリケーション開発ガイド
―HTML＋CSS＋JavaScriptによる開発手法―

Jonathan Stark 著

増井俊之 監訳

牧野 聡 訳

通常のPC向けWebアプリケーションを起点に、CSSのカスタ

マイズ、ライブラリの利用、高度なアニメーション、

PhoneGapを使ったネイティブアプリケーション化でAndroid

固有の機能を使う方法、そして公開に至るまで、HTML＋CSS

＋JavaScriptによるAndroidアプリケーションの開発プロセス

を網羅的に解説する。B5変判 224頁 定価(1,900円+税)1102 978-4-87311-486-6

Android Hacks
―プロが教えるテクニック&ツール―

株式会社ブリリアントサービス 著

本書は、Android開発者またはこれから開発に携わろうという

読者を対象に、実践的な知識やノウハウを提供する。アプリケ

ーション関連の開発に関するHackだけでなく、Androidのソー

スコードを活用したHackなどのほか、Android開発のもう一つ

の柱である組み込み系のHackも充実。また基礎的なHackもバ

ランス良く採り入れている。Android開発者必読。A5判 568頁 定価(3,800円+税)1009 978-4-87311-456-9

Linuxプログラミングインタフェース

MichaelKerrisk 著
千住治郎 訳

Linux開発者（主にシステムプログラマとアプリケーションプ

ログラマ）にとって、プログラミングする上で必要な情報を一

冊で網羅。Linuxプログラマ必携のリファレンス。本書で扱う

内容は広範囲にわたり1冊でLinuxプログラミングのほぼすべ

ての情報を知ることができます。Linux/Unix開発者のバイブ

ルになりうる一冊。B5変判 1,500頁 定価(7,600円+税)1211 978-4-87311-585-6

Linuxカーネル Hacks
―パフォーマンス改善、開発効率向上、省電力化のためのテクニック―

高橋浩和 監修

池田宗広・大岩尚宏

島本裕志・竹部晶雄 著

日本が世界に誇る第一線のカーネル開発者たちが中心となり、

カーネル開発者が一番関心の高いカーネルチューニングの話題

や、省電力など、Linuxの効率化に関するテクニックをまとめ

た。カーネルチューニングをしたいシステム管理者、そして実

際に業務としてカーネル開発を行っているエンジニアに向けた

実用度の高い高度なトピックを多数盛り込んでいる。A5判 564頁 定価(4,000円+税)1107 978-4-87311-501-6

組み込みLinuxシステム構築
（第2版）

KarimYaghmour・JonMasters

Gilad Ben-Yossef

Philippe Gerum 共著

水原 文 訳

組み込みLinuxの基礎、サポートされているハードウェア、開
発ツールの解説、カーネル、ルートファイルシステム、記憶装
置、ブートローダ、ネットワークサービスのセットアップ、そ
してデバッグまで、組み込みLinux開発者に必須の知識を丁寧
に解説。第2版ではカーネル2.6に対応し、全面的にアップデー
ト、またリアルタイムLinuxに関する記述が大幅に加筆され
た。B5変判 464頁 定価(4,400円+税)0910 978-4-87311-422-4

Linuxシステムプログラミング

Robert Love 著
千住治郎 訳

Linuxの概要、カーネル、Cライブラリ、Cコンパイラなどプロ

グラミングの基礎知識から、ファイルI/O、バッファサイズ管

理、メモリマッピング、最適化技術、システムコール、メモリ

管理などを解説。『詳解Linuxカーネル』の実用版として、プ

ログラミング能力を身に付けられる。カーネル2.6対応。

B5変判 396頁 定価(3,600円+税)0804 978-4-87311-362-3

詳解

Linuxカーネル
（第3版）

Daniel P. Bovet

Marco Cesati 著

高橋浩和 監訳

第3版では、Linux 2.6を対象として改訂を行い、特にメモリと

プロセススケジューリングについて大幅な変更と加筆がなされ

ている。Linuxのソースコードを理解するためのガイドブック

として、オペレーティングシステムの本格的な解説書として最

適。

B5変判 1,040頁 定価(6,600円+税)0702 978-4-87311-313-5
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Linuxサーバ Hacks 2
―コネクティング、モニタリング、トラブルシューティング―

William von Hagen 他著
菅野良二 訳

Linuxサーバの管理者に向けて、問題を回避するためのOSの設

定方法、また便利なオープンソースツールの使い方や裏技を紹

介する。侵入者を防ぐネットワークの監視、バックアップ＆リ

カバリー、リモートGUI接続、ストレージなどを解説。仕事で

サーバを管理している人も、趣味でサーバを立てている人も十

分に楽しめる充実のHack集。A5判 544頁 定価(3,200円+税)0610 978-4-87311-306-7

Linuxデバイスドライバ
（第3版）

Jonathan Corbet 他著

山崎康宏

山崎邦子 他訳

Linux用のデバイスドライバを書くときのバイブルとして多く

のプログラマに支持され活用されてきたロングセラー書

『Linuxデバイスドライバ』の改訂版。今回の第3版はカーネル

2.6完全対応。カーネル2.6で変更された機能や追加された新機

能を使ってより効率的で柔軟性のあるデバイスドライバのプロ

グラミング方法を紹介する。B5変判 640頁 定価(5,500円+税)0510 978-4-87311-253-4

Linuxサーバ Hacks
―プロが使うテクニック＆ツール100選―

Rob Flickenger 著

山口晴広 監訳

イメージズ・アンド・ワーズ 訳

基本に近いところから書かれている点で初級〜中級者向きであ

るといえるが、セキュリティ・暗号化の章では高度（面倒）な

内容も実例とともに紹介されていており、上級者にもうったえ

る内容になっている。セキュアさを維持する方法、運用管理、

チューニングを中心にかかれており、内容が非常に実用的。

A5判 256頁 定価(2,200円+税)0311 978-4-87311-151-3

make
（改訂版）

AndrewOram 他著
矢吹道郎 監訳

makeは、UNIXのプログラム開発や各種ソフトウェアのイン

ストールになくてはならないツールのひとつである。本書は、

makeの基本操作、サフィックスルールの解説、マクロ、ライ

ブラリ管理方法までを詳しく解説しており、makeの入門書と

して初心者に役に立つのはもちろんのこと、makeのマニュア

ルとして、中、上級者にも役立つ。B5変判 176頁 定価(1,800円+税)9707 978-4-900900-60-8

WSHクイックリファレンス
（第2版）

羽山 博 著

WSH（Windowsスクリプトホスト）を使えば、従来のWin-

dowsバッチファイルよりも複雑なバッチ処理が可能である。

OSレベルで管理されているデータにもアクセスできるので、

システム管理やネットワーク管理にも重宝する。Windowsス

クリプトホストの初歩から応用までを豊富なサンプルとともに

ていねいに説明している。最新のWSH5.6対応。A5判 580頁 定価(3,800円+税)0610 978-4-87311-309-8

Infrastructure as Code
クラウドにおけるサーバ管理の原則とプラクティス

KiefMorris 著

宮下剛輔 監修

長尾高弘 訳

「Infrastructure as Code」とは、これまで手動で行ってきたイ

ンフラストラクチャの構成管理を、スクリプトや外部ファイル

に記述し自動的に行う仕組みのことでエンジニアの間での注目

度が上昇。本書はInfrastructure as Codeを定義づけし、さらに

現代的なサーバインフラ管理のパターンやプラクティスを網羅

した実践書。B5変判 352頁 定価(3,600円+税)1703 978-4-87311-796-6

初めての

Ansible

Lorin Hochstein 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

インフラ構築ツールAnsibleの総合的な解説書。基礎からある

程度高度な実践までを一冊でカバー。導入的な部分が丁寧に解

説されており、初級〜中級のエンジニアに喜ばれる内容。ま

た、ソフトウェア開発者やテストエンジニアにとっても、こう

いった環境構築の省力化は大きなテーマであり、読者層として

期待できる。B5変判 368頁 定価(3,200円+税)1604 978-4-87311-765-2

詳説

イーサネット
（第2版）

Charles E. Spurgeon・Joann Zimmerman 共著

三浦史光 監訳

豊沢 聡 訳

ファーストイーサネットやギガビットイーサネットなどの従来

技術だけでなく、10ギガ、40ギガ、100ギガビットなど最新の

イーサネット仕様を詳しく解説。また、全二重イーサネット、

オートネゴシエーション、スイッチを用いたネットワークの設

計、ネットワーク管理、ネットワークのトラブルシューティン

グのテクニックなども解説。B5変判 532頁 定価(4,600円+税)1506 978-4-87311-717-1

実践

パケット解析
（第2版）―Wiresharkを使ったトラブルシューティング―

Chris Sanders 著

髙橋基信・宮本久仁男 監訳

岡真由美 訳

ベストセラー書の改訂第2版。前半はWiresharkのリファレン

ス。さまざまな機能や活用テクニックについて解説する。後半

はパケット解析の実践的な教科書。TCP/IPの主要なプロトコ

ルを解析する方法や、ネットワーク遅延をはじめとしたさまざ

まなトラブルの解決方法を、実際に取得したパケット情報の実

例を使って詳しく解説する。B5変判 288頁 定価(2,800円+税)1211 978-4-87311-569-6

Head Firstネットワーク
―頭とからだで覚えるネットワークの基本―

AlAnderson
Ryan Benedetti 著

木下哲也 訳

ネットワークの基礎知識から実際の設定、運用・管理までを、

イラストや写真で解説する。概念、用語、主な機器の説明か

ら、ネットワークの設計方法、トラブルシューティング、保守

管理方法、セキュリティまで幅広いトピックをカバー。LAN

を構築したり、トラブルを解消したり、セキュリティ対策を講

じたり、実際に手を動かしながら知識を身に付けられる構成。B5変判 536頁 定価(3,200円+税)1002 978-4-87311-443-9
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DNS & BIND
（第5版）

Cricket Liu
PaulAlbitz 著
小柏伸夫 訳

オライリーの定番書籍『DNS & BIND』の改訂版。第5版の本

書では、BIND 8.4.7だけでなくBIND 9シリーズの最新版BIND

9.5.0-P1にも対応。日々の仕事でDNSに触れることが多い管理

者にも、インターネットについてもっと詳しくなってその仕組

みを理解したいと思っているエンドユーザーにもお勧めの一

冊。B5変判 672頁 定価(4,800円+税)0812 978-4-87311-390-6

DNS & BIND クックブック
―ネームサーバ管理者のためのレシピ集―

Cricket Liu 著
伊藤高一 監訳

ドメインの登録、ドメインの立ち上げ、サブドメインの管理、

保守・運用、セキュリティ、BINDの設定、Bind4から8および

9へのアップグレード法などを一問一答形式でまとめている。

FAQから例題を持ってきており、扱う話題が非常に実用的な

のが特徴。問題、解決、解説を短くまとめたクックブックとい

う形態の本書は、手軽に読める一冊。B5変判 256頁 定価(2,600円+税)0304 978-4-87311-125-4

Windows PowerShellクックブック
LeeHolmes 著

マイクロソフト株式会社ITプロ エバンジェリストチーム 監訳
菅野良二 訳

新しいスクリプト環境の魅力を一問一答で余すところなく紹

介。MicrosoftのPowerShell開発者が執筆したレシピ集ある。

PowerShellとは何かを述べるよりも、「PowerShellを使ってど

う効率化できるのか」、「より便利に使うにはどうしたら良いの

か」などテーマを絞り、管理者の役に立つスクリプティングテ

クニックが学べる書籍になっている。B5変判 630頁 定価(4,000円+税)0810 978-4-87311-382-1

IPv6 エッセンシャルズ
（第2版）

SilviaHagen 著

市原英也 監訳

豊沢 聡 訳

『IPv6 エッセンシャルズ』の改訂第2版。初版ではドラフトだ

ったDHCPv6、MLDv2、モバイルIPなどIPv6の最新仕様に対

応。ホストとルータでいかにIPv6を構成するか、現在IPv6を

サポートしているアプリケーションは何かといった情報は、こ

れからIPv6を学ぶ読者にとって有益である。

A5判 544頁 定価(3,600円+税)0706 978-4-87311-328-9

802.11無線ネットワーク管理
（第2版）

Matthew Gast 著

渡辺 尚

小野良司 監訳

林 秀幸 訳

規格書を読まずに802.11プロトコルの動きを理解できる

「IEEEの規格書不要」の実践ガイド。今回の改訂でバージョン

802.11a/b/g/iに完全対応し、最新規格のn-draftをカバーした。

プロトコルの動き（パケットの動作や送受信）を理解できるの

でドライバ作成者などに好適。802.11技術者だけでなく一般の

無線LANユーザーにも最適。B5変判 672頁 定価(5,000円+税)0611 978-4-87311-308-1

Postfix 実用ガイド

KyleD.Dent 著
菅野良二 訳

Postfixとは、sendmailと並ぶ主要メールサーバシステム。セ

キュアで信頼性が高い一方で、設定や管理の容易さなどから、

高い評価を得ている。本書は、Postfixの最新バージョンに準

拠して、インストール、設定から活用までを盛り込んだPost-

fix実用ガイドの決定版である。巻末には、設定パラメタのリ

ファレンスも収録。B5変判 330頁 定価(3,200円+税)0408 978-4-87311-195-7

RADIUS
―ユーザ認証セキュリティプロトコル―

Jonathan Hassell 著
アクセンス・テクノロジー 訳

RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Serviceは、ダ

イアルアップや無線LAN、VLAN接続時の認証に必要なセキ

ュリティプロトコルである。もともと、電話回線を通してプロ

バイダーなどに接続するときの認証のために開発されたが、現

在では、多くの分野で活用されている。本書は、そのプロトコ

ルの解説書である。B5変判 256頁 定価(3,200円+税)0312 978-4-87311-147-6

SAN & NASストレージネットワーク管理
W. Curtis Preston 著

金崎裕己 監訳
豊沢 聡 訳

SANとNASの基礎技術の解説からその構築方法、日々の運用

管理やバックアップ/リカバリについて解説する。大規模デー

タ管理を実現するために必要となる様々なテクノロジーを幅広

く解説するだけでなく、近い将来実現可能な新しい技術につい

ても紹介している。

B5変判 288頁 定価(3,400円+税)0210 978-4-87311-099-8

入門

SNMP
Douglas R.Mauro 他著

土本康生 監訳

福田剛士 訳

コンピュータネットワークを管理する上で理解が必要となるネ

ットワーク機器を管理するための通信プロトコルのひとつであ

るSNMPの解説書。手頃な分量に規定RFCやSNMPのバージョ

ン、対応ハードウェアの説明やツール（MRTG等）の説明が

盛り込まれているネットワーク管理者必携の書。

B5変判 360頁 定価(3,400円+税)0207 978-4-87311-090-5

サーバ負荷分散技術
Tony Bourke 著

鍋島公章 監訳

上谷 一

横山晴庸 共訳

インターネットビジネスで成功したWebサイトのほとんどで、

負荷分散装置が導入されている。本書は、サーバ負荷分散技術

についての初の解説書である。基本技術から、実際のベンダの

製品の構成例までカバーしており実務者のハンドブックとして

最適。

B5変判 232頁 定価(3,000円+税)0112 978-4-87311-065-3
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データ分析による

ネットワークセキュリティ
Michael Collins 著

中田秀基 監訳

木下哲也 訳

さまざまなデータを集めて多方面から多元的に分析した上で、

適切な対策を講じようという、いままでになかった視点で書か

れた画期的な内容。順序立って理解し、系統立ったセキュリテ

ィ手法を身に付けることにより、場当たり的な対策ではなく継

続的・計画的なセキュリティ対策を取ることが可能となる。

B5変判 368頁 定価(3,600円+税)1606 978-4-87311-700-3

実践

Metasploit
―ペネトレーションテストによる脆弱性評価―

DavidKennedy・JimO'Gorman

DevonKearns・MatiAharoni 著

青木一史 他監訳

プロのペネトレーションテスター御用達のツールMetasploitの

解説書。Metasploitは脆弱性、ペイロード、エンコード、ポー

ト番号などの攻撃を簡単にテストすることができる。本書では

使い方を実践形式でわかりやすく解説。使用法を本書でマスタ

ーし、攻撃者の脅威に対抗するためのペネトレーションテスト

の基本を身につけて欲しい。B5変判 368頁 定価(3,800円+税)1205 978-4-87311-538-2

Hacking：美しき策謀 第2版
―脆弱性攻撃の理論と実際―

Jon Erickson 著
村上雅章 訳

周囲を驚かせるような鮮やかな手法で問題を解決するハッカー

の視点から、システムの脆弱性やプログラム、ネットワークの

盲点を利用したり、またシェルコードの挿入による攻撃方法な

どを詳しく紹介。驚くほどどシンプルで美しいコードによる侵

入のテクニックや暗号アルゴリズムなどを詳しく紹介する。セ

キュリティの重要性を説く究極のガイド。A5判 568頁 定価(4,200円+税)1110 978-4-87311-514-6

アナライジング・マルウェア
― フリーツールを使った感染事案対処―

新井 悠・岩村 誠

川古谷裕平・青木一史

星澤裕二 著

マルウェアは有害なソフトウェアの総称である。本書では、社

会問題となっているマルウェア対策として、バイナリレベルで

プログラムを解析し、対処法を導き出すためのテクニックを紹

介する。解析対象はWindowsOS向けのマルウェア。特徴的な

マルウェアや不正行為をいくつか選定し、解析するためのツー

ルやテクニックを実践的な形式で解説する。A5判 264頁 定価(3,000円+税)1012 978-4-87311-455-2

ネットワークセキュリティHacks
―プロが使うテクニック & ツール 100＋―（第2版）

Andrew Lockhart 著

渡辺勝弘

鶴岡信彦

黒川原佳 訳

ベストセラー書『ネットワークセキュリティHacks』の改訂

版。今回の第2版は116個のHackで構成されている。バージョ

ンが古くなってしまったHackを最新の情報にアップデートし、

もう使われなくなってしまった古いHackを削除し、数多くの

新しいHackを追加。最新情報と新たなHackを追加し、国内の

技術動向と読者のニーズに合わせて再構成。A5判 472頁 定価(3,200円+税)0706 978-4-87311-327-2

実践

ネットワークセキュリティ監査
―リスク評価と危機管理―

ChrisMcNab 著

鍋島公章 監訳

ネットワークバリューコンポネンツ 訳

ネットワーク防衛戦略を行うにあたり管理者が行うべき具体的

な監査方法および監査を効率的に行うための方法論を解説す

る。また、実際の監査を容易にするためのさまざまなツールや

サンプルスクリプトを数多く紹介する。これらの実践的な知識

を得ることにより、ネットワークをセキュアに構築し、管理す

ることができる。B5変判 496頁 定価(4,200円+税)0504 978-4-87311-204-6

情報アーキテクチャ
（第4版）見つけやすく理解しやすい情報設計

Louis Rosenfeld

PeterMorville・JorgeArango 著

篠原稔和 監訳

岡 真由美 訳

『Web情報アーキテクチャ』の最新改訂版となる本書では、こ

れまでの基本原則やプロセスに加え、モバイル、クロスチャネ

ル、IoTといった拡張を続ける情報環境に対応する知見を収

録。

A5判 536頁 定価(3,600円+税)1611 978-4-87311-772-0

続・インタフェースデザインの心理学
―ウェブやアプリに新たな視点をもたらす＋100の指針―

SusanWeinschenk 著

武舎広幸

武舎るみ

阿部和也 共訳

ベストセラー書『インタフェースデザインの心理学』の続編。

デザイナーが心に留めておくべき新たな100の指針を、最新の

研究で明らかになった事実とともに紹介。

B5変判 336頁 定価(2,800円+税)1608 978-4-87311-771-3

CSSシークレット
―47のテクニックでCSSを自在に操る―

LeaVerou 著
牧野 聡 訳

CSSの仕様書では明らかにされていない重要項目を「ウェブデ

ザイナーが知るべき47のキーポイント」として解説。解析的な

アプローチを適用することで、日々直面する保守性や柔軟性に

富み、軽量かつ仕様に準拠したCSS設計を実現するにあたって

現実的な問題をどのように解決するのかがわかる内容。

B5変判 384頁 定価(3,400円+税)1607 978-4-87311-766-9

パフォーマンス向上のためのデザイン設計
Lara Callender Hogan 著

西脇靖紘 監訳
星野靖子 訳

Webサイトのパフォーマンス向上についてデザイン面からの

アプローチに特化し、コーディングや画像を作成する際のテク

ニックや、パフォーマンスを測定するためのさまざまな手段を

紹介。また、組織内の全スタッフにパフォーマンス意識を高め

てもらうために、今すぐ始められる取り組み方にも解説。

A5判 240頁 定価(2,400円+税)1606 978-4-87311-755-3
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デザイニング・マルチデバイス・エクスペリエンス
デバイスの枠を超えるUXデザインの探求

Michal Levin 著

青木博信・大木嘉人

笠原俊一・瀬戸山雅人 他共訳

GoogleのシニアUXデザイナーが、複数のデバイスにまたがる

UXをどのようにデザインすればよいか、オリジナルの「3C」

（Consistent, Complementary, Continuous：一貫性、補完性、

連続性）フレームワークに基づき豊富な事例とともに解説。

A5判 388頁 定価(3,400円+税)1412 978-4-87311-708-9

モバイルデザインパターン
（第2版）ユーザインタフェースのためのパターン集

TheresaNeil 著

深津貴之 監訳

牧野 聡 訳

モバイルアプリのUIパターンを手軽に参照できるリファレン

スの第2版。主要なプラットフォームで動くモバイルアプリの

画面例を1,000点以上使いながら、ユーザーインタフェースの

定番パターンをグラフィカルに解説します。本書で紹介する83

個の基本パターンと11個のアンチパターンが設計上の課題を解

決。B5変判 384頁 定価(3,700円+税)1502 978-4-87311-703-4

Web API: The Good Parts

水野貴明 著

APIは、設計次第で使いづらいものになってしまうだけではな

く、公開後の保守運用も難しくなってしまうもの。本書は、ど

のように設計すれば美しいAPIができるのかを解説した書籍。

API開発者から利用者まで、APIについての知見を深めたい開

発者必携。

B5変判 224頁 定価(2,200円+税)1411 978-4-87311-686-0

モダンWeb
新しいWebプラットフォームの基盤技術

Peter Gasston 著
牧野 聡 訳

本書は、Webの最新技術動向を鋭く切り取り、わかりやすく

解説。近年脚光を浴びているレスポンシブWebのためのCSSを

はじめ、位置情報やバッテリーの状態を取得するためのAPI、

プラグインに頼らないマルチメディア再生などを紹介。さら

に、近い将来に普及するであろう注目のWebコンポーネント

技術についても言及。B5変判 280頁 定価(3,000円+税)1409 978-4-87311-692-1

ハイパフォーマンス ブラウザネットワーキング
ネットワークアプリケーションのためのパフォーマンス最適化

Ilya Grigorik 著
和田祐一郎/株式会社プログラミングシステム社 訳

WebSocketやWebRTCのような新しいプロトコルが登場し、

ウェブ系エンジニアはネットワークについての知識が求められ

ている。本書はウェブに関わるネットワークについて様々な例

から解説する書籍。HTTP 2.0（SPDY）、WebRTCといった、

最新テクノロジについての解説している。

B5変判 384頁 定価(4,000円+税)1405 978-4-87311-676-1

ハイパフォーマンスWebサイト
―高速サイトを実現する14のルール―

Steve Souders 訳

武舎広幸

福地太郎

武舎るみ 共訳

高速サイトを実現するための14のルールを紹介。管理している

サイトに、これらのルールを適用することで、Webサイトの

基盤に手を加えることなくサイトを手軽に高速化できる。米

Yahoo！パフォーマンス担当責任者のノウハウ（Webサイトを

高速化するためのエッセンス）が本書に凝縮されている。

B5変判 184頁 定価(1,800円+税)0804 978-4-87311-361-6

続・ハイパフォーマンスWebサイト
―ウェブ高速化のベストプラクティス―

Steve Souders 著

武舎広幸

福地太郎

武舎るみ 訳

本書では、前著からの技術的なトレンド（Ajaxなど「Web2.0」

技術の浸透）を反映するとともに、Chromeなど新しく登場し

たブラウザおよび他のブラウザの新バージョンにも対応するた

めの情報や、ウェブ高速化のベストプラクティスを収録。ま

た、それぞれの分野の専門家に寄稿により、さらなるパフォー

マンス向上を目指す内容となっている。B5変判 328頁 定価(2,800円+税)1004 978-4-87311-446-0

シングルページWebアプリケーション
Node.js、MongoDBを活用したJavaScript SPA

Michael S.Mikowski

Josh C. Powell 共著

佐藤直生 監訳

木下哲也 訳

最近注目を集めているWebアプリケーションのアーキテクチ

ャ、SPA（Single Page Application）について解説。既存の開

発手法からの移行が容易ということもあり、にわかに注目を集

める技術。新しいデバイスへの対応もSPAを使えば簡単に行

えることから、マルチデバイス対応が迫られる昨今において、

注目度が高い。B5変判 498頁 定価(3,800円+税)1405 978-4-87311-673-0

入門

Webゲーム開発

Evan Burchard 著
永井勝則 訳

Webゲーム開発の基礎から応用までを解説。Flashをはじめと

した「重い」ツールを使用した従来のゲーム開発から脱却し、

開発環境はブラウザとエディタという超軽量な環境でHTML5

やJavaScriptといった身近なツールを使ってオンラインかつリ

アルタイムで開発を行う「いまどきの」スタイルを提案。

B5変判 356頁 定価(3,200円+税)1403 978-4-87311-664-8

マスタリングNginx

DimitriAivaliotis 著
髙橋基信 訳

Nginx（エンジンエックス）はオープンソースの高性能なWeb

サーバでシェアを伸ばしている。本書はNginxの設定を最適化

するためのガイド。システムアドミニストレータおよびシステ

ムエンジニアを対象に、豊富なコード例、ベストプラクティ

ス、ディレクティブのリファレンス、トラブルシューティング

を示しながらNginxの細部に迫る。B5変判 244頁 定価(3,000円+税)1310 978-4-87311-645-7
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Amazon Web Services プログラミング
―APIの基礎からBeanstalkの利用まで―

JurgvanWell

Flavia Paganelli

DaraDowd 著

玉川 憲 監修

Amazon Web Servicesを解説し、AWSツールをサポートする

ホストでアプリケーションを設計・構築するための解説書。さ

らにElastic Beanstalkについての解説も充実しており、実践的

な内容になっています。AWSの特徴を手軽に理解したいエン

ジニアに最適な一冊。

B5変判 344頁 定価(3,200円+税)1209 978-4-87311-581-8

PDF構造解説

JohnWhitington 著
村上雅章 訳

PDFの技術的背景が理解でき、PDFをより柔軟に有効に活用

する上で役に立つヒントを提供する。日本語版独自の付録とし

てJavaScriptを使ってPDFを操作する方法を紹介する「JavaS-

criptの埋め込み」と、電子書籍を使いこなすためのtips集を追

加。PDFに結果を出力する開発担当者、より深く知りたいユ

ーザ等に最適。A5判 248頁 定価(2,200円+税)1205 978-4-87311-549-8

Firefox Hacks Rebooted
―Mozillaテクノロジ徹底活用テクニック―

浅井智也・池田譲治

小山田昌史・五味渕大賀

下田洋志 共著

国内きってのFirefoxギークによる書き下ろし。Add-on SDK

や拡張機能開発だけでなく、HTML5、CSS3、最新のJavaS-

cripなどWeb開発の分野にも注力し、Firefoxを使ったWeb開

発からプラットフォームとしてのFirefoxまでFirefoxを使い倒

すテクニックを様々な角度から紹介する。

A5判 504頁 定価(3,400円+税)1110 978-4-87311-497-2

ウェブオペレーション
―サイト運用管理の実践テクニック―

JohnAllspaw
Jesse Robbins 著

角 征典 訳

ウェブサービスの安定には、アプリケーションの安定した動作

が必要だ。スタートアップ時にトラフィックが急増した時や、

機能を追加して安定していたアプリケーションを壊してしまっ

た時など、専門的な知識と経験が必要になる。本書は、ウェブ

技術のベテランのエッセイとインタビューを集めており、彼ら

が経験により培った知識や考え方を示す。B5変判 272頁 定価(2,600円+税)1104 978-4-87311-493-4

セマンティックWebプログラミング
Toby Segaran

Colin Evans

JamieTaylor 著

大向一輝 他監訳

玉川竜司 訳

セマンティックWebアプリケーションを実装するための方法

を具体的に取り上げて、現在の標準や技術の利用までを紹介。

各章ごとに、セマンティックWebとその関連技術を取り上げ

て、実際的な問題に対してそれらをどのように活用できるのか

を解説。問題の本質と解決するための実装を説明した上で要素

技術に入っていくアプローチを採る、エンジニア向きの良書。B5変判 312頁 定価(3,200円+税)1006 978-4-87311-452-1

Head First Rails
―頭とからだで覚えるRailsの基本―

David Griffiths 著

松田 明 監訳

児島 修 訳

プログラミング経験がある人を対象にした、Railsではじめる
Webアプリケーション開発の入門書。ネットワークの仕組み
やWebアプリケーションの特徴について解説しながら、Rails
アプリの基礎と応用について学ぶ。簡単なRailsアプリの作り
方から始まり、データベース、アプリケーションの連携など、
一連の流れをマスターし、AjaxやXML、またRESTなどの事
柄についても扱う。B5変判 464頁 定価(3,800円+税)1001 978-4-87311-438-5

デザイニング・ウェブナビゲーション
最適なユーザーエクスペリエンスの設計

JamesKalbach 著

長谷川敦士

浅野紀予 監訳

児島 修 訳

ナビゲーション（見つけてほしい情報までの案内）はWebデ

ザインの要である。本書はサービスや情報を人々が見つけられ

るサイトを構築するためのナビゲーション設計について体系的

に解説。ナビゲーションとは何か、ナビゲーションの構造やタ

イプなど概論を説明し、次に設計の枠組みと構築のための工程

を豊富な実例と共に説明する。B5変判 388頁 定価(4,000円+税)0905 978-4-87311-410-1

ビジュアライジング・データ
―Processingによる情報視覚化手法―

Ben Fry 著

増井俊之 監訳

加藤慶彦 訳

オープンソースのプログラミング環境「Processing」を使い、

巨大で複雑なデータ集合に含まれている物語をビジュアルで表

現する。グラフィックス、アニメーション、Anemone型グラ

フ、ツリーマップ、地図などを使ってアクセスデータ、統計デ

ータ、ログデータ、データ構造、階層構造、科学データといっ

た情報を視覚化する手法について解説する。B5変判 384頁 定価(3,600円+税)0811 978-4-87311-378-4

初めての

ActionScript 3.0
―Flashユーザーのためのステップアップガイド―

Rich Shupe

Zevan Rosser 共著

永井勝則 訳

Webデザイナーや主にGUIベースのFlash開発者など、プログ
ラマではない背景を持つF lashユーザーを主な対象に、
ActionScript3.0の基礎知識を詳しく解説。ActionScriptがどの
ように動くのかを理解し、また実際の制作や開発の中でどのよ
うに活用すればよいのかを知ることができる。本書によって得
られる本格的な基礎知識は、読者がActionScriptを使いこなす
上での土台となるだろう。B5変判 480頁 定価(3,400円+税)0808 978-4-87311-371-5

集合知プログラミング
Toby Segaran 著

當山仁健
鴨澤眞夫 共訳

Webから集めたユーザの行動などのデータを機械学習や統計
を利用してデータマイニングし、ユーザの行動を予測したり、
意思決定の手助けになる情報を得る手法を紹介する。また、
「Web 2.0」的なWebアプリケーションを実装するための基礎
知識を提供する。del.icio.us、eBayなど実在のサイトのオープ
ンAPIを使っているのも特徴。サンプルコードはPythonを使
用。B5変判 392頁 定価(3,400円+税)0807 978-4-87311-364-7
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RESTful Webサービス
Leonard Richardson

Sam Ruby 共著

山本陽平 監訳

株式会社クイープ 訳

ESTのアーキテクチャの解説から実装までを解説する。REST-

fulなAPIの解説にとどまらず、アーキテクチャスタイルから解

説することで、WebアプリケーションやWebサービスを構築

する際のスケーラビリティやユーザビリティが向上することを

目指した本格的な書籍。

B5変判 480頁 定価(3,800円+税)0712 978-4-87311-353-1

Spidering Hacks
―ウェブ情報ラクラク取得テクニック101選―

Kevin Hemenway 他著
村上雅章 訳

Spider（クモ）とは、Web（クモの巣）を横断して情報を自動

収集するプログラムのこと。Googleに代表される検索エンジン

では、日々追加／更新される膨大なWebのデータ収集にこの

システムを利用している。検索エンジンの結果では飽き足らな

いユーザが、Spiderを最大限活用するテクニックを示す。

A5判 544頁 定価(3,500円+税)0405 978-4-87311-187-2

プログラミング

HTML5 Canvas
ウェブ・モバイル・ゲーム開発者のためのアプリケーション開発ガイド

David Geary 著
永井勝則 訳

HTML5 Canvasを解説しながら、ゲーム開発やアニメーショ

ンなどに必須の項目を取り上げて知識とテクニックを提供。

Canvas APIや関連する基礎知識は、アニメーションや物理運

動の表現、ゲーム開発などを取り上げる後半でさらに掘り下げ

て解説する。JavaScriptアニメーション関連の解説も豊富。

B5変判 624頁 定価(3,800円+税)1407 978-4-87311-687-7

HTML5 Hacks
―インタラクティブWebアプリケーションのためのテクニック

Jesse Cravens

Jeff Burtoft 共著

出葉義治 訳

大岩尚宏 技術監修

HTML5は昨年末に仕様策定が完了し、これから利用が一気に

進むと思われる技術で、多くの企業が取り組みを表明、また実

際に取り組みはじめており、注目度の高いトピックである。本

書ではHTML5のテクニックを網羅する90のT ipsを紹介。

HTML5の持つ威力を体感でき、またHTML5で何ができるの

かという可能性を示す。A5判 472頁 定価(3,200円+税)1310 978-4-87311-647-1

HTML5クックブック
Christopher Schmitt

Kyle Simpson 著
株式会社クイープ 訳

マークアップのセマンティクスの問題から、formやaudio、

videoの各エレメントを使いこなす方法、GeolocationやJavaS-

cript APIなどHTML5に関連する技術との連携までを解説。実

践的な解決策を求める開発者を対象に、実践的なコードと解決

策をまとめ、日々の開発業務に活かせる内容となっている。

B5変判 288頁 定価(2,800円+税)1206 978-4-87311-547-4

HTML5 Canvas
Steve Fulton
Jeff Fulton 著
安藤慶一 訳

Flashに代わる技術としてHTML5の注目度が高まっている。

本書ではHTML5の機能で最も注目されているcanvas要素につ

いて学習する。2Dオブジェクトの描画、テキストレンダリン

グ、画像・映像・音声処理、JavaScriptライブラリの最適な利

用法、WebGLによる3Dアニメーションなどをサンプルを使い

ながら解説する。B5変判 384頁 定価(3,200円+税)1201 978-4-87311-527-6

入門HTML5
Mark Pilgrim 著
矢倉眞隆 監訳
水原 文 訳

HTML5の仕様の背景から、基本テクニック、そして実践的な

アプローチまでを解説。仕様についての著者の深い理解を背景

に解説されており、初学者から、すでに知識のある開発者ま

で、幅広い読者にとって価値ある内容になっている。また、参

照情報が豊富に示されている点も本書のメリットだ。注目の

HTML5へアプローチするには最適の解説書である。B5変判 256頁 定価(2,300円+税)1104 978-4-87311-482-8

アイソモーフィックJavaScript
Jason Strimpel
MaximeNajim 共著

牧野 聡 訳

従来のアプリケーションが持つ問題点を明らかにするところか

ら始め、アイソモーフィックなアプリケーションの分類やアイ

ソモーフィックさの度合いについて理解したうえで、アイソモ

ーフィックなJavaScriptフレームワークを構築するための実践

手法を解説。大企業がアイソモーフィックJavaScriptを選んだ

理由を明らかにする。A5判 256頁 定価(2,800円+税)1707 978-4-87311-807-9

SVGエッセンシャルズ
（第2版）

J.David Eisenberg

Amelia Bellamy-Royds 共著

原 隆文 訳

SVGの解説書。SVGは2001年にW3C勧告として公開された

XMLベースの画像フォーマット。本書では簡潔なサンプルを

数多く使い、基本的な図形の作成、アニメーションや複雑なグ

ラフィックスの作成、さらにはスクリプトによる制御など、

SVGの基礎から応用までをわかりやすく解説。

A5判 448頁 定価(3,600円+税)1705 978-4-87311-797-3

初めての

JavaScript(第3版)
ES2015以降の最新ウェブ開発

Ethan Brown 著

武舎広幸

武舎るみ 共訳

ES6（ECMAScript 6）の入門書。シンプルな例題を多用しな

がらES6によるウェブ開発をわかりやすく丁寧に解説。従来バ

ージョンを使用中のJavaScriptプログラマーにも、これから

JavaScriptを習得したい入門者にも有用な情報が満載。

B5変判 432頁 定価(3,200円+税)1701 978-4-87311-783-6
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オブジェクト指向JavaScriptの原則

Nicholas C. Zakas 著
和田祐一郎 監訳

JavaScriptにおいてオブジェクト指向プログラミングを行う際

の考え方を解説。JavaScriptプログラマがオブジェクト指向プ

ログラミング習得できるとともに、クラスベースのオブジェク

ト指向プログラマをクラスを持たないJavaScriptのオブジェク

ト指向プログラミングのに導く。ECMAScript5で記述。

A5判 190頁 定価(2,400円+税)1406 978-4-87311-681-5

AngularJSアプリケーション開発ガイド
Brad Green

Shyam Seshadri 著
牧野 聡 訳

JavaScriptMVCフレームワーク「AngularJS」の解説書。本書

ではまずAngularJSアプリケーションの構成要素を押さえた上

で、AngularJSアプリケーションの開発、テスト、実行手順を

解説。サーバ通信のAPIや考慮するべき点、ディレクティブの

仕組みについて解説し、最後に活用例を紹介しする。

B5変判 220頁 定価(2,400円+税)1404 978-4-87311-667-9

インタラクティブ・データビジュアライゼーション
D3.jsによるデータの可視化

ScottMurray 著
酒井秀晴 訳

D3.jsを使ったデータ可視化について、その基礎から実践まで

詳説。D3の使い方や解説だけではなく、D3を使いこなす上で

必要な背景知識やD3以外の基礎についてもていねいに解説。

プログラミングやコンピュータサイエンス出身の技術者だけで

はなく、デザインやデータ可視化などの分野の初学者をも意識

して解説されている。B5変判 296頁 定価(2,800円+税)1402 978-4-87311-646-4

Backbone.jsアプリケーション開発ガイド

AddyOsmani 著
牧野 聡 訳

本書の解説はBackbone.jsについての基礎的な事柄にとどまら

ない。モジュール形式の開発やさまざまなプラグインの紹介、

開発者がよく遭遇する問題への解決策、アプリケーションの骨

組みの自動生成やユニットテストに至るまで、Backbone.jsア

プリケーション開発のさまざまな局面を多角的にとらえた一

冊。B5変判 372頁 定価(3,400円+税)1402 978-4-87311-658-7

テスタブルJavaScript

Mark EthanTrostler 著
牧野 聡 訳

最重要テーマは「テストに適したコードの作成と保守」。複数

のアプローチで、テストに適したコードに迫る。最後まで読め

ば、テストに適したJavaScriptの本質と実践について漏れのな

い理解を得られるだろう。著者がYahoo!やGoogleで培ったテス

トや品質管理についてのノウハウをJavaScriptに適用した。

B5変判 304頁 定価(3,000円+税)1309 978-4-87311-635-8

初めての

PHP、MySQL、JavaScript＆CSS
（第2版）

RobinNixon 著
永井勝則 訳

PHPとMySQLという定番の組み合わせに、JavaScriptとCSSの

必須知識を加えて解説するWeb開発者やデザイナのための入

門書。Webサイトやデザインの開発現場における4つのコアな

技術（PHP、MySQL、JavaScript、CSS）とその実践的な知識

を、1冊の書籍の中で通して解説している。

B5変判 604頁 定価(3,600円+税)1308 978-4-87311-633-4

開眼！

JavaScript
―言語仕様から学ぶJavaScriptの本質

Cody Lindley 著
和田祐一郎 訳

本書は、ライブラリやフレームワークでアプリケーションを開

発しているJavaScript初心者〜中級者に向けて、JavaScriptを

真に理解するためのポイントを簡潔にまとめた書籍。日常的に

jQueryなどのライブラリしか使用しない開発者にとっては遠

かったであろう、JavaScriptという言語について理解するため

の本。A5判 196頁 定価(2,200円+税)1306 978-4-87311-621-1

JavaScriptデザインパターン
AddyOsmani 著

豊福 剛
サイフォン合同会社 共訳

動的型言語の人気の高まりにより、動的型言語、特にJava

Scriptでのデザインパターンの利用局面が増えてきている。本

書では、動的型言語で代表的なデザインパターンを実装するた

めの典型的な書き方のサンプルを示す。GoFデザインパターン

の解説とサンプルが網羅的に取り上げられている。

B5変判 282頁 定価(2,800円+税)1305 978-4-87311-618-1

メンテナブル JavaScript
―読みやすく保守しやすいJavaScriptコードのための作法―

Nicholas C. Zakas 著
豊福 剛 訳

JavaScriptのカリスマ的ハッカーが「読みやすくメンテナンス

しやすいJavaScriptコード」という観点から書いた一冊。読み

やすくメンテナンス性の高いコードを書くための規約、プログ

ラミングプラクティス、環境についてのTips集。特にチーム

で開発を行い、効率の良い開発方法を模索している開発者にと

って貴重な内容。B5変判 256頁 定価(2,600円+税)1303 978-4-87311-610-5

入門

モダンJavaScript

Larry Ullman 著
永井勝則 訳

JavaScriptのモダンなプログラミングを視点とし、言語の基礎

から、アプリケーション開発に必要な知識までを解説。言語の

基礎から、開発に必要な基礎知識、さらにはアプリケーション

開発までを提供。読者は、JavaScriptのモダンな扱い方だけで

なく、なぜそう書くべきかという裏付けを得ながら理解を深め

ることができる。B5変判 524頁 定価(3,200円+税)1302 978-4-87311-605-1
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JavaScript
（第6版）

David Flanagan 著
村上 列 訳

サイ本の愛称で親しまれるJavaScriptの定番書籍『JavaScript』

の最新版。各章各節のほぼ全編で加筆・修正が加わっている。

HTML5とECMAScript5をカバーし、さらに位置情報技術の

Geolocationや、ソケットに似た双方向ネットワーク接続を実

現するWebSocketなど、最新の情報も詳述する。

B5変判 900頁 定価(4,200円+税)1208 978-4-87311-573-3

JavaScriptリファレンス
（第6版）

David Flanagan 著
木下哲也 訳

サイ本の愛称で親しまれてきた『JavaScript』のリファレンス

編の最新刊。「コア言語のリファレンス」と「クライアントサ

イドJavaScriptのリファレンス」の2章構成。ECMAScript5と

HTML5の両方を扱い、さらにGeolocationやWebSocketなど、

最新の情報についても解説します。

A5判 392頁 定価(2,800円+税)1208 978-4-87311-553-5

ステートフルJavaScript
―MVCアーキテクチャに基づくWebアプリケーションの状態管理―

AlexMacCaw 著
牧野 聡 訳

ステートフルなJavaScriptアプリケーション開発についての解

説書。本書ではステートフルなWebアプリをMVCモデルに沿

って開発しながら、その背後にある理論から各種ライブラリを

利用した実践に至るまで幅広く解説する。単なるAjaxアプリ

ケーションでは実現できないよりデスクトップアプリに近いエ

クスペリエンスを提供する。B5変判 304頁 定価(2,800円+税)1206 978-4-87311-554-2

JavaScriptグラフィックス
―ゲーム・スマートフォン・ウェブで使う最新テクニック―

Raffaele Cecco 著
相川愛三 訳

JavaScriptによる最新のグラフィックスプログラミングについ

て解説。実例を通して、高性能なJavaScriptグラフィックスの

実装方法を学ぶことができる。スマートフォン向けのトピック

まで幅広く掲載。jQuery、DHTML、PCやスマートフォン向

けのリッチなアプリケーションの開発テクニックを身につける

ことができる。B5変判 288頁 定価(2,800円+税)1203 978-4-87311-528-3

JavaScriptクックブック

Shelley Powers 著
株式会社クイープ 訳

HTML5やECMAScript 5などの新機能をカバーして、今日的

なJavaScriptのテクニックを十二分に解説するレシピ集。表面

的なハウツーを紹介するのではなく、著者は一貫してJavaS-

criptの基礎や本質から解説している。読み進めばJavaScriptへ

の理解が深まることは間違いない。もちろん必要なトピックを

拾い読みするのも良い。B5変判 572頁 定価(3,800円+税)1104 978-4-87311-494-1

ハイパフォーマンスJavaScript

Nicholas C. Zakas 著
水野貴明 訳

レスポンスの良いWebアプリケーションの開発にJavaScriptは

欠かせない技術だが、JavaScriptコードはアプリケーションを

遅くする可能性がある。本書は、開発の際に生じるパフォーマ

ンスのボトルネックを解消するためのアイデアやテクニックに

ついて徹底的に解説する。JavaScriptの最適化や高速化に関連

するあらゆることを網羅した決定版。B5変判 248頁 定価(2,800円+税)1103 978-4-87311-490-3

JavaScriptパターン
―優れたアプリケーションのための作法―

Stoyan Stefanov 著
豊福 剛 訳

JavaScriptの高度でかつ有用なテクニックを盛り込んだ一冊。

プログラミングの力を向上させ、JavaScriptのエキスパートに

なるための知識と技を豊富に掲載。次のステップに踏み出した

いプログラマにとって貴重な情報源となる一冊。YUIライブラ

リの開発者としても有名な著者がJavaScriptを200％使いこな

すための秘伝を伝授する。B5変判 244頁 定価(2,800円+税)1102 978-4-87311-488-0

jQueryクックブック

jQuery Community Experts 著
株式会社クイープ 訳

jQueryのレシピをベストプラクティスとともに幅広く収録し

た好著。jQuery入門とその基礎的なベストプラクティスの解

説からはじまり、実際的な課題に対するレシピをトピックごと

に取り上げていく。著者陣は本書を通じて、jQueryの基礎的

なテクニックをふまえながら、画期的な問題解決のためのテク

ニックやアイデアを提供することを目指している。B5変判 480頁 定価(3,600円+税)1008 978-4-87311-468-2

JavaScript: The Good Parts
「良いパーツ」によるベストプラクティス

Douglas Crockford 著
水野貴明 訳

JavaScript言語の「良いパーツ（良い部分）」に注目し、質の

高いコードを書くためのポイントを示唆する。「良いパーツ」

を通してJavaScriptを再評価することで、見落とされていた

JavaScript言語の本質が見えてくる。プロフェッショナル向け

の良書。

B5変判 198頁 定価(1,800円+税)0812 978-4-87311-391-3

Head First JavaScript
―頭とからだで覚えるJavaScriptの基本―

MichaelMorrison 著
豊福 剛 訳

人気のHead FirstシリーズのJavaScriptバージョン。イラスト
を多用して、JavaScript初心者に視覚的にインタラクティブな
Webアプリケーションを実現する方法を詳しく解説する。
JavaScriptそのものだけでなく、ブラウザがプログラムを実行
する仕組みについても詳しく説明している。Ajaxに関わる
DOM、XML、通信などの知識も最後の章にまとめ、自在に
Webアプリケーションとやり取りする方法を解説。B5変判 648頁 定価(4,000円+税)0808 978-4-87311-373-9
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JavaScriptによるデータビジュアライゼーション入門
StephenA.Thomas著

古籏一浩 監訳
木下哲也 訳

JavaScript、HTML、CSSというWeb開発者が使い慣れたツー

ルのみを使って、効果的で見栄えのするグラフの作成方法を紹

介。基本的なグラフから、樹形図、ヒートマップ、ネットワー

クグラフ、ワードクラウド、時系列グラフ、地理情報、複合グ

ラフといった複雑なグラフの作成方法まで、初心者から中上級

者までのニーズをカバー。B5変判 400頁 定価(3,600円+税)1510 978-4-87311-746-1

プログラミングPHP
（第3版）

KevinTatroe

PeterMacIntyre

Rasmus Lerdorf 共著

髙木正弘 訳

Webアプリケーション開発言語定番であるPHP言語を、言語

仕様から実用的なプログラミングテクニックまで、詳細に解

説。PHP言語の学習者からプロフェッショナルな開発者まで、

PHP言語を扱うすべてのユーザに、知っておくべき基礎知識

から応用までを詳しく説き明かす本格的解説書。

B5変判 416頁 定価(3,800円+税)1403 978-4-87311-668-6

初めての

PHP5
（増補改訂版）

David Sklar 著

桑村 潤

廣川 類 訳

PHPプログラミングの基礎を解説する入門書。バランスのと

れた構成とサンプルコードを使ったていねいな解説はそのまま

に、PHP5.3/5.4に関する新しい項目やトピックを追加。「PHP5

技術者認定資格」の認定教材。WebサービスやWebアプリケ

ーションの開発に欠かせないPHPの基礎をしっかりと身に付

けてほしい。B5変判 416頁 定価(2,900円+税)1209 978-4-87311-580-1

Head First PHP & MySQL
―頭とからだで覚えるWebアプリケーション開発の基本―

Lynn Beighley
MichaelMorrison 著

佐藤嘉一 訳

Webアプリケーション開発者、Web管理者にとって不可欠な

知識であるPHPとMySQLの使い方をイラストや写真を多用し

てやさしく解説する。Web管理を楽にし、さらに高度なWeb

アプリケーションが開発できるように基本から懇切丁寧に指

導。『HeadFirstJavaScript』と並び、Web開発初心者にとって

必須の一冊。B5変判 688頁 定価(4,200円+税)1003 978-4-87311-444-6

初めての

PHP & MySQL
（第2版）

Michele E.Davis

JonA. Phillips 共著

西沢直木 訳

PHPとMySQLを使ったウェブアプリケーションの構築につい

て基礎から解説する書籍。「コードは動いたが動作原理がわか

らない」といった、入門書にありがちな落し穴もカバーされて

いる。また入門書としては珍しく、SmartyやPEARなど、実

際のアプリケーション開発の際に用いられる技術が扱われる。

B5変判 432頁 定価(3,400円+税)0805 978-4-87311-365-4

Tomcatハンドブック
（第2版）

Jason Brittain
Ian F.Darwin 著

村上雅章 訳

TomcatはApache Jakartaプロジェクトが開発したオープンソ

ースのサーブレット/JSP対応のウェブアプリケーションサー

バ。本書ではそのインストール、設定、運用、保守管理方法を

詳細に説明する。さらにセキュリティやパフォーマンスチュー

ニング、Apacheとの統合、ソースコードからのビルド方法、

クラスタリングなどもカバー。Tomcat 6.0対応。B5変判 624頁 定価(4,700円+税)0811 978-4-87311-388-3

Apacheクックブック
（第2版）Webサーバ管理者のためのレシピ集

Rich Bowen
Ken Coar 共著
笹井崇司 訳

Apacheサーバ管理者がさまざまな局面で遭遇する問題を一問

一答形式で解説する書籍『Apacheクックブック』が最新の

Apache2.2に対応して登場！ Apache2.0と2.2をカバーしてい

る。新たにディレクトリのリスト表示についての章が加わりさ

らにパワーアップ！ Webサーバ管理者必携の書。

B5変判 304頁 定価(3,200円+税)0809 978-4-87311-381-4

Apacheハンドブック
（第3版）

Ben Laurie 他著

田辺茂也 監訳

大川佳織 訳

Apacheとは世界で最も使用されているHTTPサーバである。

フリーで公開されており、誰でも使うことが可能。商用の

Webサーバと比較しても非常に信頼性が高く、また性能的に

も優れている。ほとんどのUnix上で稼働可能であり、Win-

dows上でも動作する。本書はApacheの設定から運用までをく

まなく解説した決定版。B5変判 676頁 定価(4,600円+税)0309 978-4-87311-150-6

初めての

自動テスト
Webシステムのための自動テスト基礎

Jonathan Rasmusson 著
玉川紘子 訳

自動テストの初心者を対象に、自動テストの基礎と手順につい

て学ぶ書籍。そもそもテストには、どんな種類の自動テストが

存在して、それぞれ何に適しているか。各種類の自動テストの

具体例、テスターに向けて自動テストに必要な最低限のプログ

ラミングの作法、開発者に向けてモック、テスト駆動開発など

について解説していく内容。B5変判 288頁 定価(2,800円+税)1709 978-4-87311-816-1

SREサイトリライアビリティエンジニアリング
Googleの信頼性を支えるエンジニアリングチーム

Betsy Beyer 他共著

澤田武男・関根達夫

細川一茂 他監訳

Sky株式会社 玉川竜司 訳

Google社内で発展した、大規模なサイトを運用・構築していく

ための手法「サイト リライアビリティ エンジニアリング」に

ついて、様々な場面での実践的なストーリーを紹介。

B5変判 592頁 定価(4,800円+税)1708 978-4-87311-791-1
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サーバレスシングルページアプリケーション
S3, AWS Lambda, APIGateway, DynamoDB, Congnitoで構築するスケーラブルなWebサービス

Ben Rady 著

吉田真吾 監訳

笹井崇司 訳

本書は「サーバレスアーキテクチャ」を言葉で説明するのでは

なく、各章でツールを使い、シングルページウェブアプリケー

ションを作りながらサーバレスアーキテクチャを解説していき

ます。手を動かしながら各ツールの特徴を理解できるので、開

発者にとって手に取りやすい作りになっています。

B5変判 232頁 定価(2,600円+税)1706 978-4-87311-806-2

Reactビギナーズガイド
――コンポーネントベースのフロントエンド開発入門

Stoyan Stefanov 著
牧野 聡 訳

ReactによるコンポーネントベースのWebフロントエンド開発

の入門書。Reactでは小さくて管理が容易なコンポーネントを

組み合わせて、大きくて強力なアプリケーションが作成可能。

簡単なサンプルを使いながらReactの基本やJSXについて学ぶ

ことができ、実際のアプリケーション開発に必要なものについ

て解説。B5変判 248頁 定価(2,500円+税)1703 978-4-87311-788-1

詳解

システム・パフォーマンス
Brendan Gregg 著

西脇靖紘 監訳

長尾高弘 訳

本書はLinuxとSolarisベースのOSに含まれるツール、サンプ

ル、チューニング可能なパラメータを使い、システムパフォー

マンスについて学ぶ書籍。パフォーマンス分析の基礎知識と方

法論に重点をおいて解説。

B5変判 784頁 定価(5,400円+税)1702 978-4-87311-790-4

初めての

Three.js
（第2版）WebGLのためのJavaScript 3Dライブラリ

JosDirksen 著
あんどうやすし 訳

JavaScript 3DライブラリThree.jsの解説書。実用的なサンプル

を例示しながら、Three.jsによるウェブ3Dコンテンツ作成のす

べての側面を解説。日本語版では、モバイルVRアプリの開発

と、MikuMikuDanceモデルデータをブラウザ上で扱う方法に

ついての解説を巻末付録として収録。

B5変判 416頁 定価(4,000円+税)1607 978-4-87311-770-6

PythonによるWebスクレイピング
RyanMitchell 著

黒川利明 訳
嶋田健志 技術監修

検索エンジンだけでは限られた情報しか集めることができませ

んが、Webスクレイピングの技術を使えば、インターネット

上の膨大な情報の中から本当に必要な情報を入手することが可

能。本書は、Pythonを使ってWebスクレイピングを行うため

の解説書。

B5変判 272頁 定価(3,000円+税)1603 978-4-87311-761-4

詳解

Tomcat

藤野圭一 著

Javaアプリケーションサーバで根強い人気を誇るTomcatの解

説書。本書は、日本人唯一のTomcatコミッタである藤野圭一

氏による執筆で、Tomcatの機能を網羅し、使い方はもちろん

のこと、アーキテクチャについても踏み込んで解説。

B5変判 400頁 定価(4,600円+税)1412 978-4-87311-705-8

入門

React
─コンポーネントベースのWebフロントエンド開発

Frankie Bagnardi・Jonathan Beebe

Richard Feldman・Tom Hallett 他共著

宮崎 空 訳

Facebookが開発したJavaScriptライブラリ「React」の解説書。

数多くのサンプルを用いてReact.jsのすべての側面を解説。コ

ンポーネントベースの最新のフロントエンド開発についての体

系的な知識と技術を身につけることができる。

B5変判 280頁 定価(2,600円+税)1504 978-4-87311-719-5

詳解

WordPress

プライム・ストラテジー株式会社 著

多くのWeb開発の現場で使われているWordPressの仕組みを

深く理解し、開発に必要な基礎知識を身につけることができ

る。開発効率を高め、WordPressの能力を最大限発揮できるよ

うな使い方をすることが可能。

B5変判 204頁 定価(2,600円+税)1504 978-4-87311-678-5

CSS3開発者ガイド
（第2版）モダンWebデザインのスタイル設計

Peter Gasston 著
牧野 聡 訳

世界的ベストセラー書“The Book of CSS3”待望の邦訳。本書で

は難解なCSS3仕様を平易な言葉で解説し、一般に広く使われ

ているモダンなブラウザとCSS3で何ができるかを明らかにし

ながら最先端のWebデザインを追求。良いデザインの原則に

焦点を当て、実践的なサンプルを豊富に使って解説。

B5変判 352頁 定価(3,200円+税)1507 978-4-87311-725-6

sed & awkプログラミング
（改訂版）

DaleDougherty 他著
福崎俊博 訳

sedとawkのツールの解説書として定評のある「sed & awkプ

ログラミング」の改訂版で、POSIXに対応するための修正、

最新のsed、awkのバージョンについての加筆修正はもちろん

のこと、本文の見直しもされている。さらに、いくつかの市販

awkやフリーソフトウェアのawkについての解説も追加した。

B5変判 488頁 定価(4,100円+税)9710 978-4-900900-58-5
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WordPressによるWebアプリケーション開発
RakhithaNimesh Ratnayake 著

プライム・ストラテジー株式会社 監訳
長尾高弘 訳

WordPressはブログ作成/コンテンツ管理システムとして多く

のウェブ開発者に支持されている。WordPressに組み込まれた

柔軟性の高い、強力な機能の数々を活用し、WordPressをウェ

ブ開発のフレームワークとして使うことで効率的に高品質のウ

ェブアプリケーション開発を行うための知識とテクニックをま

とめた。B5変判 364頁 定価(3,800円+税)1411 978-4-87311-706-5

Seleniumデザインパターン & ベストプラクティス
DimaKovalenko 著

太田健一郎

玉川紘子 共監訳

笹井崇司 訳

WebアプリケーションとしてデファクトであるSeleniumの概

要を習得している人を対象に、Seleniumを使ったテストの構

築方法やデザインパターン、あるいはメンテナンス性といった

方面に焦点を当てた書籍。Seleniumを使った人ならわかるテ

スト時の避けるべき事柄や取り入れるべき事柄をパターン化し

てわかりやすく解説。B5変判 256頁 定価(3,000円+税)1509 978-4-87311-742-3

実践

Selenium WebDriver

SatyaAvasarala 著
Sky株式会社 玉川竜司 訳

本書は、Seleniumの導入と構成の仕方、テストの書き方など

について、包括的に解説する初めての書籍。ソースコードも含

め、非常に具体的にテストの書き方を解説している。また、

WebのUIテストを書く上で最近注目されている、PageObject

パターンについても触れ、現場の技術者にとって参考になる内

容。B5変判 272頁 定価(3,000円+税)1409 978-4-87311-695-2

実践

Fiddler
Eric Lawrence 著

日本マイクロソフト株式会社 物江 修 監訳

長尾高弘 訳

Fiddlerはウェブアプリケーションやウェブサービスのデバッ

グツール。フリーウェアで提供されており、あらゆるアプリケ

ーションからのトラフィックをデバッグすることができる。便

利な機能を多数備えており、ウェブアプリケーションのデバッ

グからコンテンツの最適化まで、幅広く活用可能。開発者自身

による決定版解説書。B5変判 320頁 定価(3,200円+税)1305 978-4-87311-616-7

Nodeクックブック

DavidMark Clements 著
和田祐一郎 訳

自分のウェブサーバを作るところから始まり、ウェブアプリケ

ーション、コマンドラインアプリケーション、Nodeモジュー

ルの作成などについて解説。MySQL、MongoDBとRedisなど

様々なデータベース・バックエンドとのやり取りやウェブソケ

ットとの連携、SMTPのようなネットワークプロトコルとの連

結などについて解説する。B5変判 380頁 定価(3,400円+税)1302 978-4-87311-606-8

入門

vi
（第6版）

Linda Lamb 共著
福崎俊博 訳

Emacsと人気を二分するスクリーンエディタであるviに関する

古典的名著の待望の改訂版。改訂にあたって、マルチスクリー

ン編集に関する解説が追加されている。また、vimについても

新たに取り上げている。

B5変判 256頁 定価(2,500円+税)0205 978-4-87311-083-7
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RBB PRESS発行 オーム社発売

Movable Type公式タグリファレンス
（第2版）

シックス・アパート株式会社 著

MovableTypeはブログ作成のためのツールだけでなく、企業の広
報ページやイントラネットのCMSとしての活用が進んでいる。それに
合わせて、バージョンも3.2、3.3とバージョンアップされ、企業向け
のパッケージであるMovable (MTE 1.0)Type Enterprise 1.0もリ
リースされている。本書は、3.1まで対応していた旧版に3.2、3.3、
MTE 1.0で追加されたタグ、拡張されたアトリビュートなどを、シッ
クス・アパート執筆・監修のもとに大幅な改訂を加えたものである。A5判 376頁 定価(2,300円+税)0609 978-4-903065-07-6

ヤコブ・ニールセンのAlertbox
そのデザイン、間違ってます

JakobNielsen 著

舩井 淳

奥泉直子

川崎幹人 訳

「ウェブデザインの間違いトップ10」というコラムが有名な、

ヤコブ・ニールセンはウェブデザインのうちとくにユーザビリ

ティにかかわる分野の世界的第一人者である。ブログ、SEO、

Ajaxなどウェブサイト構築に新しい手法が導入されているが、

本当に使いやすいウェブサイトは基本的なユーザビリティの高

さが重要であるという視点からA5判 272頁 定価(2,600円+税)0607 978-4-903065-06-9
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電気学会発行 オーム社発売

新・電気の暮らしと健康不安

電磁界生体影響問題調査特別委員会 編

電磁界が「危ない」という本が多数出版され、読者を過剰に不

安にさせている。本書は、世界保健機関（WHO）を中心に、

各国の研究者が検討した結果を踏まえた科学的見地から、この

問題をどのように考えるべきかという情報を提供する。低周波

電磁界の発がんリスクの証拠は不十分で、大きなものではない

というWHOの結論を、わかりやすく解説する。B6判 102頁 定価(900円+税)1101 978-4-88686-282-2

電磁波のすばらしい世界
―携帯電話から光合成まで―

児玉浩憲 編著
高田達雄 原著

携帯電話やテレビ、パソコン利用のインターネットや国際情報

通信は、電磁波を最大限に活用したものだ。人類が食糧問題や

エネルギー問題を考える上でも、電磁波の知識は不可欠であ

る。本書には、誰でも興味を持てるような電磁波にまつわるト

ピックや物語もたくさん盛り込まれている。大学の入学前教育

や導入教育、さらに入社前教育にも役立つようにまとめた。A5判 200頁 定価(1,500円+税)1002 978-4-88686-277-8

暮らしの中のエネルギー

岩船由美子 著

〔目次〕家で使われるエネルギーってどのくらい？／温水洗浄便座はど
のくらいのエネルギーを使うのか（トイレで考える・その1）／食器洗い乾燥
機は省エネであるというのはほんとうか／エアコンは今が買いか／ノンフロ
ン冷蔵庫は地球にやさしいか／照明の省エネはどこまでできるか／電化
住宅は地球にやさしいのか／手紙とメールではどちらが地球にやさしいの
か／水を流す・音を流す（トイレで考える・その2）／飲み物は何を買う
（びん・缶・ペットボトル）／一体何がリサイクルできるのか／どの乗り物で
出掛けるのが省エネ／未来の暮らしはどうなる／ほんとうの省エネとは四六判 144頁 定価(900円+税)0012 978-4-88686-226-6

志田林三郎傳
―日本電気工学の祖―

信太克規
志佐喜栄 共著

日本の電気工学の先駆者、志田林三郎の伝記。生い立ちから東

京・工部大学校の卒業までの第一部、英国グラスゴー大学留

学、帰国後の官界学界での活躍、36才での早逝までの第二部か

ら構成。とりわけ、彼が設立した電気学会の最初の総会での驚

嘆すべき演説がなぜできたのか、その発想は今日に生かせるの

か、本書は彼の生涯からその謎を探る試みである。A5判 196頁 定価(1,700円+税)1302 978-4-88686-288-4

学窓から眺めた日本と世界 そして電気

関根泰次 著

本書は、電気新聞の時評欄「ウェーブ」に掲載された記事を、
101篇になったのを機に集大成し「技術啓発書シリーズ」とし
て出版するものである。「時評」の題材は、文明論から大学問
題、著者の専門である電気工学に関する技術等々、内外多岐に
わたっており、随所に「観の目」が感じられる。電気工学の専
門には固執することなく一般の読者に興味を抱いていただける
好著である。四六判 270頁 定価(1,429円+税)0706 978-4-88686-257-0

電気電子系学生のための英語処方
―論文執筆から口頭発表のテクニックまで―

馬場吉弘 著
WilliamA. Chisholm 監修

学生のための英語論文執筆・発表ガイドブック。第1章は執筆

法を説明し、能動態と受動態の使い方、時制の選び方、助動詞

の使い方、冠詞の選び方などについても詳述。第2章は口頭発

表法を説明し、グラフや表の説明法、数や数式の読み方、質問

への対処法などについて触れている。第3章は役立つ諸表現の

実例を示している。技術者・研究者も必携の英語ガイド。B5判 248頁 定価(2,500円+税)1302 978-4-88686-289-1

電気技術者のための

電気関係法規
平成26年版

社団法人 日本電気協会 編
社団法人 日本電気協会 著

電気事業法、建築基準法、労働安全衛生法、消防法、およびエ

ネルギーの使用の合理化等に関する法律の各法律、政令、省令

および告示のうち、電気設備の保守・管理に従事する方々に関

係ある条項を抜粋して収録した法令集。

A5判 680頁 定価(2,200円+税)1406 978-4-88948-278-2

電気学会大学講座

電気施設管理と電気法規解説
12版改訂

並木 徹 編

本書は、電気主任技術者に不可欠な電気施設管理及び法令に関
する知識を記述し、およそ半世紀にわたり大学・高専の教科書・
参考書として活用されてきたものの最新改訂版である。今回の改訂
に際しては、社会情勢の変化、法令見直し等に対応するとともに、
記載内容を刷新しできるだけ基礎的事項、必須事項に限定するこ
とで大胆にスリム化し、より読みやすく、理解しやすいものとした。
電気工学を学ぶ大学・高専の学生はもちろん電験を受験する技術
者にとっても最新、最適な教科書である。A5判 276頁 定価(2,500円+税)1308 978-4-88686-290-7

事例で学ぶ技術者倫理

電気学会倫理委員会 編

本書には課題を山と詰め込んであるが、模範解答は示していな

い。課題の性質が公式に従って方程式を解くようなものではな

いからだ。しかし解は必要であり、課題解決のためには解の候

補をいくつも自分で考えて、その中から最適なものを選ぶ必要

があり、それがなぜ最適なのかを、説明する必要もある。本書

ではそのような力を養う。A5判 118頁 定価(900円+税)1410 978-4-88686-295-2
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技術者倫理事例集

社団法人電気学会倫理委員会 著

電気学会は技術に関わる人たちが倫理判断を要する事態に遭遇

したときのよりどころとして、倫理綱領と行動規範を定めた。

綱領、規範をよりどころにするためには、実際に判断してみる

演習が役に立つ。事例を客観的に評価し、あるいは主観的に考

察するときに、実際に綱領、規範をよりどころにしてみる練習

が有効だ。本事例集はそのような教育訓練を行うための教材。A5判 76頁 定価(600円+税)1007 978-4-88686-278-5

基礎からの

技術者倫理

松木純也 著

技術者倫理の目標は、社会的存在としての技術者のあるべき姿・
生き方を考えることである。現代の課題に答えられる背骨のしっかり
した技術者になるために必要な基礎知識をしっかり学べるように、
技術者倫理が重要視されるようになった時代背景、科学の誕生か
ら発展を主導した概念、科学の特質、技術者が作り出した世界の
課題、技術者の存在様式、日本特有の課題など、技術者倫理に
まつわる広範な基本的概念が大局的観点から把握・理解できるよ
うに叙述されている。B5判 192頁 定価(1,800円+税)0603 978-4-88686-253-2

親子で学ぼう電気の自由研究

福田 務 著

本書は3部構成となっており、第一、二部では親子で簡単に手に入
る材料を使って出来る実験を紹介している。電気の働きにより生じ
る不思議な現象や、簡単な工作を行ない電気の流れや電気回路の
仕組みなどを観察し、興味を呼び起こせるよう著述されている。第
三部ではさらに進んだ実験として、やさしいロボットの基本動作につ
いて、電気と機械（メカニズム）のつながりを物づくりの楽しさや面
白さを通し組み立てながら学べるよう工夫されている。B5判 124頁 定価(1,800円+税)0708 978-4-88686-259-4

遊んで学ぼう 電気の自由研究

福田 務 編

小学校高学年から高校生ぐらいまでの子供たちが、そのご両親との触れ合
いの場をもつことなどを想定し、やさしく電気というものが学べる電気学会初
の普及書！現代人の日常生活に衣食住とともにかかせなくなった電気は、普
段は何気ない空気のようなものになっている。電源スイッチを入れると部屋が
明るくなり、テレビが見られ、CD音楽が聞けることなどはすべてが電気エネ
ルギーのおかげである。そこで電気というものを再認識してもらうため、このた
び子供から大人まで楽しんで学べる電気の実験集を発行することになった。
この図書で取り上げたいろいろな実験を通じ、電気の中身や使われ方などが
やさしく理解できることであろう。B5判 128頁 定価(1,500円+税)0009 978-4-88686-224-2

電気学会大学講座

エネルギー基礎論
高橋正雄
棚沢一郎
増子 昇 共著

〔目次〕エネルギーの概念／熱力学の基礎／化学熱力学／化学

エネルギーの変換、貯蔵／電気と化学のエネルギー変換／問題

解答／付録／蒸気h.s線図

A5判 264頁 定価(3,000円+税)8911 978-4-88686-213-6

電気学会大学講座

電気機器工学Ⅰ
（改訂版）

尾本義一・山下英男

山本充義・多田隈進

米山信一 共著

本書は、1964年の初版発行以来、数多くの大学、高専、企業研
修などで幅広く学習されてきた教科書を目次構成や内容などを大幅
に見直し改訂したものである。電気機器の基本原理はそもそも変わ
りようがないが、構造、大容量化、高性能化などで大きく変革した
時代に即した学習が出来るよう内容を改めている。また、2版改訂
の2巻の「パワーエレクトロニクスと電動機駆動の基礎」と並行して
学ぶことにより電気機器に対する理解がより一層の深まることであろ
う。A5判 344頁 定価(3,000円+税)8712 978-4-88686-115-3

電気学会大学講座

電気機械工学
（改訂版）

天野寛徳
常広 譲 共著

〔目次〕直流発電機／直流電動機／変圧器／誘導機／同期機／

パワーエレクトロニクスの基礎／問題の略解〔機種別に原理・

構造・特性、運転・試験について、重点主義をとりながら解説

を行っている〕

A5判 426頁 定価(3,100円+税)8511 978-4-88686-162-7

電気学会大学講座

電気工学概論
池田吉堯

関口 隆

北村覺一

柳沢 健 共著

〔目次〕電気基礎論／電子基礎論／計測と制御／電力工学とそ

の応用／電子回路／電気通信と電子応用

A5判 288頁 定価(2,500円+税)7104 978-4-88686-110-8

電気学会大学講座

電気・電子基礎数学
電磁気、回路のための

内藤善之 著

〔目次〕ベクトル解析／複素関数／フーリエ変換とラプラス変

換／特殊関数（電気・電子工学上の典型的な例題を使って説

明）

A5判 248頁 定価(2,500円+税)8009 978-4-88686-104-7

電気学会大学講座

電気電子工学のための 微分方程式・ラプラス変換

前山光明 著

電気・電子系学科の専門科目で利用する常・偏微分方程式とラ

プラス変換について解説した。常微分方程式では、各種の微分

方程式の解析方法やベッセル関数などの特殊関数を、電磁界分

布や波動に関連した偏微分方程式では、グリーン関数や変分法

を用いた方法も含めて、電気系の専門科目と関連した例題を用

いて分かりやすく解説した。A5判 148頁 定価(1,800円+税)0909 978-4-88686-275-4
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電気学会大学講座

電気電子工学のための 行列・ベクトル・複素関数・フーリエ解析

前山光明 著

行列演算、ベクトル解析、複素関数およびフーリェ級数・フー

リェ解析は、電気、電子工学系の学生が必須科目の電気回路や

電磁気学を学ぶ上で必要となる数学の道具である。本書では、

これら広範囲に渡る数学の分野から、特に電気・電子系の専門

科目で是非とも必要と思われる内容に絞り、定理の成立条件と

その証明も含めできるだけ分かりやすく解説した。A5判 212頁 定価(2,300円+税)0907 978-4-88686-274-7

数値過渡電磁界解析手法
―サージ現象への適用―

サージ現象に関する数値電磁界解析手法調査専門委員会 編

面積は台形公式で、速度・加速度は差分を用いて解析するよう

に、Maxwell方程式も差分を用いてパソコン上で簡単に解き、

電磁界を可視化、動画化する数値電磁界解析が利用される。本

書はコンピュータゲーム感覚でMaxwell方程式をマスターでき

る入門書。

A5判 168頁 定価(3,200円+税)0803 978-4-88686-263-1

三次元有限要素法
磁界解析技術の基礎

高橋則雄 著

多くのソフトが普及される中、電磁気学や有限要素法理論およ
びプログラムの中身を理解しないで実際の機器の解析を行う人
が多くなっている。そのため誤った解析結果が出ても気づかず
重大なミスを犯してしまうことがある。本書はそのような事態
に陥らないよう基礎知識を学ぶものである。学部初学年の数学
力があれば式の導出により、解析を行う知識が身につくよう解
説している。A5判 244頁 定価(3,400円+税)0608 978-4-88686-254-9

電気学会大学講座

回路理論基礎

柳沢 健 著

〔目次〕直流回路／受動回路素子／正弦波交流と受動素子の交

流特性／複素数と正弦波の複素表示／インピーダンスとアドミ

タンス／共振回路の性質／変成器／回路方程式／回路の理解を

深めるための考え方と諸特性／二端子対パラメータ／三相交流

A5判 240頁 定価(2,400円+税)8609 978-4-88686-204-4

電気学会大学講座

定常回路解析

高橋進一 著

〔目次〕正弦波交流と回路解析／三相交流回路／二端子回路／

分布定数回路とS行列／伝送回路／波形解析／付録／問題解答

A5判 244頁 定価(2,200円+税)8410 978-4-88686-197-9

電気学会大学講座

回路網理論

小郷 寛
倉田 是 共著

〔目次〕回路網の基礎／二端子網／四端子網／分布定数回路／

ラプラス変換の基礎／付録：フーリエ変換基礎公式／ラプラス

変換基礎公式

A5判 194頁 定価(2,000円+税)6708 978-4-88686-160-3

電気学会大学講座

基本から学ぶ電気回路

藤井信生 著

本書では、jωを導入する過程について特にページを割いた。

多くの類書ではベクトル図を用いて、正弦波交流を扱っている

が、時間変数である正弦波と、2次元で表現されるベクトルと

の繋がりを理解することに初学者は戸惑うことが多い。ベクト

ルによる表現をできるだけ避け、時間関数としての正弦波との

関係に力点をおいて、分かりやすく解説している。B5判 280頁 定価(2,900円+税)1112 978-4-88686-284-6

電気学会大学講座

電気回路論問題演習詳解

平山 博
大附辰夫 共著

定評の教科書「電気回路論（3版改訂）」の章末問題の解法を示

したものであり、基礎と理論の核心に触れる難度の高い問題ま

で幅広く取り扱っている。一部の数式などは教科書を参照して

いる箇所もあるが、極力本書の中で具体的に数式の展開をして

いるため、本書1冊でも学習できるように配慮している。

A5判 188頁 定価(1,800円+税)0805 978-4-88686-264-8

基礎からの交流理論例題演習

小亀英己
石亀篤司 著

教科書「基礎からの交流理論」の副読本として、章末問題全て

の詳しい解法と、新たに作成した難度の高い問題までを幅広く

取り扱った。教科書の執筆理念を生かし、知の伝達を担うこと

を想定し、別解や解説を豊富に取り入れるなど、電気回路の全

ての範囲を基礎から応用まで網羅し、基礎理論の理解とその活

用スキルを身につけることができるようになっている。B5判 420頁 定価(2,900円+税)1012 978-4-88686-281-5

基礎からの交流理論
小郷 寛 原著
小亀英己
石亀篤司 著

最近の電気回路の教科書は、説明不足のものが多く見受けられ

る。本書は、「交流理論」「回路網理論」の著者小郷寛先生の執

筆理念を生かしながら、将来の流れを見据え、知の伝達を担う

ことを想定し、例題を豊富に取り入れるなど、基礎理論の理解

と活用するスキルを身につけることができるようにした。

A5判 400頁 定価(3,100円+税)0203 978-4-88686-230-3
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電気学会大学講座

過渡回路解析

大附辰夫 著

〔目次〕序章／演算子法の基礎／基本的なt関数の演算子表現／

RLC回路の基本過渡現象／伝達関数に基づく過渡現象解析／回

路のパルス応答／過渡現象の定性的解析／分布定数回路の過渡

現象／問題／付録／問題解答

A5判 192頁 定価(2,200円+税)8903 978-4-88686-212-9

電気学会大学講座

電気磁気学基礎論
岡部洋一
桂井 誠
河野照哉 共著

〔目次〕電荷と静電界／導体系／誘導体／静電界の解法／電流

／磁界／磁性体／電磁誘導（I）／電磁誘導（II）／マクスウ

ェル方程式／付録

A5判 228頁 定価(2,300円+税)8803 978-4-88686-208-2

電気学会大学講座

電気磁気学演習

河野照哉
桂井 誠 共著

〔目次〕ベクトル／電荷と静電界／導体系／誘電体／静電界の

解法／電流と直流回路／電流による磁界（真空中）／磁性体／

電磁誘導の法則／インダクタンス・磁界のエネルギーおよび電

磁力／電磁界方程式／総合問題／章末問題解答

A5判 306頁 定価(2,600円+税)7804 978-4-88686-102-3

電気学会大学講座

基本から学ぶ電磁気学

岸野正剛 著

極力わかりやすく、電気現象の面白さが伝わるよう解き明かす

ことに努めた。基本法則も難解な式を使うことは避け、具体例

を使って法則が目に見え、頭に思い描けるよう心がけている。

本書は他に類を見ない入門書になっており、多くの初学者にと

って学ぶ意欲が自然に沸いてくるものになることだろう。

B5判 280頁 定価(2,900円+税)0807 978-4-88686-266-2

基礎からわかる

電磁気学例題演習 Ⅰ
物理的概念∼電流と抵抗

山口昌一郎 著

電磁気学を基礎から親しみやすく、わかりやすく理解すること
を念頭に、初歩的な物理的概念から懇切丁寧に例題を基に解説
した本書は、教科書としても使用できるよう配慮した学習書で
ある。しかも、電磁気学の法則や定理、ベクトル解析などの数
学が習得できるよう工夫した内容になっている。特に数学に対
しアレルギーを持っている学生諸兄には学習の礎になることで
あろう。B5判 286頁 定価(2,800円+税)0602 978-4-88686-249-5

基礎からわかる

電磁気学例題演習 Ⅱ
磁界∼電磁波

山口昌一郎 著

電磁気学を基礎から親しみやすく、わかりやすく理解すること
を念頭に、初歩的な物理的概念から懇切丁寧に例題を基に解説
した本書は、教科書としても使用できるよう配慮した学習書で
ある。しかも、電磁気学の法則や定理、ベクトル解析などの数
学が習得できるよう工夫した内容になっている。特に数学に対
しアレルギーを持っている学生諸兄には学習の礎になることで
あろう。B5判 310頁 定価(3,000円+税)0602 978-4-88686-250-1

電気学会大学講座

電気磁気学 問題演習詳解
(3版)

桂井 誠 著

本書は定評ある教科書「電気磁気学（3版改訂）」の章末問題の

解法書であり、基礎から理論の核心に触れる難度の高い問題ま

で詳細に解法を解説している。一部の数式は教科書を参照して

いるが、極力本書の中に数式を併記し単独でも読み進められる

ようにしてある。また、新たな演習問題も加え理解と興味が深

まるように配慮している。A5判 248頁 定価(1,900円+税)0405 978-4-88686-245-7

電界パノラマ
電界をよりよく理解するために

宅間 董 編

電界は身の周りの至るところに存在するが、これを本当に理解する
のは容易でない。本書は、電界の基礎的意味を説明するとともに、
さまざまな応用を面白く解説している。簡単な内容なのに電磁気学
の専門家が正解できなかった問題も含み、応用面では、導体と固
体絶縁物との接触点の電界、電界による浮上力、送電線の誘導、
導電性の効果、放電との関係など、多岐にわたっている。この分
野を学習、研究する多くの方々にとって必読の書といえる。A5判 176頁 定価(2,800円+税)0312 978-4-88686-244-0

電気学会大学講座

パルス電磁エネルギー工学

八井 淨
江 偉華 共著

本書は最近、広範囲な分野で応用されているパルスパワーにつ
き、その発生・制御からエネルギー変換・輸送・計測までをそ
の基礎と応用の面から系統的に著述したものである。この種の
解説書はまだあまり世の中に出ていないため、これからこの分
野を学ぶ者には必読書になることだろう。基礎的な電磁気学の
知識さえあれば容易に本書を理解できるだけでなく、その面白
さに引き込まれていくことと思われる。A5判 240頁 定価(2,500円+税)0203 978-4-88686-233-4

電気学会大学講座

基礎電磁気学
（改訂版）

山口昌一郎 著

1968年発行以来定評を博してきた本書は多くの大学、高専で教
科書とし採用されて来た名著の改訂である。その目的は電気・
電子・情報の分野で学ぶ学生の方々に電気磁気を容易に理解で
きるよう、ベクトル解析の説明を本文に取りこむなど、今まで
以上に懇切丁寧な記述内容にするとともに、例題を数多く取り
入れたことにある。この分野を学ぶ学生方にとり素通り出来な
い学問の教科書として必読書となることであろう。A5判 320頁 定価(2,600円+税)0202 978-4-88686-229-7
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電気学会大学講座

高電圧大電流工学

宅間 董
柳父 悟 共著

〔目次〕高電圧大電流工学の意味／高電圧の基礎／静電界とそ

の計算／絶縁物の特性／大電流現象／高電圧および大電流の発

生／高電圧および大電流の測定／高電圧および大電流機器／高

電圧および大電流の試験

A5判 292頁 定価(3,000円+税)8809 978-4-88686-209-9

電気学会大学講座

高電圧工学
（3版改訂)

河村達雄

河野照哉

柳父 悟 共著

1956年の初版以来3回の改訂に当たる本書は誘電体の絶縁特性
に関する物性、高電圧の発生、測定など理工学分野の基礎から
高電圧機器、系統の過電圧、絶縁強調・試験など電力エネルギ
ー応用まで、この分野で必要とされる内容を網羅している。最
新の国内、国際規格に基づき高電界における電気伝導、絶縁や
高電圧の発生手法、計測、試験方法、機器などにつき書き改め
た上、新たに高電圧の技術応用までをも書き加え刷新した。A5判 288頁 定価(2,800円+税)0303 978-4-88686-237-2

電気学会大学講座

電気実験（電子編）
（改訂版）

〔目次〕デジタルテスタ／電子電圧計／直流安定化電源の取扱い／電子菅の各
種特性測定／ダイオード・サーミスタ・バリスタ・トランジスタ・SCR・FETの各種
特性測定／電子菅及び半導体電子を使った各種電子回路の特性測定／ひずみ
測定／光電素子と光通信実験／OPアンプ／作動増幅回路の特性測定／各種発
振・変調・復調回路の特性測定／抵抗減衰器／フィルタの特性測定／受信機
の総合特性測定／空中線／マイクロ波測定／アナログ電子計算機実験／インデシ
ャル応答の測定／ボード線図の作成／サーボモータの特性測定／マルチバイブレー
タ／のこぎり波特性測定／MIL記号の演習・ゲート回路・プール代数・FF回路
／並列加減算・10進数とBCDコードの変換など実験／パソコンのプログラミング／
FET・アナログIC・ディジタルICの試験B5判 154頁 定価(1,900円+税)8804 978-4-88686-157-3

電気学会大学講座

電気実験（機器・電力編）
修正・増補版

〔目次〕変圧器／誘導機／サイリスタ等の各種試験／シーケン

ス制御による発電機運転／継電器の特性試験／高圧試験／がい

し／模擬送電線／照明関係測定／電子冷却装置／高周波焼入／

超音波の実験等41種の実験

B5判 120頁 定価(1,600円+税)8012 978-4-88686-156-6

電気学会大学講座

電気実験（基礎・計測編）
〔目次〕各種計器の取扱い／オーム／キルヒホッフの法則の実

験／電池の感度特性／抵抗測定／ブリッジ法／計器の目盛定め

／オシロスコープの使い方／電力測定／磁気測定／鉄損測定等

37種の実験

B5判 84頁 定価(1,300円+税)6809 978-4-88686-155-9

電気学会大学講座

電気計測基礎

日野太郎 著

〔目次〕測定の基礎／測定結果の処理／電気計器／測定一般／

電気量の測定／物理化学量の電気計測

A5判 224頁 定価(2,100円+税)8306 978-4-88686-187-0

電気学会大学講座

電磁気計測
（改訂版）

西野 治 著

〔目次〕計測一般（電気計測、単位と標準器、測定の誤差と測定
値の取扱い）／電気計測（指示電気計器の構成、指示電気計
器、検流計とオシログラフ、積算計器、記録計器、計器用変成器）
／電磁気測定（電気計測用器具、電流と電圧の測定、電力の測
定、抵抗の測定、インダクタンス・静電容量・インピーダンスの測
定、磁気測定）／電気応用計測（遠隔測定、工業計測、放射線
計測）／電子計測（半導体と電子回路の計測、高周波計測、電
子計測回路）A5判 284頁 定価(2,400円+税)7904 978-4-88686-161-0

電気学会大学講座

電気電子計測の基礎
誤差から不確かさへ

山﨑弘郎 著

本書は基礎科学や先端技術を志向する学生や技術者を対象に、

電気電子系だけでなく理工学の横断的基盤としての計測技術の

基礎を学ぶ上で役立つ教科書である。現代ではセンシング技術

や情報処理技術なくして最新の計測を語れないのでそれらを含

めた全体像を示すことを重視した。「誤差に代り不確かさ」を

計測の評価のキーワードとしたのも本書の特徴である。A5判 230頁 定価(2,500円+税)0503 978-4-88686-248-8

電気学会大学講座

電気電子応用計測

井出英人 編

本書は実験の基盤となる科目であることから、計測が何を測定

しているのか量的関係を直観的に把握できることを念頭に、最

近のコンピュータと一体化した計測システムなども理解できる

よう動作解析においては回路図も用い、数学的記述と同時に定

性的観点から原理および構造などを詳しく解説した。

A5判 250頁 定価(2,700円+税)0311 978-4-88686-243-3

電気学会大学講座

基礎センサ工学

伊東謙太郎
高橋 清 共著

〔目次〕センサの物理／センサ系の基礎特性／光・放射線セン

サ／レーザセンサ／光ファイバセンサ／超音波・マイクロ波セ

ンサ／温度センサ／磁気センサ／ひずみゲージ／化学センサ／

バイオセンサ／センサと微細加工／センサの機能化・集積化／

センサのインテリジェント化／生体のセンサ／センサの将来像

／問題解答／付録A5判 232頁 定価(2,400円+税)9503 978-4-88686-214-3
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電気学会大学講座

電動機制御工学
可変速ドライブの基礎

松瀨貢規 著

本書は、各種モータの可変速ドライブシステムを理解できるように基
礎に重点をおき、電気・機械エネルギー変換や機械負荷の性質の
基礎や考え方、モータの基本原理と統一的解析法、各種モータの
位置・速度制御システムなどにつき解説し、応用分野が拡大して
いるドライブ技術の基本的な知識が修得できる教科書になっている。
また、大学・高専などの講義に使用できるよう多くの例題を取り入
れ分かりやすく懇切丁寧に記述し、理解が深まるよう努めている。A5判 300頁 定価(3,000円+税)0702 978-4-88686-255-6

リラクタンストルク応用モータ
IPMSM, SynRM, SRMの基礎理論から設計まで

リラクタンストルク応用電動機の技術に関する調査専門委員会 編

電気自動車や家電品をはじめとして広く利用されているリラク

タンストルク応用モータの原理、構造、制御などの諸技術を体

系的にとりまとめた解説書。インダクタンスから出発してリラ

クタンストルクの原理を解説し、それをモータに実際に適用す

るための技術や制御の技術まで展開。

A5判 212頁 定価(3,400円+税)1601 978-4-88686-299-0

電気学会大学講座

電気電子材料工学
桜井良文

小西 進

松波弘之

吉野勝美 共著

現代の高度にエレクトロニクス化、情報化された社会、それを支える電気エネ
ルギー技術を可能としているのは電気電子材料の著しい進歩である。即ち、
電気電子材料は急激に変貌、進歩し、多様化しており、材料、素子、デ
バイスの間の区別が薄れてきたものもある。このような状況に応えるため教科
書、入門書として電気電子材料の基本的な考え方、基礎から最新の電気電
子材料の実際までを理解できるようにわかりやすく、また、参考書、自習書と
して電気電子材料を作る側、利用・応用する側、いずれの立場の研究者、
技術者にも役立つように配慮し豊富な資料をも取り入れて執筆されている。A5判 312頁 定価(3,700円+税)9705 978-4-88686-219-8

電気学会大学講座

物性論
（第2次改訂版）

向坊 隆
笛木和雄 共著

〔目次〕原子構造と元素の周期性／原子間の力と分子構造／統

計熱力学の概要／化学反応と反応速度論／気体の性質／液体と

界面の性質／固体の（構造、導電性、誘電的性質／光学的性質

／磁気的性質／熱的性質／力学的性質反応）／超電導／量子力

学の概要

A5判 360頁 定価(3,400円+税)8303 978-4-88686-185-6

電気学会大学講座

誘電体現象論
犬石嘉雄

川辺和夫

中島達二

家田正之 共著

〔目次〕誘電体基礎論／（固体の原子論、電子論、高分子物質）

／誘電分極／誘電率および誘電体損（誘電体の巨視的性質、静

誘電率の分子理論、均質誘電体の分散と吸収、複合誘電体）／

強誘電体（圧電現象、強誘電体と光）／誘電体の電気伝導（固

体、液体、誘電体の電気伝導）誘電体の絶縁破壊／放電によっ

て生ずる固体絶縁破壊A5判 376頁 定価(3,000円+税)7307 978-4-88686-108-5

電気学会大学講座

電気電子材料
基礎から試験法まで

大木義路・奥村次徳

石原好之

山野芳昭 著

本書は1960年に発行し長年多くの大学、高専で採用され定評を

博してきた「電気材料」をベースに書き改めた教科書である。

目覚しく進歩する材料に対応すべく電子、光に関する解説も新

たに加え、基礎知識から使用法、試験法まで学べるよう工夫し

た本書は学部の教科書はもちろん実務に携わる技術者の方の参

考書としても役立つものである。A5判 320頁 定価(3,100円+税)0603 978-4-88686-252-5

ナノテク材料
ポリマーナノコンポジット絶縁材料の世界

先端複合ポリマーナノコンポジット誘電体の応用技術調査専門委員会 編

21世紀初に突如として現れた「ナノテク絶縁材料」の優れた性

能と革新的な応用例を説明する解説書の決定版。多様な分野で

の適用検討例を紹介し、それらが拠ってきた種々の基礎現象・

メカニズム、さらにそれを支える理論を斬新な構成で丁寧に説

明。現在のナノコンポジット絶縁材料を総合的に鳥瞰できる一

冊。A5判 348頁 定価(4,100円+税)1409 978-4-88686-294-5

電気学会大学講座

電気機器学
難波江章・金 東海

高橋 勲・仲村節男

山田速敏 共著

〔目次〕序論／変圧器／誘導機／同期機／直流機／付録

A5判 274頁 定価(2,600円+税)8504 978-4-88686-198-6

電気学会大学講座

基礎電気機器学
難波江章・金 東海

高橋 勲・仲村節男

山田速敏 共著

〔目次〕序論／電磁エネルギー変換の原理／電磁エネルギー変

換の基礎／電磁エネルギー変換機器の基礎／電磁エネルギー変

換機器の統一理論／電磁エネルギー変換機器のその基本特性／

半導体／電力変換装置の基礎／問題解答

A5判 208頁 定価(2,100円+税)8403 978-4-88686-189-4

電気学会大学講座

現代電気機器理論

金 東海 著

回転機器の現代的応用に適合した理論を目指した改訂版。前半

は既存の機器学を古典的方法として新しい解説を加えながらフ

ェーザ法による定常解析を展開。後半は誘導機と同期機とをそ

れぞれに体系的に分類しながら、空間ベクトル法による過渡解

析の理論体系を完成させている。特に、磁石同期機の解析用チ

ャートの導入は有用で目新しい！A5判 362頁 定価(2,900円+税)1009 978-4-88686-280-8
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電気学会大学講座

電気機器工学 Ⅱ
（2版改訂）

多田隈進 著

Ⅰ巻の直流機、誘導機、同期機など電磁機器の要点から議論を

興し、それを使いこなす為のパワーエレクトロニクスについて

基礎から応用までを簡潔に説明している。各章の始めに“この

省のねらい”を掲げ、利用頻度の少ない事項は極力避け、論理

展開が散漫にならないよう随時例題を差し挟むなど工夫を凝ら

している。A5判 168頁 定価(1,900円+税)0811 978-4-88686-270-9

電気学会大学講座

電気機器学基礎論
多田隈進
常広 譲
石川芳博 著

本書は、教育の現場、産業界の要望に応えるべく企画したもので
ある。古くなり必要とされなくなったものは省き、パワエレ関係など
最新の技術に重点をおき解説した。1年間という限られた講義の中
で学べるよう内容を精選し工夫を施した。特に現在の電気機器を
学ぶために必須であるパワエレの解説を充実させている。数式を使
っての解説は最小限に止め分かりやすく記述することに努めている。
章末問題はなくし例題を数多く取り入れ理解を深めるようにしているA5判 260頁 定価(2,800円+税)0409 978-4-88686-247-1

電気学会大学講座

電機設計概論
（4版改訂）

炭谷英夫 著

本書は、初版発行後20年の歳月を掛け出版してきたものの4版

改訂版。計算式も結果ではなく考え方を述べるなど分りやすく

解説。また、新たに「製図の基本」を付け加え図面の読み方に

役立つように配慮。電気機器の設計の基礎を学習する学生にと

って必携の教科書、参考書。

A5判 200頁 定価(2,400円+税)0711 978-4-88686-262-4

スマートグリッドを支える電力システム技術

スマートグリッド実現に向けた電力系統技術調査専門委員会

スマートグリッド技術を理解するために必要な項目を体系的に

とりまとめた解説書。

〔目次〕スマートグリッドの概念／電力系統の課題とスマート

グリッド導入の目的／スマートグリッド実現に向けた技術開発

と国内外の取り組み／スマートグリットに関する標準化の動向

／スマートグリッド実現への課題と今後の展望B5判 356頁 定価(5,300円+税)1412 978-4-88686-297-6

電気学会大学講座

発変電工学
（改訂版）

弘山尚直 著

〔目次〕発電用資源と発電方式／発送配電技術の発達／水力発

電の概説／水力学の概要／流量の落差／水力設備／水車／汽力

発電の概要／熱力学／燃料および燃焼／ボイラ／蒸気タービン

／熱の有効利用／内燃力発電／原子力発電／地熱発電／直接発

電／電力系統／電気機器／母線／計測制御／保安装置／発変電

所の計画・設計・運転保守A5判 404頁 定価(2,800円+税)7105 978-4-88686-164-1

電気学会大学講座

発変電工学総論

財満英一 編

本書は、火力、原子力、水力の大規模集中型発電および、自然
エネルギーや電力貯蔵などの分散型小規模発電が導入されている
発変電設備の最新の技術をわかりやすく解説。特に近年の可変速
揚水発電、コンバインドサイクル発電、電力貯蔵などについても、
写真や図を多用し基礎理論から産業応用までわかりやすく解説して
おり、大学、高専の教科書には当然の事ながら実務に携わる若手
研究者、技術者の参考書にも適した内容になっている。A5判 384頁 定価(3,300円+税)0711 978-4-88686-260-0

発電工学
（改訂版）

吉川榮和
垣本直人
八尾 健 共著

大規模集中型発電方式（水力、火力、原子力）と、小規模分散

型発電方式（再生可能エネルギー、化学力発電）に分類し、そ

れぞれの基礎知識の解説を基本にしながら、最新のエネルギー

統計、原子力発電の安全対策、電力市場自由化や環境問題を中

心に大幅な内容改定を行った。

A5判 388頁 定価(3,500円+税)1509 978-4-88686-298-3

電気学会大学講座

発電・変電
（改訂版）

道上 勉 著

今回の改訂は2000年という世紀の節目にもあたり、新しい発変電技
術の時代の流れを踏まえ、地球環境の保全の上で注目されている
クリーンなエネルギーである新しい発電技術の発達と概要および新
形電池を含めた電力貯蔵装置を新規に追加するとともに、太陽電
池発電、風力発電および地熱発電などを現在の技術水準で大幅に
追加、充実した。新しい発変電技術である水力発電の可変速揚水
発電システム、海水揚水発電、火力発電のコンバインドサイクル発
電および原子力発電の改良形軽水炉などを追加した。A5判 368頁 定価(2,900円+税)0006 978-4-88686-223-5

火力発電総論

瀬間 徹 編

本書は、原版「大学講座 火力発電」をベースに複合発電、ご
み発電など新しい火力発電システムなどを新たに加え、図、表
などを刷新した専門工学書である。従来の理論的な説明はなる
べく簡単にし、技術の歴史的変遷から実用的な面に重点をおき
体系的に解説した。運転・保守システムなどの新技術、さらに
は環境、保安までも積極的に取り上げ新構成の内容となってい
る。B5判 320頁 定価(3,800円+税)0210 978-4-88686-235-8

保護リレーシステム工学

大浦好文 監修

前版「保護継電工学」の思想を踏襲し新たに書き下ろした本書
は、ディジタルリレー技術の構築、広範囲系統事故波及防止技術
の構築等の技術革新が進む中、電力系統の安定供給確保、セキ
ュリティ確保に大きく貢献してきているリレーシステムについて、最
新の理論や技術を網羅的に分かりやすく解説している。今回、電
力系統システムという体系的な面から大幅に見直した新版は多くの
電気技術者、電力従事者、工学部学生の座右の書となることであ
ろう。B5判 330頁 定価(3,800円+税)0203 978-4-88686-234-1
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電力系統安定化システム工学

横山明彦
太田宏次 監修

本書は、電力系統安定化技術の基礎から応用までを体系的に解説
したものである。電力系統内の事故を引き金とした不安定現象を物
理的にイメージできるよう、図を交えて分かりやすく解説する一方
で、理論面での詳細解説、影響、防止対策、安定化システムの
構築技術および具体例など、これまでの専門書になかった内容にま
で踏み込んだ十分に読み応えのある内容となっている。電力系統工
学を初めて学ぶ大学生から、研究者、電力技術者まで必携の書で
ある。B5判 248頁 定価(3,400円+税)1402 978-4-88686-292-1

電力自由化と系統技術
―新ビジネスと電気エネルギー供給の将来―

奈良宏一 編著

電力自由化で、電力システムの領域では従来の考え方や技術の

一部を改める必要が生じた。本書はこれらを体系的に纏め電力

システム工学に新たな光を与えようとしている。専門家から一

般読者までが興味を持てるよう、国内外の電力自由化の歴史や

形態、電力システムの戦略的運用、系統混雑の解消法、さまざ

まな制御法、送配電網設備投資負担などを解説。A5判 264頁 定価(2,800円+税)0808 978-4-88686-267-9

電気学会大学講座

送配電工学
（改訂版)

道上 勉 著

本書は初版発行以来長きにわたり大学等の教科書や電験1・2種を
目指す電気技術者などの参考書とし多くの方々に読まれてきた工学
書の改訂である。昨今の送配電技術の著しい進歩に即し、UHV
送電や500kVケーブル送電などの新技術、制御保護と情報通信、
安定供給上の対策、電気設備技術基準など法規改訂に伴うことな
どを新たに加え詳しく解説した。学部教科書、電験受験用参考書
としマスターされれば高水準の知識が身につくことであろう。A5判 430頁 定価(3,400円+税)0302 978-4-88686-238-9

電気学会大学講座

電力系統工学

長谷川淳 他著

電力システムを理解するためには多数の構成要素の役割などに
深い知識を有し、かつ各要素を統合して巨大システムの働きを
理解する必要がある。それらをすべて網羅すると電気工学の分
野のみならず機械、土木などの工学全般、ひいては経済学や社
会学など広い分野の知識や理解が必要になる。そのため本書で
はシステム工学の立場から電力システム全体を把握できるよう
著述している。A5判 240頁 定価(2,500円+税)0203 978-4-88686-232-7

電気学会大学講座

送電・配電
（改訂版）

道上 勉 著

本書は最新の技術進歩を取込み、かつ教科書として採用されている先生方
からの要望を取入れ、最近、改訂され好評を得ている「発電・変電」の姉
妹編の改訂である。改訂に際しては最近の新しい技術や送電・配電に関す
る重要技術を大幅に追加するとともに、従来の基本的事項を充実させ全面的
に見直しを行った。最新の技術としては電力需要の増加に対応したUHV送
電線や500kVケーブルなどの新技術の開発、ディジタル技術を利用した保護
制御技術、情報通信技術などがあり、これら時代の流れを踏まえた技術を盛
り込んである。A5判 352頁 定価(2,800円+税)0108 978-4-88686-228-0

電気設備の診断技術
（改訂版)

河村達雄
田中祀捷 共編

電気設備の保守や安全性の確保と未然防止など異常の兆候を診
断し、監視するため技術の基礎から最新の応用技術までを詳し
く解説したものである。今回の改訂でもこの分野でのエキスパ
ートを執筆人に配し、より新しい考え方やデータの処理法など
基礎から機器、設備の具体的に診断する応用までをくまなく網
羅した本書は、この分野に携わる技術者の方々の必携の書とな
るであろう。B5判 360頁 定価(5,400円+税)0310 978-4-88686-241-9

エネルギーシステム工学概論

高橋一弘 編著

近年、世界のエネルギー情勢は一段と厳しさを増し、今後さら
にその勢いを増すことは自明の理であろう。エネルギーに関す
る科学は、工学をはじめ物理学、社会学、経済学などが複雑に
絡んだ領域となっている。本書は、エネルギーの供給を取り巻
く技術を中心に環境など対する重要課題を体系的に捉え、シス
テム工学的な側面から多くの分野の方々に関心を抱かせるよう
わかりやすく解説した好著である。B5判 180頁 定価(2,500円+税)0709 978-4-88686-258-7

電気学会大学講座

パワースイッチング工学
（改訂版）∼パワーエレクトロニクスの中核理論∼

金 東海 著

パワーエレクトロニクスは現代電気工学の中心的教科であり、なお
も発展拡大の途上であるが、その中核たるスイッチングによる電力
変換技術はすでに成熟期を迎えた。教育的にはこの技術を、集大
成的統合体ではなく、理論を一より新規に構築し体系化する必要
がある。本書はこれに答えた新著で、新規の概念を導入して電力
変換の原理と事象を説明し、必要な言葉を定義し、事象の分類と
体系の構築を行った。学生を教育より創造へと導く新しい知見に満
ちた教科書。A5判 330頁 定価(3,000円+税)1410 978-4-88686-296-9

パワーエレクトロニクス機器のEMC

パワーエレクトロニクス機器のEMC解析・抑制技術協同研究委員会 編

インバータをはじめとするパワーエレクトロニクス技術は、省

エネルギーのキーテクノロジーとしてその適用班囲が益々広が

っている。本書は、パワーエレクトロニクス機器のEMCに関

して、規格、測定法、解析法、抑制法について基礎から詳細に

解説。産業、空調、照明、新エネルギー、鉄道の各分野におけ

る事例についても、第一線の技術者が紹介する。A5判 244頁 定価(4,000円+税)1311 978-4-88686-291-4

電気学会大学講座

基本から学ぶパワーエレクトロニクス

松瀨貢規
齋藤涼夫 著

パワーエレクトロニクスは電気電子工学の重要な学術分野にな

っている。本書では、まず電気回路の過渡現象とキャパシタや

インダクタの基礎的性質を述べ、つぎにパワー半導体デバイス

の基本特性と整流回路やインバータなどの半導体電力変換回路

の動作原理と基本特性を記述し、実際の応用で留意すべき内容

や適用技術の基礎となる事項を取り上げ解説している。B5判 336頁 定価(3,800円+税)1209 978-4-88686-287-7
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電気学会大学講座

電気機器・パワーエレクトロニクス通論

深尾 正 著

電機機器・パワーエレクトロニクスの技術は急速に進歩・拡大

している。本書ではその基本事項を整理・厳選し、限られた学

習・授業時間の中で理解できるよう解説を工夫している。特

に、電気機器・パワーエレクトロニクスの応用装置を研究・開

発しようとする研究者・技術者がさらに高度な論文・文献・教

科書を理解する際、必要不可欠な項目を網羅説明している。A5判 328頁 定価(2,700円+税)1207 978-4-88686-286-0

光技術と照明設計
―基礎からインテリアデザインまで―

池田紘一
小原章男 著

光技術の基礎から照明設計などの新しい技術を系統立て詳しい
解説することはさることながら、照明には不可欠なインテリア
デザインの基本までおも網羅し分野に関わる範囲を幅広くカバ
ーし、さらには、電験受験者の参考書としても役立つよう練習
問題を各章に取入れている。照明工学をハード、ソフト面から
幅広く学べるよう編纂した本書は、ハンドブックとしても座右
の書となるであろう。B5判 318頁 定価(4,100円+税)0405 978-4-88686-246-4

電気学会大学講座

電子回路学

小郷 寛
佐藤達男 共著

〔目次〕回路の基礎、電子現象と電子デバイス／能動回路の増

幅作用／アナログ回路／帰還回路並びに雑音／電源回路／ディ

ジタル回路／発振回路／演算回路／変復調回路／コンピュータ

回路

A5判 340頁 定価(3,100円+税)8602 978-4-88686-202-0

応用電子回路工学

松澤 昭 著

本書は、1990年以降、CMOS集積回路技術の進展、ディジタル
化、ワイヤレス技術の進展などにより大きく変貌を遂げた電子回路
工学を新たに見直し書き下ろしたものである。今日、大量に使用さ
れているのにこれまであまり取り扱われなかった離散時間処理回路、
A/D・D/A変換器、ΔΣ型A/D・D/A変換器、能動フィルタ、
PLL回路、高周波回路、センサ周辺回路、スイッチング電源、デ
ィジタル論理回路などを平易に解説した画期的な教科書であるA5判 276頁 定価(2,800円+税)1406 978-4-88686-293-8

電気学会大学講座

基礎電子回路工学
アナログ回路を中心に

松澤 昭 著

基礎として学ぶべきアナログ・ディジタル信号処理技術の概

要、CMOSデバイスはもちろんのこと、従来のバイポーラに加

えCMOSアナログ回路やこれまで取り扱われなかったA/D、

D/A変換器、PLL回路、スイッチング電源、センサ回路、SCF

回路、メモリ回路などまでを加え解説した。

A5判 260頁 定価(2,700円+税)0911 978-4-88686-276-1

電気学会大学講座

プラズマ工学

関口 忠 著

〔目次〕序説／プラズマ粒子の軌道運動論／電磁流体力学による
プラズマの取扱い／プラズマの気体運動論と輸送・緩和現象／プ
ラズマ中の振動・波動現象／磁界中プラズマの力学的平衡と安全
性／プラズマ.固体壁材料間の相互作用／プラズマ生成法／超高
温プラズマへの加熱／非熱平衡プラズマの応用／熱（平衡）プラ
ズマの応用／電磁流体の流れと応用／核融合プラズマと核融合エ
ネルギー開発／プラズマ計測法／付録／問題解答A5判 444頁 定価(3,800円+税)9801 978-4-88686-220-4

電気学会大学講座

電子・イオンビーム工学

高木俊宜 著

〔目次〕電子とイオン／電子の発生とビーム形成／イオンの発

生と引き出し／荷電粒子の運動とビーム輸送／電子の密度変調

と速度変調／荷電粒子ビームと固体表面との相互作用／荷電粒

子ビーム応用装置／付録／問題解答

A5判 338頁 定価(3,800円+税)9503 978-4-88686-217-4

電気学会大学講座

電子物性基礎
大場勇治郎

池崎和男

桑野 博

松本 智 共著

〔目次〕シュレーディンガー方程式とその解／結晶の構造／格

子振動と格子比熱／固体のエネルギー帯理論／固体内のキャリ

ヤ密度／固体内における電子伝導／半導体デバイス／固体の誘

電的性質／物質の光学的性質／物質の磁気的性質／付録／問題

解答

A5判 328頁 定価(3,600円+税)9007 978-4-88686-215-0

電気学会大学講座

基本から学ぶ電子物性

松本 智 著

現代情報化社会の基盤は、VLSI、高周波トランジスタ、LED、

半導体レーザ、磁気メモリーなどである。これらは半導体、絶

縁体、金属、誘電体、磁性体などの性質を利用している。本書

は、電子物性を初めて学ぶ学生が重要な事項を無理なく理解で

きるよう丁寧に具体的な事例を示して説明したものであり、入

門的な教科書として執筆したものである。B5判 232頁 定価(2,900円+税)1107 978-4-88686-283-9

最新

レーザプロセシングの基礎と産業応用

電気学会次世代レーザプロセシングとその産業応用調査専門委員会 編

レーザプロセシングはナノ・バイオテクノロジーなど現在の産業界に
とり重要かつ最先端の技術となっている。この分野の技術は著しく
進歩しており最近では新たな光源や加工法などの研究、開発で新
展開を見せている。本書は最新のレーザプロセシングの原理、特
長、レーザ光源、加工システムから技術、更には産業への応用ま
でをわかりやすく解説し、学生や若手研究者、技術者が実験、研
究、開発などを行う上での必読書である。A5判 300頁 定価(4,200円+税)0703 978-4-88686-256-3
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電気学会大学講座

半導体デバイス
（改訂版）

垂井康夫 著

半導体デバイスは初版発行以来、多くの大学などで教科書・参

考書として採用され好評を博してきた。発行後20年を経た現

在、プロセス技術、ウェーハの大口径化、結晶品質の向上など

著しい進歩を遂げている技術に対応すべく全面的に見直しを行

い、CMOS、SOIによる高速低電力化からIGBT、GTOによる

大電力化までの新分野をカバーするなど内容の刷新を図った。A5判 368頁 定価(3,700円+税)9911 978-4-88686-221-1

世界を動かすパワー半導体
IGBTがなければ電車も自動車も動かない

関 康和 編
児玉浩憲 著

ハイブリッド車や新幹線など多くのモータ制御を可能としてい
るパワー半導体素子のほとんどをIGBTが席捲している。この
IGBTは、アメリカ生まれの素子と思われていたが、1968年に
日本にて最初の特許が出願され、かつ成立していることがわか
った。開発者たちの葛藤とそれをどのように克服して乗り越え
たのか、IGBT開発の歴史の裏に技術者たちの真の姿が浮かび
上がる。A5判 228頁 定価(1,900円+税)0812 978-4-88686-271-6

電気学会大学講座

超電導工学
（改訂版）

菅原昌敬・塚本修己

山村 昌・山本充義 共著

〔目次〕超電導現象／応用の基礎となる超電導特性／超電導線

／超電導電磁石／超低温技術／超電導の応用

A5判 296頁 定価(3,900円+税)8804 978-4-88686-109-2

ミリ波技術の基礎

電気学会ミリ波技術のグローバルシステム応用とその展開調査専門委員会 編

各種デバイス技術からEMC、計測、材料、システム技術とい

う側面から解き明かす好著である。執筆にはこの分野でエキス

パートとして先端的研究に従事している専門家が参画し、十分

に吟味した内容となっている。この分野の技術者、研究者のみ

ならず、専攻する学生、さらには高周波技術関連産業、および

その応用分野市場の振興にも多いに役立つ。A5判 300頁 定価(4,500円+税)0907 978-4-88686-273-0

電気学会大学講座

基本から学ぶC言語プログラミング

北 栄輔
玉城龍洋 著

初心者向けC言語の学習書では、プログラミングに不慣れな人

にも丁寧な説明をするためにページ数が多くなり、学習意欲が

萎えてしまう。アルゴリズムの学習書では、プログラミング言

語の基本を完全に理解していることを前提とするため実際のコ

ーディングの説明が不足しがちである。本書は両方に対応した

テキストである。B5判 184頁 定価(2,100円+税)1202 978-4-88686-285-3

エピソードでたどる

パソコン誕生の謎

岸野正剛 著

パソコン誕生には多くの驚くべきエピソードや若者の夢から生

まれた技術が含まれている。多くの電子技術はパソコンが世に

出る鍵になった。マイクロプロセッサの開発もその一つだ。こ

れなしに現在のパソコン、ケータイ、コンピュータ、そして、

インターネットはあり得ない。本書は、インターネット誕生ま

でに生まれた電子技術の謎とき問答である。A5判 220頁 定価(1,600円+税)1007 978-4-88686-279-2

バイオメディカルフォトニクス
生体医用光学の基礎と応用

電気学会次世代バイオメディカル・レーザ応用技術調査専門委員会 編

光・レーザの医学・バイオ応用技術はの最先端の技術につい

て、基礎となる光と生体の相互作用と主なデバイスをはじめ診

断・分析・イメージング応用、さらには治療・生体プロセシン

グ応用技術や重要な臨床応用例を詳解。様々な分野の学生、技

術者、研究者および医療従事者にも貴重な、他に類書を見ない

必読書。B5判 220頁 定価(3,800円+税)0904 978-4-88686-272-3

情報家電ネットワークと通信放送連携
―IPTVで実現する家庭内ユビキタス―

阪田史郎 著

1990年代半ばを境に白物家電に加え情報家電と呼ばれる新しい

機器が家庭内に導入され、更に最近ではAV家電やPC機器など

も加わりホームネットワークが構築されつつある。本書は、ユ

ビキタスネットワーク社会に取り重要なシステム技術である情

報家電をネットワーク化するための技術を中心に最新の通信放

送連携にわたる内容までをも織り込み解説したものである。B5判 208頁 定価(2,600円+税)0811 978-4-88686-269-3

ユビキタスコンピューティングと応用
社会や家庭に広がる情報技術

瀧 寛和
堀 聡 共編

最新のユビキタスのRFIDタグ、アドホックネットワーク、省

電力無線端末Mote、電子ブックなどの装置や技術などの基本

と、生産流通過程のトレーサビリティ、屋外環境情報計測のフ

ィールドサーバネットワーク、観測網構築のセンサネットワー

ク、地図情報GIS活用、新記録方式や作業マニュアル自動生

成、ユビキタス地震計などの応用を体系的にまとめた。A5判 178頁 定価(2,200円+税)0809 978-4-88686-268-6

メタヒューリスティクスと応用

相吉英太郎
安田恵一郎 編著

本書は新たな最適化手法である「メタヒューリスティクス」のアルゴ
リズムと応用事例を体系的にまとめたものである。アルゴリズム編で
は、Memeticアルゴリズム、人工免疫システム、アントコロニー最
適化手法、Particle Swarm Optimizationなどの最新の手法を幅
広く網羅しており、応用編では、スケジューリング問題、配送計画
問題、構造最適設計への応用などを幅広く取り上げている。ハンド
ブック的な利用も可能であり、システム工学・情報工学に携わる学
生・技術者・研究者必携の書である。B5判 480頁 定価(7,600円+税)0710 978-4-88686-261-7
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ここがポイント！

内線規程Q＆A
2016年版内線規程対応版

一般社団法人日本電気協会 編著

日本電気協会に寄せられた内線規程に関する質問のうち、多く寄
せられている質問をもとに規定制定の背景や根拠も含めQ＆A形式
でまとめた、内線規程への理解を深めるとともに実務に役立つ書籍
です。質問・回答はイラスト・回路図・表を多く採用し、見開き
2〜6頁程度で1問を完結させ、汎用的な内容から規定内容の変遷
など、規程の運用に役立つものを61問掲載しています。 巻末付録
に、JEAC8001-2016内線規程の改正概要と、主な改正条文のポ
イントを収録しました。A5判 200頁 定価(2,500円+税)1610 978-4-88948-319-2

JEAC8001-2016

内線規程 北海道電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-309-3

JEAC8001-2016

内線規程 東北電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-310-9

JEAC8001-2016

内線規程 東京電力パワーグリッド

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-311-6

JEAC8001-2016

内線規程 中部電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-312-3

JEAC8001-2016

内線規程 北陸電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-313-0

JEAC8001-2016

内線規程 関西電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-314-7

JEAC8001-2016

内線規程 中国電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-315-4

JEAC8001-2016

内線規程 四国電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-316-1
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JEAC8001-2016

内線規程 九州電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-317-8

JEAC8001-2016

内線規程 沖縄電力

一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 著
一般社団法人日本電気協会 編

日本電気協会の電気技術規程 JEAC 8001として昭和43年に制

定されて以来、需要場所における電気工作物の設計、施工、維

持、検査の業務に従事する人が保安上守るべき技術的事項を定

めた民間自主規格として広く活用されております。今回の改定

では、最新技術・関係法令等改正への対応をはじめ、追補版の

反映や規程内容の充実・明確化、強化などを図っています。A5判 954頁 定価(4,500円+税)1610 978-4-88948-318-5

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 北海道電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-280-5

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 東北電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-281-2

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 東京電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-282-9

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 中部電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-283-6

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 北陸電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-284-3

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 関西電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-285-0

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 中国電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-286-7

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 四国電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-287-4
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（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 九州電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-288-1

（JEAC 8011-2014）

高圧受電設備規程 沖縄電力

一般社団法人日本電気協会 著
需要設備専門部会 編

高圧受電設備の設計、施工、維持及び管理に関する技術的事項

を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。2014年版は、初版

発行以降改正された法令等の反映、関係方面からの改正要望、

最近の技術的動向等を踏まえた見直しを行っている。

A5判 496頁 定価(4,000円+税)1411 978-4-88948-289-8

電気技術者のための

電気関係法規
平成28年版

一般社団法人日本電気協会 編

電気事業法、建築基準法、労働安全衛生法、消防法及びエネル

ギーの使用の合理化等に関する法律の各法律、政令、省令及び

告示のうち、電気設備の保守・管理に従事する方々に関係ある

条項を抜すいしてまとめたもの。実務手引書として、また電気

設備の保守管理に関する法規の教育用テキストとして利用可

能。A5判 674頁 定価(3,000円+税)1607 978-4-88948-308-6

電気用品の技術基準の解説
（平成27年10月改正）

一般社団法人日本電気協会 著
電気用品調査委員会 編

電気用品安全法に基づく技術基準である「電気用品の技術上の

基準を定める省令及びその解釈の解説」を収録し、電気用品調

査委員会編の解説についても掲載。特に、機能性化された省令

に対しては、詳細な逐条解説を行った。

A5判 1,302頁 定価(8,500円+税)1603 978-4-88948-305-5

電気事業便覧
平成28年版

一般社団法人日本電気協会 著
電気事業連合会統計委員会 編

本書は、わが国電気事業の現状と累年的推移のデータを統計的

に収録し、電気事業関係者の参考に資するように編纂したも

の。〔掲載内容〕Ⅰ電気事業者概要 Ⅱ施設 Ⅲ需給 Ⅳ料金

Ⅴ経理 Ⅵ電源開発 Ⅶその他 付録

A6判 324頁 定価(1,100円+税)1612 978-4-88948-321-5

発電用

水力・火力・風力設備の技術基準とその解釈

一般社団法人日本電気協会 編

電気事業法に基づく技術基準である「発電用 水力・火力・風

力設備に関する技術基準を定める省令」及びその判断基準であ

る「発電用 水力・火力・風力技術基準の解釈」の全条文を収

録。、省令条文に対応する「告示」や「解釈」の条文を当該省

令条文の下に示すことにより、省令が求めている技術的要件を

満たすべき技術的内容を確認することができる。A5判 352頁 定価(2,200円+税)1506 978-4-88948-292-8

電気用品安全法関係法令集
（第5版）

一般社団法人日本電気協会 編
経済産業省商務流通保安グループ製品安全課 編

「電気用品安全法」の全条文に行政当局による逐条解説を設け、

関係政省令及び告示等を掲載。電気用品の製造事業者、輸入事

業者、販売事業者等の必携書。

A5判 418頁 定価(4,200円+税)1501 978-4-88948-293-5

電気用品の技術基準の解説

社団法人日本電気協会 編著

本書は、電気用品安全法に基づく技術基準である「電気用品の

技術上の基準を定める省令及びその解釈の解説」を収録し、平

成25年7月1日に全面改正された内容を再編集するとともに、電

気用品調査委員会編の解説についても掲載している。特に、機

能性化された省令に対しては、詳細な逐条解説がなされてい

る。A5判 1,202頁 定価(8,000円+税)1401 978-4-88948-273-7

電気工事二法の解説
平成22年版

社団法人日本電気協会 編著

最新の「電気工事士法」、「電気工事業の業務の適正化に関する
法律」全条文と解説を掲載！「電気工事士法」及び「電気工事
業の業務の適正化に関する法律」の全条文、趣旨及び解説をわ
かりやすく罫線で囲み編集してある。政令、省令、施行規則、
告示、通達の全文と二法に基づく申請・届出手続き等及び関係
官庁・団体一覧を掲載してある。電気工事業等に携われている
方々が遵守すべき内容を知る上での必携書である。A5判 352頁 定価(3,500円+税)1010 978-4-88948-229-4

電気関係報告規則の解説

経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課・電力市場整備課/原子力安全・保安院電力安全課 編

平成16年3月に電気事業者等から徴収を行う定期報告、電気工作
物に関する事故報告、公害防止等に関する届出等についての見直
しが行なわれた。平成16年4月からの小売自由化範囲の拡大に伴う
電気事業に関する報告事項の変更及び平成17年4月からの産業保
安監督部発足による報告、届出先の変更、また、関係法令、経
済産業省原子力安全・保安院内規、通達文書を取りまとめ、具
体的な記載要領の例示を追加し、新たに「電気関係報告規則の
解説」として発行した。A5判 272頁 定価(1,810円+税)0508 978-4-88948-120-4
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電気技術者のための電気関係法規
平成29年版

一般社団法人日本電気協会 編著

本書は、電気事業法、建築基準法、労働安全衛生法、消防法及
びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の各法律、政令、省
令及び告示のうち、電気設備の保守・管理に従事する方々に関係
ある条項を抜すいしてまとめたもの。実務手引書として、また電気
設備の保守管理に関する法規の教育用テキストとして利用できま
す。 平成29年版では、収録している法令の各条文について、平
成28年度中に改正された内容が反映されています。A5判 646頁 定価(3,000円+税)1707 978-4-88948-327-7

平成29年版

電気設備の技術基準とその解釈

一般社団法人日本電気協会 編著

「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の
技術基準の解釈」を併録し、解釈条文で引用されている日本電
気技術規格委員会規格（JESC規格)を条文に織り込み規定を読
みやすくしています。平成29年版では、サイバーセキュリティ
対策の確保、PCB含有電線の新規施設禁止や、地中電線と地中
弱電流電線等との離隔などに関する電技省令・電技解釈の改正
を反映しています。A5判 464頁 定価(1,000円+税)1706 978-4-88948-325-3

絵とき解説

電験三種演習問題集 法規

柴崎 誠 著
一般社団法人日本電気協会 編

本書は、電験第三種試験の出題傾向・受験者が間違いやすい問

題など長年にわたって蓄積した経験豊富な専門家が電験突破ノ

ウハウを注ぎ込んで執筆・編集した問題集。 平成28年4月施行

の改正電気事業法に対応し。法規科目の試験問題を分野別に掲

載、問題と解答・解説を左右のページで構成。

B5判 308頁 定価(2,200円+税)1607 978-4-88948-307-9

絵とき解説

電験三種演習問題集 機械

柴崎 誠 著
一般社団法人日本電気協会 編

電験第三種の出題傾向・受験者が間違いやすい問題など長年に

わたって蓄積した経験豊富な専門家が電験突破ノウハウを注ぎ

込んで執筆・編集した問題集。機械科目の試験問題を分野別に

掲載、問題と解答・解説を左右のページで構成してある。各分

野の始まりには重要事項を掲載し、基礎問題⇒応用問題⇒模擬

問題へステップアップ学習ができる。B5判 270頁 定価(2,200円+税)1503 978-4-88948-294-2

絵とき解説

電験三種演習問題集 電力

柴崎 誠 著
一般社団法人日本電気協会 編

電験三種試験の出題傾向・受験者が間違いやすい問題など長年

にわたって蓄積した経験豊富な専門家が電験突破ノウハウを注

ぎ込んで執筆・編集した問題集。各分野の始まりには重要事項

を掲載し、2色刷りで編集。基礎問題⇒応用問題⇒模擬問題へ

ステップアップ学習ができる合格に役立つ問題集。

B5判 270頁 定価(2,000円+税)1405 978-4-88948-277-5

絵とき解説

電験三種演習問題集 理論

柴崎 誠 著
一般社団法人日本電気協会 編

本書は、電験第三種試験の出題傾向・受験者が間違いやすい問
題など長年にわたって蓄積した経験豊富な専門家が電験突破ノ
ウハウを注ぎ込んで執筆・編集した問題集である。理論科目の
試験問題を分野別に掲載、問題と解答・解説を左右のページで
構成してある。各分野の始まりには重要事項を掲載し、2色刷
りで編集。基礎問題⇒応用問題⇒模擬問題へステップアップ学
習ができる合格に役立つ問題集である。B5判 394頁 定価(2,200円+税)1401 978-4-88948-272-0

絵とき解説

電験三種演習問題集
（第3版）

柴崎 誠 著

本書は、電験第三種試験の出題傾向・受験者が間違いやすい問
題など長年にわたって蓄積した経験豊富な専門家が電験突破ノウ
ハウを注ぎ込んで執筆・編集した問題集である。過去の試験問題
を分野別に掲載、問題と解答・解説を左右のページで構成してあ
る。重要事項を2色刷りで編集し、基礎問題から応用問題へステッ
プアップ学習ができる合格に役立つ問題集である。また、法規の科
目の内容は平成23年・24年に改正された電気設備の技術基準の
解釈に対応した。B5判 490頁 定価(2,800円+税)1212 978-4-88948-262-1

新版

電気工事士教科書
（第11版）

社団法人日本電気協会 編著

第二種電気工事士養成教科書のみならず実務の指針ともなるよ

う電気の基礎から施工方法まで、最新の技術の習得と第二種電

気工事士受験準備の参考書として役立つよう編集したもの。今

回の電技改正に対応。

A5判 448頁 定価(2,850円+税)1210 978-4-88948-260-7

あなたの知りたいこと2013

社団法人日本電気協会 編著

電気事業について46の問答形式でわかりやすく解説！電気事

業、設備・技術開発、需給、電源開発・環境保全・エネルギー

問題、原子力発電、資金・料金、利用・サービス等が掲載さ

れ、わかりやすい問答形式により解説。創刊当初より、電力会

社をはじめとする電気関係会社等の新入職員研修、お客さまへ

のPR資料、初歩的かつ日常の参考書として活用されている。A5判 178頁 定価(600円+税)1302 978-4-88948-264-5

高圧・特別高圧電気取扱特別教育テキスト
（第2版）

一般社団法人日本電気協会 編著

本書は、労働安全衛生法に基づいた高圧・特別高圧電気取扱者
に対する特別教育用テキストである。第2版では「救急処置」や
「関係法令」を最新のものに見直した。要点がひとめでわかるように
2色刷りになっており、イラスト・図表・写真・事故事例等が豊富
に掲載されているので、わかりやすい内容になっている。また、充
電電路の操作業務従事者のための実技教育や附録には初めて電気
を取扱う者に役立つ電気の特性と電気現象の基礎等を解説してい
る。B5判 348頁 定価(1,500円+税)1706 978-4-88948-326-0
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低圧電気取扱特別教育テキスト
（第6版）

一般社団法人日本電気協会 編著

労働安全衛生法に基づいた低圧電気取扱者に対する特別教育用

テキスト。第6版では「救急処置」や「関係法令」を最新のも

のに見直しました。また、開閉器操作業務従事者のための実技

教育や附録には初めて電気を取扱う者に役立つ電気の特性と電

気現象の基礎等を解説しています。

B5判 250頁 定価(1,000円+税)1704 978-4-88948-323-9
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電気通信協会発行 オーム社発売

新版

電気通信技術者のための電気理論

電気通信協会 編

本書は、電気や通信を担当する技術者のみならず、電気の知識
をある程度必要とする人を対象にしている。一般市販の学習書
の形式にとらわれず、実務上、強いて知らなくてもよいと思わ
れる事項や、ややこしい式や表現は一切省き、肩の凝らない図
面やイラストを豊富に用い、理解しやすい初級の電気理論の学
習書として作成した。高校を卒業された程度の新入社員の訓練
あるいは通信訓練用に。また自学自習用としても最適である。B5判 292頁 定価(1,700円+税)0512 978-4-88549-713-1

ディジタル伝送用語集
(改訂6版)

電気通信協会 編

本書は、ディジタル伝送に関連する用語を収録し、平易に解説

したものである。今回の改訂では、無線LANをはじめブロー

ドバンド関連の用語を新たに収録して充実を図った。

B6判 537頁 定価(2,800円+税)0303 978-4-88549-510-6

改訂3版

現場で役立つ通信設備のトラブルQ&A

NTT東日本技術協力センタ 編

複雑化している通信トラブルに対応していくため、全国の通信工
事・保守担当者、SEとして活躍されている方々のベーススキルを
確保・維持していくことがますます重要となります。そこで、支援ツ
ールの1つとして、レガシー系サービスや最新のIP系サービスの故
障、もしくはアクセス設備の故障に対応するための基礎知識や具体
的な対処方法等をQ＆A形式で簡潔かつ平易に解説します。現場
からの質問やトラブル事例も多数掲載しています。A5判 640頁 定価(3,600円+税)1611 978-4-88549-072-9

ブロードバンド時代のマンション・オフィスビルの

配管・配線設備ガイドブック

NPO光ファイバー普及推進協会
アクセス高度化協議会 共編

新たにビルを建設する際にどのように光ファイバー通信設備を構築
するのか。また既設のビルに後からどのように光ファイバー設備を構
築すればよいのか。といったビル構築のデベロッパーの方々やビル
管理者からのリクエストが顕在化している。本書は、これらの課題
の解決と、ユビキタスネット社会にふさわしい配管・配線ガイドブッ
クとして、マンション・オフィスビルへの高度情報通信設備の構築
の手引書として役立つと確信している。A4判 128頁 定価(1,900円+税)0608 978-4-88549-305-8

すべてが解る！

光ファイバ通信

久保園浩明 著

新版「やさしい光ファイバ通信」に、アクセスインフラ基盤技

術と通信システム技術を加えることで、「基盤技術」、「ファイ

バ技術」、「デバイス・モジュール技術」、「伝送技術」のアクセ

ス系全般の技術が理解できるようにしたもの。最新のシステム

技術もふんだんに盛り込み、電気通信に携わる技術者以外にも

十分活用していただけるようにした。A5判 220頁 定価(2,500円+税)1210 978-4-88549-059-0

実務に役立つ

光ファイバ技術200のポイント
（改訂2版）

石原廣司 監修

〔目次〕光ファイバ編／光ファイバケーブル編／システム編／

デバイス編／設計編／建設編／測定編／保守編

A5判 359頁 定価(2,900円+税)0106 978-4-88549-303-4

解る！

情報通信技術のQ&A

NTT技術ジャーナル編集委員会 編

ICTサービスの現状と今後の展望、さらにICTの進展を支えて

きた技術について解説したQ&A形式による案内書。通信事業

者として長年にわたり、より質の高いネットワークの実現に尽

力してきたNTTによるR&D（研究開発）への取り組みについ

て紹介し、通信技術の進歩とそれがもたらしたICTへの貢献に

ついて解説している。四六判 200頁 定価(1,500円+税)1209 978-4-88549-058-3

新版 やさしい

ディジタル移動通信
田中良一 監修

歌野孝法

村瀬 淳 共編

携帯電話のサービス内容は、多様化し活発でありユーザの生活

にとって重要な機能が搭載されている。本書は、第3世代移動

通信、最新の端末技術、将来に向けたサービスの方向など含

め、低いレイヤから徐々に高いレイヤの内容へ進む配置とし、

ディジタル移動通信に興味を抱くよう平易に解説。

A5判 208頁 定価(1,800円+税)0806 978-4-88549-040-8

やさしい

IMT-2000

木下耕太 著

〔目次〕IMT-2000の概要／広帯域伝搬特性／無線伝送技術／

無線方式設計／システム構成の具体例／モバイルマルチメディ

アサービスの展開／その他のIMT-2000システム／将来展望

A5判 160頁 定価(1,600円+税)0105 978-4-88549-215-0
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この1冊で大丈夫！

アクセスネットワークのすべて

天野博史 著

本書は2012年に発刊された「すべてが解る！光ファイバ通信」の
内容刷新に加え、2011年に発刊された「新情報通信概論第2版」
の一部内容に対して加筆し、統合したものです。本書一冊で「イ
ンフラストラクチャ技術」、「光ファイバ技術」、「光デバイス・モジ
ュール技術」、「光アクセスシステム技術」、「ワイヤレス通信技術」
のアクセスネットワーク全般の技術から「ネットワーク運用の考え方」
や最新のアクセスネットワーク技術までを理解できる内容としました。A5判 420頁 定価(3,400円+税)1707 978-4-88549-075-0

新版 やさしい

ディジタル無線

田中良一 著

昭和60年に中継網のディジタル化に重要な役割を担っていたディジ
タル無線技術の入門書として「やさしいディジタル無線」を発行し
た。その後、改版を行ってきたが、今回『新版やさしいディジタル
無線』として内容を大幅に刷新し、従来のディジタル無線方式に
加え、近年急速に進展しているワイヤレスアクセス方式や無線LAN
等に適用されている新技術を中心に内容を見直し充実を図った。
本書がディジタル無線技術に興味を持たれている方々にとって一助
となれば幸いである。A5判 172頁 定価(1,400円+税)0409 978-4-88549-217-4

RFIDの現状と今後の動向

加瀬一朗 監修
NTTコムウェア株式会社研究開発部 著

本書は、NTTコムウェアがRFIDタグ、非接触ICカードの研

究・開発を実施してきた際に蓄積したノウハウをまとめたもの

である。これからRFIDタグ、非接触ICカードを学ばれる方か

ら、システム導入を検討される方まで幅広い読者を想定してい

る。本書の内容を理解した読者諸君が、今後のRFIDタグシス

テム導入の現場にて更なる活躍をされることを期待している。A5判 132頁 定価(1,800円+税)0512 978-4-88549-024-8

構造化分析設計技法入門
―これでわかったCASEツールの基礎技法―

細谷僚一 監修
斎 直人 編著

ソフトウェア開発を行う第一線の技術者にとって必須の要件である
構造化分析設計技法を解説。筆者が行ったNTT社内研修での経
験を生かし、基礎を十分に学習できるように記述内容を厳選すると
ともに、単に図式の書き方を説明するだけではなく、その意味する
ところを明確化、さらに理解を深めるため練習問題を付したほか、
全体を通した分析設計作業の例と演習問題を用意し、実際的適用
へのヒントとした。構造化分析設計技法の基礎習得を目指す者の
必携・必読の書である。B5判 350頁 定価(3,300円+税)9606 978-4-88549-105-4

SEのための

UNIX基礎

UNIX研究会 編

本書は、システムエンジニアとして必要な基本操作、業務を効

率的に行うための応用コマンドやネットワーク機能に関するコ

マンド操作等を図表を盛り込みやさしく解説しています。

〔目次〕UNIXの概要／基本操作／エディタ（vi）／応用操作／

環境操作

A5判 194頁 定価(1,900円+税)0101 978-4-88549-112-2

インターネットバックボーンネットワーク
MPLS、GMPLS、フォトニックとSDNを理解する

山中直明 編

岡本 聡

大木英司

塩本公平 共著

インターネットや次世代／新世代ネットワークの基盤となるバ

ックボーンネットワーク。このネットワークの基礎にはMPLS

やGMPLSから進化したフォトニックといったパケット転送技

術が不可欠だ。同技術の研究開発や導入を実際に手がけた著者

が分かりやすく解説している。

A5判 408頁 定価(2,800円+税)1403 978-4-88549-064-4

やさしい

ホームICT

大村弘之 著

ホームICT解説本の決定版！次世代のICTインフラを活用して

各家庭の機器をより使いやすく安心・安全・快適な生活を実現

するホームICT。このホ―ムICTサービスがどのような仕組み

で実現されているか、またどのように社会生活の中で役に立っ

ていくのかについて、わかりやすく説明している。

A5判 217頁 定価(2,100円+税)1111 978-4-88549-054-5

第2版

新情報通信概論

情報通信技術研究会 編

初版発行（平成15年）後の大きな変化と情報通信技術を駆使し

たサービスや新しいビジネスが立ち上げられている中、これら

を支える基盤技術はますますその重要性が認識されている。本

書は、変化に対応した新たな技術的発展を盛り込むと同時に基

本技術の体系化を技術進歩に合わせて再構築したもの。基盤情

報通信システムを支える多様かつ膨大な技術を網羅した。B5判 670頁 定価(3,600円+税)1108 978-4-88549-052-1

やさしいNGN/IPネットワーク技術箱
これであなたもネットワーク技術のプロに

鈴木滋彦 監修
NTT-AT ネットワークテクノロジセンター 編

NGN/IPネットワーク技術を勉強したい読者を対象に、IPネッ

トワーク技術全般を網羅し、最新の技術内容、動向を記述する

と共に、NGNを取巻く各プレーヤーをアプリケーション提供

事業者/開発者、ネットワーク事業者、情報機器メーカー/Sier

に3分類。各技術要素がどのプレーヤーに関わりが深いかを明

示し、関連の深い技術を選んで勉強できるようまとめた。A5判 527頁 定価(3,700円+税)0906 978-4-88549-043-9

ユビキタスオフィスのテクノロジー
ブロードバンド＆セキュリティが企業を変える

斉藤康己 監修

次世代オフィスの実現のため、いま求められるテクノロジーと
は？ 無線LAN、VoIP、認証VLAN、フィジカルセキュリテ
ィ、IPv6やRFIDなどを活用することで、セキュリティと利便
性を両立したビジネス環境を実現できます。それらの次世代コ
ンポーネントを「ネットワーク技術」「セキュアオフィス」「ユ
ビキタスコンピューティング」という3つの観点で分類。実際
の設計に関わる第一線の技術者がわかりやすく紹介します。A5判 320頁 定価(2,600円+税)0503 978-4-88549-813-8
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やさしい

IPネットワーク
西郷英敏

月間郁夫

岡田雅也

福島博之 共編

インターネットの登場によって社会における情報化の重要性が
広く認識されるようになって久しいが、特に近年のインターネ
ットとブロードバンドの普及の加速には目を見張るものがあ
る。本書は、インターネットをはじめとしたIPネットワークの
背景、通信の仕組みについての技術、最近のサービス状況を解
説するなど、IPネットワーク提供事業者にとって必要な技術、
管理内容も含めたIPネットワーク技術の入門書である。A5判 250頁 定価(2,400円+税)0303 978-4-88549-416-1

CIO（IT経営戦略の最高情報統括責任者）

早稲田大学大学院CIO・ITコース電子政府・自治体研究所 編著

本書はIT経営戦略のメイン・プレーヤーであるCIO（最高情報統
括責任者）の役割、活動、現状、課題、将来展望、国際比較な
どを日本、諸外国の専門家及び関係者による協力でまとめた。先
行する欧米と比較すると日本のCIOは後発組だ。本書は、早稲田
大学主催の各界の一流講師による公開講座を中心に、講義、講演
内容などを編集。特色は、日本の各界一流講師による発表、世界
のCIO専門家によるプレゼン、人材育成モデルの提示、専門用語
集の付記、など。B5判 328頁 定価(1,900円+税)0507 978-4-88549-712-4

（改訂8版）

電気通信工事担任者 AI・DD総合種 試験対策

電気通信工事担任者試験対策研究会 編

工事担任者資格者証取得試験におけるAI・DD総合種の試験対

策を目的。改訂に際し、出題回数を表で丁寧に示し、傾向に合

わせた必須の演習問題を拡充。また、DD種受験の対策として

も活用できるよう、本書内の該当箇所や近年の傾向なども合わ

せて紹介。「確実な合格」に向けた知識を身に付けるための必

読書。B5判 536頁 定価(3,000円+税)1603 978-4-88549-070-5

（改訂8版）

電気通信工事担任者 法規 試験対策

電気通信工事担任者試験対策研究会 編

工事担任者資格者証取得試験における「法規」科目の試験対策

を目的とした受験対策書。改訂に際し、近年の条文改正を反映

することに加え、出題回数や状況を表で丁寧に示し、傾向に合

わせた必須の演習問題も掲載。「確実な合格」に向けた知識を

身に付けるための必読書。

B5判 408頁 定価(3,000円+税)1603 978-4-88549-071-2

（改訂7版）

電気通信工事担任者DD種試験対策

電気通信工事担任者試験対策研究会 編

本書は、新しい工事担任者の制度に準拠して、工事担任者資格

証を取得するための試験を受験する際に必要となる技術知識を

習得するための参考書としてまとめたものであり、IP技術や情

報セキュリティ技術の充実を図っている。更に、最新のデジタ

ル通信技術にも言及しており、既に資格を取得している技術者

の参考書としても有用である。B5判 376頁 定価(2,400円+税)1403 978-4-88549-065-1

〔改訂11版〕

電気通信主任技術者 法規試験対策

電気通信主任技術者試験対策研究会 編

電気通信主任技術者の試験を受験される方を対象に、関連する

法規を概説し、重要な部分を詳しく解説。また、最近出題され

た過去問題を含めた演習問題を掲載し、関連の条文なども具体

的に取り上げて解答と併せ、解説を掲載。より勉強内容を復習

できるように構成しており、電気通信主任技術者試験の合格に

向け極めて有用な参考書。B5判 464頁 定価(3,200円+税)1711 978-4-88549-076-7
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現場実務シリーズ3

電気設備工事施工要領
（改訂第3版）

一般社団法人日本電設工業協会 技術・安全委員会 施工標準WG 著

本書は、工事種別ごとに項目を分類した構成となっており、今

回の改訂ではLED照明器具に関する図面の見直し、アップデ

ートを中心に各工事種別項目全体の検討・充実を図り、新たに

現状の施工に即した「二重床の配線器具の取付け」、「監視カメ

ラの取付け」等の内容を追加。

B5判 176頁 定価(3,000円+税)1705 978-4-88949-103-6

電気工事と安全管理
（改訂新版）

一般社団法人日本電設工業協会技術・安全委員会安全・防災専門委員会

電気設備工事業界では作業員の高齢化、若年者の入職率低迷な

どにより作業員不足が慢性化することで工程遅延、労働災害の

発生が危惧される状況のなか、本書は職場で働く一人ひとりの

安全意識の徹底を主旨としたもので、電気工事の安全衛生管理

についての具体的な取組みから総括的な体制づくりまで、現場

実務に即して詳細に解説。A4判 160頁 定価(2,000円+税)1703 978-4-88949-102-9

現場実務シリーズ1

電気設備技術者のための現場管理技術―現場代理人―
（改訂版）

一般社団法人日本電設工業協会出版委員会単行本企画編集専門委員会 編

電気設備工事は、工事内容の高度・複雑化、現場管理の多様

化、ICTを活用した新しい管理手法など変化している。最近の

現場管理技術の変化や技術者制度のあり方および建設業法施行

令の一部改正を踏まえ、現場代理人として電気設備技術者が工

事を円滑に進めるために必要な知識を網羅した。

B5判 242頁 定価(3,000円+税)1606 978-4-88949-101-2

建築電気設備の耐震設計・施工マニュアル
（改訂第2版）

電気設備の耐震設計・施工に関する検討委員会 編

2014年版に準じ、建築電気設備技術者に扱いやすいマニュアル

となるように電気設備の現場実務に関する部分を再編成し、東

日本大震災の被害から見た耐震上の留意点等を反映し全面改訂

しました。地震時においても安全で、機能を損なわない電気設

備の構築に役立つ必携の一冊です。

A4判 420頁 定価(4,500円+税)1602 978-4-88949-100-5

設計・積算シリーズ1

高圧受変電設備の計画・設計・施工
(改訂第6版)

一般社団法人日本電設工業協会 出版委員会 単行本企画☆編集専門委員会 編

建築物などに電源を供給する自家用の高圧受変電設備を構築す

る上で必要とされる事項について、計画から設計、施工に至る

まで電気設備技術者向けに集成。第1編計画、第2編設計、第3

編施工の構成。

B5判 220頁 定価(3,400円+税)1505 978-4-88949-099-2

設計・積算シリーズ3

電気設備工事費の積算指針
（2015年版）

一般社団法人日本電設工業協会 技術・安全委員会電気設備工事費積算WG 著

工事原価を策定する一つの計算秩序を示し、予算編成や受注に

不可欠な工事原価作成に必要な積算の指針！一般電気工事の経

験が5年程度の方を対象とし、一般に用いられている工事項目

ごとに、積算時の注意事項や使用される材料などについて解説

し、未経験の工事項目でも数量の拾い出しが行えるように手引

書としても役立つようにした。B5判 270頁 定価(3,400円+税)1503 978-4-88949-098-5

現場実務シリーズ12

電気設備の自主検査と現場試験
（改訂版）

一般社団法人日本電設工業協会 出版委員会 単行本企画編集専門委員会 著

旧刊『電気設備の自主検査と現場試験』の、受入検査、中間検

査、工場検査、竣工検査などの自主検査、完成検査、現場試験

について、平成23年の電気設備技術基準の改定に合わせて、条

文などと整合、見直しを行った。

A4判 174頁 定価(3,800円+税)1412 978-4-88949-097-8

完全図解

現場技術者のためのシーケンス制御の基礎と実用講座

大浜庄司 著

本書は、シーケンス制御回路を構成する機器・配線を実体配線

図で示してあり、制御系の全体像を容易に知ることができる。

また、シーケンス図（展開接続図）における制御機器の動作順

序に従って動作番号が記載してあるので、その動作番号を説明

文と対比して追うことによりシーケンス動作の順序がすばやく

理解できる。B5判 112頁 定価(1,800円+税)1304 978-4-88949-095-4

新版

新人教育-電気設備
（改訂版）

一般社団法人日本電設工業協会 出版委員会 単行本企画編集専門委員会 著

新人技術者教育用テキスト、実務に必須な内容の充実と自己研

鑽に役立つ！新人教育の基礎となる電気設備工事の設計・積

算・施工に関する基本的な知識を中心に構成し、技術者として

の倫理観、進展の早い情報通信、監視制御設備や新エネルギー

等の最新技術に即した内容としている。

A4判 270頁 定価(3,800円+税)1202 978-4-88949-092-3
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電気設備工事ガイドブック

社団法人日本電設工業協会 技術・安全委員会 ガイドブック編集専門委員会 著

電気設備工事に関する技術は、建築物が機能を十分に発揮する

ための基礎的事項であり、近年、システム化及び高度化が進ん

でいる。これらに対応すべく電気設備工事の計画・設計・施

工・保守を基本とした電設技術の要点と今まで当協会が発行し

た実務書等の成果をまとめたものである。

A4判 487頁 定価(9,500円+税)1103 978-4-88949-088-6

安全施工ポケットブック 内線工事用
（改訂第6版）

労働災害は、不注意や慣れによる油断から起こることが多いため、
作業に従事する一人ひとりが安全意識を高めてゆくことが望まれる。
本書は新人社員及び職長・作業員向けに、関連法令に定められて
いる労働災害防止の要点をイラストを用いて分かりやすく解説した。
今回は、「石綿障害予防規則」最終改正（平成21年（2009年）2
月5日公布、平成21年4月1日施行）により、「石綿(アスベスト）
関連」を改訂。併せて全体の見直しも行った。A6判 170頁 定価(800円+税)1004 978-4-88949-090-9

イラスト解説シリーズ3 イラスト版

電気設備べからず集

平成電設教育委員会 著
小田悦望 まんが

入社4、5年目の電気設備関係社員を対象として、参考書・講習

会などの知識だけでは体得することができない基礎的で身近な

問題について、「してはならない」こと、「しなければならな

い」ことを「べからず」という表現でまとめ、イラストにより

読者が理解しやすいようにまとめた。月刊『電設技術』で連載

したもの。B5判 134頁 定価(2,000円+税)1003 978-4-88949-085-5

何からはじめる！？ 情報ネットワーク作り
ネットワーク構築の手引き

社団法人日本電設工業協会 編

平成14年に発行した『電設技術者のためのLAN設計・施工マニュ
アル』の設計・計画部分を具体化したもので、初心者（特に若年
技術者）が、ネットワーク構築の実務を遂行するにあたって具体的
な注意点、留意点及びチェックポイント等をまとめたもの。手順を
追って作業を進めることにより、簡易に、均質に情報ネットワークの
構築が図れるようにした。また、その前提となるお客様のニーズの
把握方法についての調査項目リストも掲載した。A4判 158頁 定価(2,500円+税)0607 978-4-88949-078-7

電気設備技術者のための

現場管理技術 ―現場代理人―

社団法人日本電設工業協会 編

現場代理人には、契約図書に定められた電気設備を契約工期内
に、経済的、高品質かつ安全に完成させるための現場管理技術
が求められています。本書は『電気設備工事 現場代理人 改
訂新版』の内容の見直しを行い、内線設備工事の現場代理人が
工事を円滑に進めるために必要な最新知識を網羅し、『電気設
備技術者のための現場管理技術―現場代理人―』に名称を変更
して改訂発行しました。B5判 230頁 定価(3,000円+税)0510 978-4-88949-072-5

集合住宅における

雷サージ防護システムの構築実務

社団法人日本電設工業協会 編

家電製品の高機能化に伴い、住宅内においても過電圧耐性が小
さい電子部品を雷から守るための雷保護対策の重要性が増して
きています。近く刊行される2005年版の内線規程には、住宅用
分電盤内に施設する雷保護装置に関する規定が追加されまし
た。本書では、集合住宅における雷サージの侵入経路と雷被害
の実態、雷過電圧保護の必要性についてSPD（サージ防護デバ
イス）を用いた雷保護対策の実例をもとに解説しています。A4判 80頁 定価(1,900円+税)0508 978-4-88949-071-8

磁気環境改善のための

磁気シールド工事の設計・施工実務

社団法人日本電設工業協会 編著

近年、建築電気設備の大容量化が進み、大電流が流れる電力線
の近くには、常に非常に大きな磁界が発生しています。これらの磁
界を放置すると、電子機器や情報機器に干渉して予想外の機能障
害をもたらすことがあり、電気設備全体に与える影響も大きなものと
なります。本書では、強磁界による機器の機能障害を防ぐ有効な
手段となる磁気シールドについて、実際に現場で発生した具体的な
磁気障害事例をもとにわかりやすく解説しています。A4判 86頁 定価(2,000円+税)0506 978-4-88949-070-1

屋内電気設備図例集

社団法人日本電設工業協会 編著

施工経験が浅く、現場業務に不慣れな電気技術者が、施工図や
施工要領書の作成を素早く効率的に行うためには、参考となる具
体的な施工図例、施工要領書例が必要です。本書は、平成7年4
月発行の『新編 電気設備施工図例集』の内容を見直し、書名
を『屋内電気設備図例集』と改め、最新の設備図例を加えて内容
を充実するとともに、屋内電気設備の施工図や施工要領書の作成
に役立つ標準図例を工事種別ごとに厳選し、174点収録しました。

A4判 240頁 定価(4,500円+税)0506 978-4-88949-069-5

高度医療と電気設備

社団法人日本電設工業協会 編著

最近の病院は高度に機械化・情報化された医療環境を形成してお
り、これらに対して電気設備の関わりは大きく、安定性・信頼性の
高い電源システムはもとより、ME機器誤動作の原因となる電磁ノイ
ズ対策、ME機器の接地システムなど厳しい条件が求められる。ま
た、医療施設の高度化を目的としたリニューアル工事も増加してい
る。本書は、このような状況をうけて取りまとめたもので、病院電気
設備工事を行うに当って格好な資料を提供する。A4判 124頁 定価(2,500円+税)0402 978-4-88949-062-6

電気設備の自主検査と現場試験

社団法人日本電設工業協会 編著

改正電気事業法の施行に伴い、平成12年7月から官公庁による使
用前検査が廃止され、施工者自らの責任に委ねられることとなっ
た。そのため、使用前自主検査と現場試験が品質確保の手段とし
て一層重要となったことから、その参考資料に供する目的で本書が
取りまとめられた。本書はISO9000sの要求を踏まえて記述されてい
るほか、巻末に各種電気工作物の検査様式を収めたCD-Rを添付
し、利用者の便を図っている。自主検査の円滑推進のため、本書
のご活用をお勧めしたい。A4判 170頁 定価(3,800円+税)0312 978-4-88949-061-9
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設計・積算シリーズ6

電設技術者のための病院の電気設備

日本電設工業協会 出版委員会 単行本企画編集専門委員会 編

電設技術者が病院の電気設備の計画・設計・施工について、最

近の医療設備、電源・情報システム等を検討する際の技術資料

として工事種別毎に解説した実務書。電設技術者向けに病院の

電気設備の最新情報をまとめ、写真、図等を入れて分かりやす

く解説し、最近の医療施設の動向をはじめとして電源供給・接

地・照明システム、情報システム等をまとめた。A4判 134頁 定価(2,500円+税)1403 978-4-88949-096-1

現場実務シリーズ2 新編

電気設備工事施工計画書集成
（改訂第3版）

社団法人日本電設工業協会 編

本書は、施工計画に求められる工期や品質確保、安全施工など

の基本的な考え方、官公庁、民間工事における施工計画書の位

置づけ、工事全般にわたる「総合施工計画書」、個別工事を対

象とした「工種別施工計画書」などで構成されている。現場代

理人に成り立ての方が、電気設備工事の施工計画書を立案する

際に必要な事項を詳細に解説している。A4判 330頁 定価(3,600円+税)1004 978-4-88949-086-2

現場実務シリーズ4 新編

電気設備工事施工図の書き方
（改訂第2版）

社団法人日本電設工業協会 編

現場経験の浅い初級・中級技術者を対象として、内線電気設備

工事の施工図の書き方や他業者との協議・取合いなどの留意点

で構成され、各設備ごとに豊富な図例を用いて、わかりやすく

解説した。電気設備の機器等の取り付けや納まりの検討に必要

な建築図、空調・給排水衛生設備図の見方も収録。施工技術お

よび資材・機材の進歩発展、法の改正等に伴い改訂した。B5判 370頁 定価(6,200円+税)1007 978-4-88949-087-9

現場実務シリーズ9

電気設備工事届出手続き実務
2003年版

社団法人 日本電設工業協会 著

本書は、1972年初版発行後3回改訂を重ねたあと、1997年に4回
目の改訂を行い現行書のとおり内容を改めた。その後、規制緩和
の流れに沿ってここ数年の間に建築基準法、消防法、電気事業法
が相次いで改正され、それに伴って届出・手続き等の内容が大き
く変った。この動向をうけて本書の改訂が強く望まれていたことか
ら、本会施工効率化専門委員会において記載内容の全面的な見
直しを行い、このほど2003年版として発刊するものである。A4判 336頁 定価(3,900円+税)0308 978-4-88949-057-2

現場実務シリーズ10

電設技術者のためのコージェネレーションの実務

社団法人 日本電設工業協会 著

消防法では、建物の用途や規模に応じて誘導灯および誘導標識の設置が義務づ
けられており、設置基準や構造・性能等が法令、規則等で詳細に定められてい
る。本協会は、これら関連法規の趣旨が正しく理解され、実際の業務円滑に進め
られるよう、体系的に解説した手引書「誘導灯及び誘導標識に関する指針」を昭
和59年と平成4年の2回にわたって発行してきた。平成11年3月に、規制緩和、自
主責任の流れにそって消防法施行規則が改正され、誘導灯関連事項が従来より
大きく変化したこと、また、前回の改訂からすでに8年経過し、その間に誘電灯・誘
導標識の機能や施設範囲、方法等について種々の技術的進歩があったことなどか
ら、これらに対応するため旧書の改訂作業を行ない、このほど2001年版として発行
する運びとなったものである。B5判 154頁 定価(2,700円+税)0110 978-4-88949-049-7

現場実務シリーズ11

電設技術者のためのLAN工事マニュアル

日本電設工業協会 著

最近LAN設備は我々の身の回りに浸透し、電気設備工事に占

める情報通信分野の比率は今後ますます増加し、高度化・複合

化が進んでいる。本書は、旧版を全面的に見直し、初級電設技

術者を対象にLANの基礎から施工、配線材料の選定、試験・

測定、機器概要、保守・管理等について、平易で分かりやすい

記述で解説した実用性の高い現場実務書である。A4判 210頁 定価(3,800円+税)1303 978-4-88949-094-7

電気設備技術者のための建築電気設備技術計算ハンドブック（上巻）

社団法人日本電設工業協会 編

建築電気設備技術者が日常の設計・施工業務にそのまま利用で

きるよう、建築電気設備の分野の技術計算に内容を絞り、計算

式と計算例を掲載して項目ごとに簡潔にまとめている。さら

に、計算式の応用を容易にするために適所に図表を用いて解

説。

B5判 400頁 定価(9,500円+税)0802 978-4-88949-080-0

電気設備技術者のための建築電気設備技術計算ハンドブック（下巻）

社団法人日本電設協会 編

建築電気設備技術者が日常の設計・施工業務にそのまま利用で

きるよう、建築電気設備の分野の技術計算に内容を絞り、計算

式と計算例を掲載して項目ごとに簡潔にまとめている。さら

に、計算式の応用を容易にするために適所に図表を用いて解

説。

B5判 300頁 定価(7,600円+税)0809 978-4-88949-082-4

新JISに基づく

内部雷保護システムの設計・施工実務

社団法人日本電設工業協会 編著

建築設備の高度のIT化が進展した現在、建築物の外部における雷
対策はもとより、内部における雷対策も不可欠である。そのため、
JIS A4201-2003には新たに「内部雷保護システム」が加えられた。
本書は、内部雷保護システムの構築にあたって、設計・施工・維
持管理など実際の業務に新JISをどのように適用していくべきか解明
したものである。また本書は、先に出版した『新JISに基づく外部
雷保護システムの設計・施工実務』の続編にあたるもので、セット
で購読されることをお奨めしたい。A4判 110頁 定価(2,100円+税)0501 978-4-88949-067-1

新JISに基づく

外部雷保護システムの設計・施工実務

社団法人日本電設工業協会 編著

建築物の雷保護に関する規格JIS A 4201が、国際(IEC)規格へ
の整合を目的として2003年7月に改定された。新JISは、外部雷
保護システムと内部雷保護システムを内包し、主に避雷針設備
を対象としていた旧JISとは内容が大きく異なっている。そこ
でテーマを2つに分け本書では外部保護システムを採り上げ、
その構築にあたって設計、施工等実務面から必要な事項の解明
を行った。A4判 96頁 定価(1,900円+税)0411 978-4-88949-066-4
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公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
平成28年版

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修
一般社団法人公共建築協会 編

官庁施設の電気設備工事の指針となる「公共建築設備工事標準

図（電気設備工事編）」の平成28年版。3年毎の見直しにより、

関係法令の改正、新技術動向を踏まえ、内容を刷新して発行し

ます。

A5判 280頁 定価(4,000円+税)1606 978-4-906439-17-1

電気設備工事監理指針
平成25年版

国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修
社団法人公共建築協会 編集

本書は「公共建築設備標準仕様書（電気設備工事編）」平成25

年版の参考書・解説書として、また電気設備の工事監理の業務

に携わる技術者のための指針となるもの。電気設備全般にわた

る情報を数多く集録し、一般の電気設備工事に携わる方々にも

技術参考書として広く利用できる。

A5判 1,100頁 定価(8,300円+税)1311 978-4-906439-26-3

公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）
平成25年版

国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 監修
公共建築協会 編

公共建築物の設計・施工を行う建築会社、電気設備工事会社の

必携書！官庁施設の電気設備工事の指針となる「公共建築設備

工事標準図（電気設備工事編）」の平成25年版。3年毎の見直し

により、関係法令の改正、新技術動向を踏まえ、内容を刷新し

て発行するものである。

A5判 280頁 定価(3,800円+税)1305 978-4-906439-16-4
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電気・電子機器の雷保護
―ICT社会をささえる―

社団法人電気設備学会 著

近年の電気・電子機器の雷害は、機器の動作電圧の定電圧化

と、電源、通信、情報のための配線のネットワーク化に起因す

ることが多い。本書では、これらの機器の雷害の発生メカニズ

ムと、その防護手法について解説している。特に、サージ防護

デバイス（SPD）の特性を示すとともに、その効果的な適用法

について、事例を含めて具体的に解説している。B5判 300頁 定価(4,980円+税)1108 978-4-9902110-7-3

建築物等の雷保護Q＆A
JIS A 4201:2003対応

社団法人電気設備学会 著

JIS A 4201は、多くの法令等に引用されている規格であり、2003年
7月に改正された。その内容は、雷保護の設計、施工等に関する
国際的な技術動向も十分に踏まえたものとなっている。しかし、同
規格に関し、これまで多くの質問が寄せられていた。そこで、避雷
設備に関する知見を有するメンバーによって、質問の多かった約
100問を厳選し、平易に解説した回答を作成したものであり、JIS A
4201の具体的な運用に当っては必携の書であるA5判 154頁 定価(1,190円+税)0504 978-4-9902110-1-1
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加瀬メソッドシリーズ

ヴォイステクニックの真実・基礎編（上）呼吸・発声
（改訂第2版）―声を仕事に使う人のために―

加瀬玲子 著

2001年よりロングセラーを続ける『ヴォイステクニックの真

実』を改題・改訂・2分冊としたその上巻、2007年発行『加瀬

メソッド基礎編［上］ 呼吸・発声』の改訂第2版。スタジオ・

レイを主宰し一線の役者や歌手を指導するヴォイストレーナー

加瀬玲子が、加瀬メソッドの基礎となる呼吸法・発声法を解説

したレッスン書。A5判 152頁 定価(1,500円+税)1510 978-4-903848-91-4

加瀬メソッドシリーズ

ヴォイステクニックの真実・基礎編（下）滑舌・ストレッチ
（改訂第2版）―声を仕事に使う人のために―

加瀬玲子 著

2001年よりロングセラーを続ける『ヴォイステクニックの真

実』を改題・改訂・2分冊としたその下巻、2007年発行『加瀬

メソッド基礎編［下］ 滑舌・ストレッチ』の改訂第2版。スタ

ジオ・レイを主宰し一線の役者や歌手を指導するヴォイストレ

ーナー加瀬玲子が滑舌をはじめ、ストレッチ、筋肉強化法など

表現者に向けての基礎知識などを解説。A5判 176頁 定価(1,600円+税)1510 978-4-903848-90-7

なまけエクササイズ
―寝ながらできて単純・安全―

加瀬玲子 著

寝ながらできる、なまけモードのエクササイズ。寝たまま身体

をひねったり伸ばしたりなど、単純な動きでありながら、実は

全身の大きな関節や筋肉から、手や足先までを効果的に使う運

動。なまけ者にも忙しい方にも、コストパフォーマンス抜群の

エクササイズである。寝たままの姿勢で行なうことから、膝や

腰が不安な方にも安心。高齢や体力のない方にもおすすめ。B5変判 80頁 定価(1,200円+税)1005 978-4-903848-92-1

片体重と∞（無限大）・加瀬メソッド和物編

加瀬玲子 著

スタジオ・レイを主宰し、第一線で活躍する役者や歌手に発

声・演技を指導する著者・加瀬玲子が、着物を着ての身体の使

い方とその周辺知識を、著者自身の和物経験から体得したノウ

ハウを交えながら、具体的、実践的にまとめたもの。和物を演

じるすべての表現者に読んでいただきたい。

A5判 136頁 定価(1,800円+税)0712 978-4-903848-96-9

木野花ドラマスタジオ台本シリーズ1

櫻の園
最後の楽園

木野 花 著

女優で演出家の著者が若い役者を育てるために書き下ろした、

主役と端役とではなく、すべての登場人物がきちんと描かれた

台本のシリーズ第1巻。シリーズの中でも日常が題材の本作は

人物を捉えやすく、芝居づくりを学ぶのに最適。上演台本とし

ての完成度も高い。

B5判 160頁 定価(1,500円+税)0903 978-4-903848-95-2

木野花ドラマスタジオ台本シリーズ2

夜の森

木野 花 著

本作は病院を舞台とし、日常的には触れることの少ない特殊な

設定下でのリアリティを追求する。非日常を演じる場合、経験

の浅い役者はともすれば雰囲気だけに流された芝居をつくりが

ちであるが、これをきちんと掘り下げることでそれぞれの落と

しどころを探し、地に足のついた現実の世界で表現することを

学んでほしい。B5判 184頁 定価(1,500円+税)0904 978-4-903848-94-5

木野花ドラマスタジオ台本シリーズ3

喝采
旅芸人の唄

木野 花 著

台本シリーズの各巻とも、上演台本としての完成度も高いが、

本作はその中でも戯曲としての評判を上演当時集めた作品であ

る。旅芸人の一座を舞台に、バックステージ、人情、家族の絆

などいくつものテーマが盛り込まれた本作で、ウェルメイドな

戯曲の稽古から上演を通じて、芝居とは感情＋テクニック＋瞬

発力だということを学んでほしい。B5判 184頁 定価(1,500円+税)0904 978-4-903848-93-8
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火力原子力発電技術協会発行 オーム社発売

歴史を学べば未来が拓ける

火力発電の歴史
一般社団法人火力原子力発電技術協会 編

吉田敏明

藤川卓爾

黒石卓司 著

大学などで火力発電技術を学ぶ講座を見ることが少なくなった

今日、火力発電技術の歴史を現在の技術者たちに引き継ぐこと

は火力原子力発電技術協会として喫緊の課題と認識し、協会誌

「火力原子力発電」に掲載したボイラ、蒸気タービン、プラン

ト制御の歴史を一冊にまとめた。若い技術者たちが火力発電技

術の歴史を気軽に学べるようにしたもの。A5判 326頁 定価(2,667円+税)1312 978-4-904781-02-9

火力発電用語事典
（改訂5版）

社団法人火力原子力発電技術協会 編

火力発電に関する用語を集大成した唯一の用語事典。！地球環

境問題への対応など、火力発電を取り巻く環境は周辺地域も巻

き込み大きく変化している。最新の技術環境の変化を踏まえて

全面的に見直した。火力発電に関連する用語約1900語を分類・

整理し、技術書としても役立つよう系統的に配列して簡明な解

説を付している。巻末には英語索引も追加した。A5判 320頁 定価(3,800円+税)1002 978-4-904781-01-2
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ツールボックス発行 オーム社発売

ぜんぶ絵で見て覚える

第2種電気工事士筆記試験すい∼っと合格

藤瀧和弘 著

多くの受験者に支持されてきた「すい〜っと合格」シリーズの

最新版。使いやすく分かりやすいをモットーに、近年の出題傾

向に合わせて説明ページをさらに充実。それにともない、掲載

過去問題の洗い直しも図り、少ない学習時間で最大の効果が出

るよう、いっそうの工夫を施した。

B5判 374頁 定価(1,900円+税)1711 978-4-907394-48-6

（すい∼っと合格コミック）マンガで゛そこそこ”わかる

新・第2種電気工事士 筆記＋技能入門
（改訂3版）

ツールボックス 編
藤瀧和弘 監修

平成29年度に改訂された技能試験の欠陥判断基準に沿って誌面を
見直し、DVD収録のコンテンツを刷新した改訂3版。これから第二
種電気工事士合格を目指す方のために、基礎中の基礎をわかりや
すくマンガで説明しました。受験のとっかかりに読んでおけば、ほか
の受験参考書に載っている内容がすらすら理解できて学習が進みま
す。また、本書に付属しているDVDは、著者・藤瀧和弘氏の実演
による技能基本作業を収録しています。A5判 288頁 定価(1,600円+税)1710 978-4-907394-47-9

10日で受かる！

乙種第4類 危険物取扱者 すい∼っと合格
（増補改訂版）

本山健次郎 著

工業高校で乙種第4類受験指導にあたる著者が、試験問題の傾
向を徹底分析して導き出した、合格虎の巻です。合格のために
最低限覚えておくべき項目を丸暗記ポイントとしてまとめまし
た。本誌より切り取って携帯できる暗記ノートが付いているの
で、暗記が得意な人はそれを覚えるだけで合格ラインに到達で
きます。また、図解の説明を読むことで、初学者にも分かりや
すく記憶に定着しやすく工夫しました。A5判 264頁 定価(1,600円+税)1709 978-4-907394-46-2
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北 上 市 東山堂北上店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0197-61-0666
〃 ブックスアメリカン北上店0197-63-7600

奥 州 市 松田書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0197-23-2532

宮 城 県

仙台市青葉区 丸善仙台アエル店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-264-0151㊩

〃 ジュンク堂書店仙台ＴＲ店022-265-5656
〃 金港堂本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-225-6521
〃 くまざわ書店エスパル仙台店022-217-1027
〃 ヤマト屋書店仙台三越店㌀㌀㌀022-393-8541
〃 ヤマト屋書店仙台八幡店㌀㌀㌀022-217-9661
〃 仙台政府刊行物サービスセンター022-261-8320

仙台市宮城野区 ヤマト屋書店東仙台店㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-297-1291
〃 ヨドバシカメラ仙台店㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-295-1010

仙台市太白区 紀伊國屋書店仙台店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-308-9211
仙台市泉区 蔦屋書店仙台泉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-772-2011
〃 八文字屋書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-371-1988㊩
〃 宮脇書店泉ヶ丘店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-373-2558

石 巻 市 金港堂石巻店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0225-94-0088
名 取 市 未来屋書店名取店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀022-382-5208㊩
登 米 市 宮脇書店佐沼店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0220-21-6656
大 崎 市 ブックスなにわ古川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0229-24-8080

秋 田 県

秋 田 市 ジュンク堂書店秋田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀018-884-1370㊩
〃 宮脇書店秋田本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀018-825-5515
〃 スーパーブックス八橋店㌀㌀㌀018-883-5095

湯 沢 市 ブックスモア秋田湯沢店㌀㌀㌀0183-78-2552
大 仙 市 ブックスモア大曲店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0187-66-0787
北秋田市 ブックスモア鷹巣店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0186-69-7501
潟 上 市 ブックスモア秋田潟上店㌀㌀㌀018-854-8877
大 館 市 ブックスモア大館店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0186-44-4577
南秋田郡 宮脇書店五城目店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀018-855-1566

山 形 県

山 形 市 戸田書店山形店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀023-682-3111
〃 こまつ書店寿町本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀023-641-0641
〃 八文字屋本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀023-622-2150
〃 八文字屋新北店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀023-682-3388

天 童 市 八文字屋天童店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀023-658-8811
〃 宮脇書店天童店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀023-652-3322

東 根 市 こまつ書店東根店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0237-49-2077
米 沢 市 こまつ書店堀川町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0238-26-1077
酒 田 市 みずほ八文字屋㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0234-22-3144
鶴 岡 市 ブックスパル㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0235-29-7530
東田川郡 戸田書店三川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0235-68-0015

福 島 県

福 島 市 西沢書店北店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀024-557-5101
〃 みどり書房福島南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀024-544-0373
〃 岩瀬書店八木田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀024-546-0055

会津若松市 ブックスなにわ会津若松本店0242-38-2626
〃 会津大学ブックセンター㌀㌀㌀0242-33-0773

郡 山 市 ジュンク堂書店郡山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀024-927-0440㊩
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●書籍・雑誌を常設陳列している

オーム社出版物常備店のご案内
太字の書店には当社発行の商品と発売元商品が充実しています｡

㊩マークの書店には当社の医学関係書も展示しています。









































〃 岩瀬書店富久山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀024-936-2220㊩
〃 みどり書房桑野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀024-939-0047
〃 みどり書房イオンタウン郡山店024-941-2235
〃 紀尚堂日大売店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀024-943-0291

白 河 市 スーパーブックス新白河店0248-31-1811
いわき市 鹿島ブックセンター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0246-28-2222
〃 ブックエース上荒川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0246-46-0678
〃 ヤマニ書房本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0246-23-3481

茨 城 県

水 戸 市 川又書店県庁店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀029-301-1811
〃 未来屋書店イオン水戸内原店029-259-9151
〃 川又書店エクセル店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀029-231-1073
〃 文教堂水戸店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀029-302-8073

日 立 市 ブックエース日立鮎川店㌀㌀㌀0294-28-5300
〃 WonderGOO日立中央店㌀㌀㌀0294-28-5130

結 城 市 ブックエース結城店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0296-33-7711
下 妻 市 ブックエース下妻店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0296-43-7911
取 手 市 くまざわ書店取手店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0297-77-1125
牛 久 市 WonderGOO新ひたち野牛久店029-870-1321
つくば市 アカデミアイーアスつくば店029-868-7407㊩
〃 TSUTAYA LALAガーデンつくば店029-861-1811
〃 WonderGOO 新つくば店㌀㌀029-860-8260
〃 丸善筑波支店第三学群売店029-858-0422
〃 丸善筑波支店大学会館売店029-858-0409
〃 丸善筑波支店図書館情報学群売店029-852-4749

ひたちなか市 蔦屋書店ひたちなか店㌀㌀㌀㌀㌀㌀029-265-2300
〃 WonderGOOひたちなか店 029-275-1651
〃 ブックエースTSUTAYA勝田東石川店029-354-8811

守 谷 市 フタバ図書TERA守谷店㌀㌀㌀0297-47-1601
常陸大宮市 WonderGOO新常陸大宮店 0295-54-0311
筑 西 市 WonderGOO下館店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0296-22-2420
神 栖 市 WonderGOO鹿島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0299-91-0622
〃 文教堂書店鹿島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0299-96-6125

東茨城郡 宮脇書店水戸南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀029-219-0065

栃 木 県

宇都宮市 落合書店宝木店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀028-650-2211
〃 落合書店ララスクエア店㌀㌀㌀028-626-5755
〃 落合書店イトーヨーカドー店028-613-1313
〃 喜久屋書店宇都宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀028-614-5222
〃 くまざわ書店宇都宮インターパーク店028-657-6320
〃 くまざわ書店宇都宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0286-23-4471
〃 紀伊國屋書店宇都宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀028-611-2050
〃 落合東武ブックセンター㌀㌀㌀028-651-5577
〃 ビッグワンTSUTAYA宇都宮竹林店028-616-1808

足 利 市 岩下書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0284-40-1184
〃 くまざわ書店アシコタウン店0284-44-7330

佐 野 市 宮脇書店佐野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0283-24-9007
〃 ビッグワンTSUTAYA佐野店0283-86-7003

鹿 沼 市 ビッグワンTSUTAYA鹿沼店0289-63-1180
日 光 市 スーパーブックス今市店㌀㌀㌀0288-30-1231
真 岡 市 ビッグワンTSUTAYA真岡店0285-84-1088
大田原市 国際医療福祉大学購買部㌀㌀㌀0287-22-2553㊩
さくら市 ビッグワンTSUTAYAさくら店0286-82-7001
下 野 市 うさぎや自治医大店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0285-44-7637㊩
下都賀郡 廣川書店独協医科大学店㌀㌀㌀0282-86-2960㊩

群 馬 県

前 橋 市 蔦屋書店前橋みなみモール店027-210-0886㊩
〃 紀伊國屋書店前橋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀027-220-1830
〃 ブックマンズアカデミー前橋店027-280-3322㊩
〃 煥乎堂本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀027-235-8111
〃 戸田書店前橋本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀027-223-9011㊩

高 崎 市 ブックマンズアカデミー高崎店027-370-6166
〃 戸田書店高崎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀027-363-5110㊩
〃 くまざわ書店高崎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀027-310-3021
〃 未来屋書店イオン高崎店㌀㌀㌀027-372-7344

桐 生 市 戸田書店桐生店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0277-20-7220
伊勢崎市 くまざわ書店伊勢崎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0270-70-5510
太 田 市 ブックマンズアカデミー太田店0276-40-1900㊩
〃 喜久屋書店太田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0276-47-8723

藤 岡 市 戸田書店藤岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0274-22-2469

埼 玉 県

さいたま市大宮区 ジュンク堂書店大宮高島屋店048-640-3111
〃 紀伊國屋書店さいたま新都心店048-600-0830㊩
〃 三省堂書店大宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-646-2600
〃 ヨドバシカメラさいたま新都心駅前店048-645-1010
〃 押田謙文堂㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-641-3141

さいたま市中央区 ブックデポ書楽㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-859-4946
さいたま市浦和区 須原屋本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-822-5321
〃 紀伊國屋書店浦和店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-871-2760
〃 須原屋コルソ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-824-5321

さいたま市南区 須原屋武蔵浦和店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-872-0550
さいたま市緑区 旭屋書店イオン浦和美園店048-812-2123
さいたま市北区 くまざわ書店宮原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-661-8931
戸 田 市 明文堂TSUTAYA戸田店㌀㌀048-498-6175
川 越 市 紀伊國屋書店川越店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀049-224-2573
〃 ブックファーストルミネ川越店049-240-6212㊩
〃 WonderGOO川越店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀049-265-7130

熊 谷 市 戸田書店熊谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-599-3232
〃 蔦屋書店熊谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-530-6400
〃 くまざわ書店アズセカンド店048-525-6204

川 口 市 文教堂書店川口駅店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-227-4821
〃 須原屋川口前川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-263-5321
〃 文教堂書店川口朝日町店㌀㌀㌀048-228-1646
〃 くまざわ書店川口店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-240-5150

行 田 市 宮脇書店行田持田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-554-6300
秩 父 市 くまざわ書店秩父店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0494-21-2111
所 沢 市 ブックス・タマ所沢店㌀㌀㌀㌀㌀㌀04-2998-5830
飯 能 市 丸善丸広百貨店飯能店㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-973-1653
本 庄 市 蔦屋書店本庄早稲田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0495-27-3310
春日部市 ブックエース春日部16号線店048-752-8776
〃 酒井書店中央店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-737-7171

狭 山 市 文教堂書店狭山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀04-2959-9500
羽 生 市 未来屋書店羽生店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-563-3063
鴻 巣 市 宮脇書店鴻巣店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-547-3700
桶 川 市 丸善桶川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-789-0011
上 尾 市 ブックマルシェ上尾店㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-778-5507
越 谷 市 未来屋書店レイクタウン店048-988-7742
〃 旭屋書店新越谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-985-5501

新 座 市 旭屋書店志木店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀048-487-6165
久 喜 市 アカデミア菖蒲店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0480-87-1781㊩
〃 蔦屋書店フォレオ菖蒲店㌀㌀㌀0480-87-0800
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〃 くまざわ書店鷲宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0480-57-1012
児 玉 郡 くまざわ書店上里店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0495-35-0007
東松山市 蔦屋書店東松山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0493-31-0077
比 企 郡 蔦屋書店滑川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0493-57-0032
〃 錦電サービス㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀049-296-2962

南埼玉郡 日本工業大学購買部㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0480-34-4111
入 間 郡 文光堂 埼玉医科大学店㌀㌀㌀049-295-2170㊩

千 葉 県

千葉市中央区 三省堂書店そごう千葉店㌀㌀㌀043-245-8331㊩
〃 くまざわ書店ペリエ千葉店043-202-2900
〃 くまざわ書店蘇我店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀043-209-2020
〃 中島書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀043-224-2448
〃 志学書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀043-224-7111㊩

千葉市花見川区 精文館書店花見川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀043-216-9420
千葉市稲毛区 宮脇書店稲毛長沼原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀043-304-7281
千葉市美浜区 蔦屋書店イオンモール幕張新都心店043-306-7361㊩
〃 未来屋書店イオン幕張店㌀㌀㌀043-299-1125
〃 くまざわ書店プレナ幕張店043-296-7531

千葉市若葉区 文教堂書店小倉台店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀043-232-7330
〃 スーパーブックス都賀店㌀㌀㌀043-226-4711

千葉市緑区 精文館書店おゆみ野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀043-293-6791
市 川 市 福家書店市川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-379-0298
〃 大杉書店市川駅前本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-325-1158

船 橋 市 ジュンク堂書店南船橋店㌀㌀㌀047-401-0330㊩
〃 旭屋書店船橋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-424-7331
〃 KUMAZAWA BOOK STORE ららぽーと店047-435-8381
〃 巖翠堂北習志野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-465-0926

木更津市 精文館書店木更津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0438-20-2811
松 戸 市 堀江良文堂書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-365-5121
〃 ジュンク堂書店松戸伊勢丹店047-308-5111
〃 くまざわ書店松戸新田店㌀㌀㌀047-365-5535

茂 原 市 蔦屋書店茂原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0475-27-2332
〃 文教堂書店茂原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0475-20-4721
〃 WonderGOO茂原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0475-20-5022

成 田 市 未来屋書店成田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0476-23-8248
〃 くまざわ書店公津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0476-26-5371

東 金 市 WonderGOO東金店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0475-54-7461
旭 市 WonderGOO旭店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0479-60-3140
習志野市 丸善津田沼店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-470-8311㊩
〃 くまざわ書店津田沼店㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-475-8311
〃 CITs千葉工大津田沼店㌀㌀㌀㌀㌀047-478-0594
〃 CITs千葉工大芝園店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-454-9768

八千代市 くまざわ書店八千代台店㌀㌀㌀047-485-4002
柏 市 新星堂カルチェ5柏店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀04-7164-8551
〃 KaBoSららぽーと柏の葉店04-7168-1760㊩
〃 ジュンク堂書店柏モディ店04-7168-0215
〃 浅野書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀04-7164-2040

市 原 市 アカデミアちはら台店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0436-76-0270
〃 TSUTAYA市原五井店㌀㌀㌀㌀㌀0436-20-1880
〃 文教堂書店市原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0436-43-0979

流 山 市 紀伊國屋書店流山おおたかの森店04-7156-6111
君 津 市 博文堂書店君津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0439-55-6657
浦 安 市 有隣堂アトレ新浦安店㌀㌀㌀㌀㌀㌀047-305-0511
印 西 市 喜久屋書店千葉ニュータウン店0476-40-7732㊩
〃 宮脇書店印西牧の原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0476-40-6325

東 京 都

千代田区 三省堂書店神保町本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3233-3312㊩
〃 丸善丸の内本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5288-8881㊩
〃 有隣堂ヨドバシAKIBA店㌀㌀03-5298-7474
〃 ビックカメラ有楽町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5221-1111
〃 書泉グランデ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3295-0011
〃 丸善お茶の水店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3295-5581㊩
〃 三省堂書店有楽町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5222-1200
〃 文教堂書店市ヶ谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3556-0632
〃 書泉ブックタワー㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5296-0051
〃 東京堂書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3291-5181
〃 紀伊國屋書店大手町ビル店03-3201-5084
〃 ヨドバシカメラマルチメディアAKIBA店03-5209-1010

中 央 区 八重洲ブックセンター八重洲本店03-3281-8203㊩
〃 丸善日本橋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-6214-2001㊩

文 京 区 中央大学生協理工店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3814-5928
〃 東京大学生協本郷書籍部㌀㌀㌀03-5841-2420

港 区 談･文教堂浜松町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3437-5540㊩
〃 くまざわ書店品川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3472-0481
〃 文教堂書店赤坂店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5573-4321
〃 ブックファースト六本木店03-3403-0327

品 川 区 未来屋書店イオン品川店㌀㌀㌀03-5783-9737
〃 有隣堂アトレ大井町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5709-7361
〃 有隣堂アトレ目黒店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3442-1231
〃 ブックファーストレミィ五反田店03-6408-1811
〃 医学堂書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3783-9774㊩

渋 谷 区 MARUZEN＆ジュンク堂書店渋谷店03-5456-2111㊩
〃 有隣堂アトレ恵比寿店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5475-8384
〃 啓文堂書店渋谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5784-3800
〃 紀伊國屋書店笹塚店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3485-0131
〃 スーパーブックスあおい渋谷南口店03-6416-9676
〃 BOOK LAB TOKYO㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀050-3551-0625

目 黒 区 恭文堂書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3712-4049
新 宿 区 紀伊國屋書店新宿本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3354-0131㊩
〃 ブックファースト新宿店㌀㌀㌀03-5339-7688㊩
〃 芳林堂書店高田馬場店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3208-0241
〃 ビックカメラ新宿東口新店03-3226-1111
〃 ビックカメラ新宿西口店㌀㌀㌀03-5326-1112
〃 くまざわ書店オペラシティ店03-5334-6066
〃 ヨドバシカメラ新宿西口店マルチメディア館03-3346-1010

中 野 区 ブックファースト中野店㌀㌀㌀03-3319-5161
〃 文教堂書店中野坂上店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5358-5285

豊 島 区 ジュンク堂書店池袋本店㌀㌀㌀03-5956-6111㊩
〃 三省堂書店池袋本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-6864-8900㊩
〃 旭屋書店池袋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3986-0311
〃 ビックカメラ池袋本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5956-1111

北 区 談･文教堂赤羽店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5249-2601
練 馬 区 ジュンク堂書店大泉学園店03-5947-3955
板 橋 区 文教堂書店成増店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5383-7379
〃 文教堂書店西台店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5392-3003

大 田 区 くまざわ書店蒲田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3737-5351
〃 ブックファーストアトレ大森店03-5767-6831
〃 有隣堂グランディオ蒲田店03-5703-1921
〃 ACADEMIA東急プラザ蒲田店03-5480-7771
〃 東邦稲垣書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3766-0068㊩

世田谷区 紀伊國屋書店玉川高島屋店03-3709-2091
〃 文教堂書店二子玉川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5797-5168
〃 竹内書店東京都市大学書籍部03-3703-6340
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足 立 区 ブックファーストルミネ北千住店03-5284-2311
〃 紀伊國屋書店北千住マルイ店03-3870-8571
〃 スーパーブックス竹ノ塚駅前店03-5831-0401

葛 飾 区 文教堂書店青戸店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-3838-5931
江 東 区 紀伊國屋書店ららぽーと豊洲店03-3533-4361
〃 文教堂書店東陽町駅前店㌀㌀㌀03-5677-3313
〃 有隣堂アトレ亀戸店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5628-1231
〃 フタバ図書TERA南砂店㌀㌀㌀03-5677-0800

墨 田 区 くまざわ書店錦糸町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀03-5610-3034
〃 ヨドバシカメラ錦糸町店㌀㌀㌀03-3632-1010

八王子市 くまざわ書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0426-25-1201㊩
〃 蔦屋書店八王子みなみ野店0426-32-0031
〃 有隣堂八王子店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-655-2311
〃 くまざわ書店八王子南口店042-655-7560
〃 有隣堂八王子購買部㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0426-35-5060
〃 拓殖大学八王子購買会㌀㌀㌀㌀㌀㌀0426-64-6658

立 川 市 オリオン書房ノルテ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-522-1231㊩
〃 ジュンク堂書店立川高島屋店042-512-9910㊩
〃 オリオン書房ルミネ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-527-2311
〃 ビックカメラ立川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-548-1112

武蔵野市 ジュンク堂書店吉祥寺店㌀㌀㌀0422-28-5333㊩
〃 ブックス・ルーエ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0422-22-5677
〃 ヨドバシカメラ吉祥寺店㌀㌀㌀0422-29-1010
〃 成蹊学園大学ブックセンター0422-36-0360

三 鷹 市 啓文堂書店三鷹店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0422-79-5840
府 中 市 啓文堂書店府中店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-366-3151
〃 蔦屋書店フレスポ府中店㌀㌀㌀042-358-3500

調 布 市 真光書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0424-87-2222
〃 くまざわ書店調布店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-490-2052
〃 書原つつじヶ丘店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0424-81-6421

町 田 市 久美堂本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-725-1330
〃 有隣堂町田モディ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-739-5231
〃 ヨドバシカメラ町田駅前店042-721-1010

小金井市 くまざわ書店武蔵小金井店042-385-2351
稲 城 市 コーチャンフォー若葉台店042-350-2800㊩
日 野 市 未来屋書店多摩平の森店㌀㌀㌀042-589-6331
〃 明星大学ブックセンター㌀㌀㌀042-599-7121

国分寺市 紀伊國屋書店国分寺店㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-325-3991
武蔵村山市 オリオン書房むさし村山店042-567-6911
多 摩 市 丸善多摩センター店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-355-3220
〃 アカデミアくまざわ書店桜ヶ丘店042-337-2531
〃 啓文堂書店多摩センター店042-372-2288
〃 蔦屋書店多摩永山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-310-0567

あきる野市 文教堂あきる野とうきゅう店042-532-7470
羽 村 市 ブックス・タマ小作店㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-555-3904
西多摩郡 未来屋書店日の出店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-597-6255

神 奈 川 県

横浜市中区 有隣堂本店書籍館㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-261-1231
〃 紀伊國屋書店横浜みなとみらい店045-640-3081
〃 芳林堂書店関内店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-681-0065
〃 有隣堂本店医学書センター045-261-1231㊩

横浜市西区 ブックファースト横浜西口店045-349-8377
〃 有隣堂横浜駅西口店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-311-6265
〃 くまざわ書店ランドマーク店045-683-1021
〃 紀伊國屋書店横浜店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-450-5901
〃 ヨドバシカメラマルチメディア横浜店045-313-1010
〃 丸善横浜みなとみらい店㌀㌀㌀045-323-9660

横浜市港南区 八重洲ブックセンター京急百貨店上大岡店045-848-7383
〃 あおい書店上大岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-846-1836
〃 ヨドバシカメラ京急上大岡店045-845-1010

横浜市港北区 三省堂新横浜店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-478-5520
〃 有隣堂トレッサ横浜店㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-533-3090
〃 天一書房日吉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-565-0211

横浜市金沢区 関東学院大学購買部㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-701-2257
横浜市鶴見区 ブックポート203鶴見店㌀㌀㌀㌀045-505-0203
〃 井上書店ミナール店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-575-9388
〃 くまざわ書店鶴見店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-501-5211

横浜市神奈川区 神奈川大学生協㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-481-4012
横浜市緑区 くまざわ書店長津田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-988-0870
横浜市戸塚区 有隣堂戸塚モディ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-881-2661
〃 住吉書房東戸塚店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-826-6969

横浜市泉区 文教堂書店立場店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-806-0448
横浜市都筑区 アカデミア港北店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀045-914-3320㊩
〃 紀伊國屋書店ららぽーと横浜店045-938-4481

横浜市青葉区 ブックファースト青葉台店045-989-1781㊩
川崎市川崎区 ブックファーストあおい川崎店044-233-6518
〃 ヨドバシカメラマルチメディア川崎ルフロン044-223-1010

川崎市幸区 丸善ラゾーナ川崎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀044-520-1869㊩
川崎市中原区 住吉書房武蔵中原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀044-753-5678
〃 文教堂書店新城駅店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀044-798-5011

川崎市高津区 文教堂書店溝ノ口本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀044-812-0063㊩
〃 文教堂書店溝ノ口駅前店㌀㌀㌀044-811-0105

川崎市多摩区 丸善ブックセンター明治大学生田店044-920-6253
川崎市宮前区 KaBoS宮前平店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀044-870-1221
相模原市緑区 ACADEMIAくまざわ書店橋本店042-700-7020
相模原市中央区 中村書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀042-750-2285
〃 青山学院購買会相模原店㌀㌀㌀042-759-6180

相模原市南区 くまざわ書店相模大野店㌀㌀㌀042-767-1285
〃 ブックファーストボーノ相模大野店042-702-3555
〃 有隣堂北里大学売店医学書センター042-778-5201㊩

横須賀市 文教堂横須賀ＭＯＲＥʼＳ店046-822-2655
〃 くまざわ書店横須賀店㌀㌀㌀㌀㌀㌀046-821-2403

平 塚 市 サクラ書店平塚駅ビル店㌀㌀㌀0463-23-2751
〃 紀伊國屋書店東海大学ブックセンター0463-50-1250
〃 紀伊國屋書店神奈川大学ブックセンター0463-59-4010

鎌 倉 市 くまざわ書店大船店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0467-42-4333
藤 沢 市 ジュンク堂書店藤沢店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0466-52-1211㊩
〃 有隣堂藤沢店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0466-26-1411
〃 有隣堂テラスモール湘南店0466-38-2121

小田原市 有隣堂小田原ラスカ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0465-24-7739
〃 文教堂書店小田原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0465-36-3677
〃 スペース21シティモール店0465-47-1121

厚 木 市 有隣堂厚木店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀046-223-4111
〃 くまざわ書店本厚木店㌀㌀㌀㌀㌀㌀046-230-7077
〃 文教堂書店R412店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀046-221-4787
〃 紀伊國屋書店神奈川工科大学ブックセンター046-243-1077

大 和 市 くまざわ書店大和店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀046-200-4110
伊勢原市 文教堂書店伊勢原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0463-96-5880
中 郡 文教堂書店平塚店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0463-31-3911

新 潟 県

新潟市中央区 ジュンク堂書店新潟店㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-374-4411㊩
〃 紀伊國屋書店新潟店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-241-5281
〃 戸田書店新潟南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-257-1911㊩
〃 蔦屋書店新潟中央インター店025-283-7010
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〃 蔦屋書店新潟万代店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-249-0066
〃 考古堂書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-229-4050㊩

新潟市江南区 蔦屋書店横越バイパス店㌀㌀㌀025-383-2300
新潟市秋葉区 本の店英進堂㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0250-24-1187
〃 蔦屋書店新津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0250-24-5900

新潟市西区 知遊堂亀貝店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-211-1858
長 岡 市 戸田書店長岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0258-22-5911㊩
〃 宮脇書店長岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0258-31-3700
〃 蔦屋書店古正寺店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0258-29-5030
〃 蔦屋書店長岡新保店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0258-22-6300
〃 文信堂書店長岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0258-36-1360
〃 文信堂書店技大店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0258-46-6437

上 越 市 戸田書店上越店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-527-3311
〃 知遊堂上越国府店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-545-5668
〃 蔦屋書店高田西店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀025-527-5255

三 条 市 知遊堂三条店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0256-36-7171
柏 崎 市 コメリ書房柏崎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0257-20-1230
新発田市 蔦屋書店新発田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0254-26-1900
〃 コメリ書房新発田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0254-20-1011㊩

小千谷市 宮脇書店小千谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0258-83-1468
五 泉 市 コメリ書房五泉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0250-41-1215
佐 渡 市 蔦屋書店佐和田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0259-57-4100

山 梨 県

甲 府 市 朗月堂本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀055-232-2200
〃 ジュンク堂書店岡島甲府店055-231-0606

富士吉田市 BOOKS KATOH㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0555-23-0070
甲 斐 市 くまざわ書店双葉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0551-28-8761
上野原市 紀伊國屋書店帝京科学大学ブックセンター0554-63-4542
中 央 市 戸田書店山梨中央店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀055-278-6811

長 野 県

長 野 市 平安堂新長野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀026-224-4550㊩
〃 平安堂東和田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀026-244-4545
〃 蔦屋川中島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀026-284-8700
〃 平安堂川中島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀026-286-4545

松 本 市 丸善松本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0263-31-8171㊩
〃 宮脇書店松本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0263-24-2435
〃 明倫堂書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0263-35-4312㊩

上 田 市 平安堂上田しおだ野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0268-29-5254
〃 平安堂上田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0268-22-4545

岡 谷 市 笠原書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0266-23-5070
飯 田 市 平安堂新飯田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0265-24-4545
伊 那 市 平安堂伊那店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0265-96-7755
〃 ＢＣいなっせ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0265-77-2255

富 山 県

富 山 市 BOOKSなかだ本店専門書館076-492-1197㊩
〃 文苑堂書店富山豊田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-433-8150
〃 明文堂書店新庄経堂店㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-494-3530㊩
〃 文苑堂書店藤の木店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-422-0155㊩
〃 紀伊國屋書店富山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-491-7031
〃 明文堂書店富山有沢橋店㌀㌀㌀076-495-8680

高 岡 市 喜久屋書店高岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0766-27-2455㊩
〃 文苑堂書店福田本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0766-27-7800㊩
〃 文苑堂書店新野村店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0766-25-1500

魚 津 市 BOOKSなかだ魚津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0765-24-9905
滑 川 市 明文堂書店滑川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-476-4150
射 水 市 明文堂書店高岡射水店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0766-82-1840
〃 文苑堂書店小杉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0766-56-8400

石 川 県

金 沢 市 明文堂書店金沢ビーンズ店076-239-4400㊩
〃 うつのみや金沢香林坊店㌀㌀㌀076-234-8111㊩
〃 文苑堂書店示野本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-267-7007㊩
〃 SuperKaBoS大桑店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-226-1170

小 松 市 明文堂書店小松ツリーズ㌀㌀㌀0761-23-4280
〃 KaBosイオンモール新小松店0761-23-2812

かほく市 BOOKSなかだかほく店㌀㌀㌀㌀076-289-0671
白 山 市 北国書林松任店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-274-8511
野々市市 KITブックセンター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀076-248-4454
〃 明文堂書店金沢野々市店㌀㌀㌀076-294-0930
〃 うつのみや金沢工大前店㌀㌀㌀076-227-0999

福 井 県

福 井 市 勝木書店新二の宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0776-27-4678㊩
〃 紀伊國屋書店福井店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0776-28-9851
〃 勝木書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0776-24-0428
〃 SuperKaBoS大和田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0776-57-2188

敦 賀 市 SuperKaBoS敦賀店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0770-21-4455
鯖 江 市 SuperKaBoS鯖江店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0778-53-1755

岐 阜 県

岐 阜 市 丸善岐阜店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀058-297-7008
〃 カルコス岐阜本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀058-294-7500
〃 自由書房EX高島屋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀058-262-5661
〃 くまざわ書店柳津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀058-388-5477

大 垣 市 TSUTAYA大垣店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0584-87-3302
〃 アカデミア大垣店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0584-77-6450
〃 喜久屋書店大垣店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0584-77-1717

恵 那 市 コスモブックセンター㌀㌀㌀㌀㌀㌀0573-25-6278
本 巣 市 TSUTAYA BOOK STORE モレラ岐阜店058-323-2810
各務原市 カルコス各務原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0583-89-7500
〃 未来屋書店各務原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀058-389-5008

瑞 穂 市 カルコス穂積店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀058-329-2336
〃 丸善朝日大学売店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀058-327-7506

可 児 郡 BOOKSえみたすアピタ御嵩店0574-66-5351

静 岡 県

静岡市葵区 戸田書店静岡本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀054-205-6111㊩
〃 MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店054-275-2777㊩
〃 谷島屋新流通店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀054-262-2321

静岡市清水区 戸田書店江尻台店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀054-361-3511
浜松市中区 谷島屋浜松本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀053-457-4165㊩
〃 精文館書店領家店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀053-466-6337
〃 谷島屋連尺店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀053-453-9121

浜松市東区 未来屋書店イオン市野店㌀㌀㌀053-467-1330
浜松市西区 谷島屋イオンモール浜松志都呂店053-415-1341
浜松市浜北区 谷島屋サンストリート浜北店053-584-3025
〃 谷島屋三方原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀053-438-2141
〃 BOOKSえみたすアピタ浜北店053-584-6301

常備店 401



沼 津 市 マルサン書店仲見世店㌀㌀㌀㌀㌀㌀055-963-0350
〃 マルサン書店駅北店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀055-922-7772

富士宮市 戸田書店富士宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0544-24-4955
〃 谷島屋富士宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0544-22-8020

富 士 市 戸田書店富士店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0545-51-5121
〃 マルサン書店富士店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0545-60-3358

磐 田 市 谷島屋磐田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0538-35-5778
〃 谷島屋ららぽーと磐田店㌀㌀㌀0538-59-0358㊩

焼 津 市 BOOKSえみたす焼津店㌀㌀㌀㌀054-620-8851
〃 焼津谷島屋登呂田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀054-629-4848

掛 川 市 戸田書店掛川西郷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0537-62-6777
藤 枝 市 戸田書店藤枝東店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀054-647-5611
袋 井 市 静岡理工科大学ブックセンター0538-31-6231
菊 川 市 戸田書店リブレ菊川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0537-37-2520
伊豆の国市 文教堂書店大仁店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0558-76-7611
田 方 郡 戸田書店函南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀055-978-7770

愛 知 県

名古屋市中村区 三省堂書店名古屋本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-566-8877㊩
〃 ジュンク堂書店名古屋店㌀㌀㌀052-589-6321㊩
〃 ビックカメラ名古屋駅西店052-459-1111
〃 星野書店近鉄パッセ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-581-4796

名古屋市中区 ジュンク堂書店ロフト名古屋店052-249-5592㊩
〃 丸善名古屋本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-238-0320㊩
〃 ジュンク堂書店名古屋栄店052-212-5360
〃 三洋堂書店上前津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-251-8334
〃 大竹書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-262-3828㊩

名古屋市西区 フタバTERAワンダーシティ店052-509-7922
名古屋市昭和区 三洋堂書店いりなか店㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-832-8202
〃 丸善南山大学名古屋売店㌀㌀㌀052-838-5566

名古屋市瑞穂区 三洋堂書店新開橋店 ㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-871-3934
名古屋市熱田区 泰文堂日比野本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-682-3797
名古屋市中川区 TSUTAYAバロー戸田店㌀㌀052-439-2360
名古屋市港区 未来屋書店名古屋茶屋店㌀㌀㌀052-309-3652
名古屋市千種区 らくだ書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-731-7161
名古屋市緑区 未来屋書店大高店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-624-4061
〃 ブックセンター名豊緑店㌀㌀㌀052-896-3801

名古屋市天白区 ちくさ正文館書店BOOKSHOP052-833-8215
豊 橋 市 精文館書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0532-54-2345㊩
〃 精文館書店三ノ輪店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0532-66-2447
〃 精文館書店汐田橋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0532-46-9900
〃 豊川堂本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0532-54-6688
〃 精文館書店技科大店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0532-47-0624

岡 崎 市 TSUTAYAウイングタウン岡崎店0564-72-5080㊩
〃 TSUTAYA岡崎インター店0564-24-9884

一 宮 市 宮脇書店尾西店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0586-47-7111
〃 未来屋書店木曽川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0586-84-2680
〃 精文館書店尾張一宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0586-26-1616
〃 精文館書店一宮南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0586-26-1660

瀬 戸 市 TSUTAYA瀬戸店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0561-97-3655
半 田 市 三洋堂書店半田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0569-26-3334
春日井市 TSUTAYA春日井店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0568-35-5900
〃 本の王国高蔵寺店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0568-94-0921
〃 三洋堂書店鳥居松店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0568-82-1934
〃 丸善中部大学売店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0568-51-1204

豊 川 市 精文館書店豊川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0533-85-8325
津 島 市 精文館書店新津島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0567-22-4001
刈 谷 市 本の王国刈谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0566-28-0833

〃 ブックセンター名豊刈谷店0566-21-7121
豊 田 市 精文館書店新豊田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0565-33-3322
〃 ザ・リブレットメグリアエムパーク店0565-41-7741
〃 FASもとまち精文館㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0565-26-6780
〃 紀伊國屋書店愛工大ブックセンター0565-43-1025

安 城 市 精文館書店安城店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0566-97-1661
〃 本の王国安城店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0566-97-5552

西 尾 市 あおい書店西尾店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0563-57-1151
蒲 郡 市 精文館蒲郡三谷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0533-66-3618
〃 丸善愛知工科大学売店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0533-68-1135

江 南 市 BOOKSえみたすアピタ江南西店0587-56-8060
長久手市 BOOKSえみたす長久手店 0561-62-2626
〃 未来屋書店長久手店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0561-64-5722

小 牧 市 カルコス小牧店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0568-77-7511
稲 沢 市 BOOKSえみたすアピタ稲沢東店0587-22-7161
東 海 市 精文館書店荒尾店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀052-689-4101
大 府 市 ブックセンター名豊大府店0562-45-6550
知 立 市 正文館書店知立八ツ田店㌀㌀㌀0566-85-2341
豊 明 市 精文館書店豊明店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0562-91-3787
海 部 郡 BOOKSえみたす甚目寺店 052-443-6901
西春日井郡 紀伊國屋書店名古屋空港店0568-39-3851

三 重 県

津 市 別所書店修成店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀059-246-8822
〃 宮脇書店津ハッピーブックス店059-227-1185
〃 本の王国文化センター前店059-232-8866
〃 ワニコ書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0592-31-3000㊩
〃 宮脇書店久居インター店㌀㌀㌀059-254-5851

四日市市 丸善四日市店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀059-359-2340
〃 TSUTAYA四日市店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0593-54-0171
〃 宮脇書店四日市本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0593-59-5910
〃 宮脇書店イオンタウン四日市泊店059-348-6373

伊 勢 市 古川書店度会橋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0596-25-5666
松 阪 市 コメリ書房松阪店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0598-25-2533
桑 名 市 TSUTAYA桑名サンシパーク店0594-33-4555
鈴 鹿 市 未来屋書店鈴鹿店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀059-375-0617
〃 コメリ書房鈴鹿店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0593-84-3737

名 張 市 BOOKS ARUDE㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0595-62-0666
伊 賀 市 コメリ書房上野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0595-26-5988
員 弁 郡 未来屋書店東員店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0594-86-1781

大 阪 府

大阪市北区 ジュンク堂書店大阪本店㌀㌀㌀06-4799-1090㊩
〃 MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店06-6292-7383㊩
〃 紀伊國屋書店グランフロント大阪店06-7730-8451
〃 紀伊國屋書店梅田本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6372-5821㊩
〃 ヨドバシカメラ梅田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-4802-1010
〃 ジュンク堂書店梅田ヒルトンプラザ店06-6343-8444

大阪市阿倍野区 ジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店06-6626-2151㊩
〃 喜久屋書店阿倍野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6634-8606㊩
〃 くまざわ書店阿倍野店㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6644-3910

大阪市天王寺区 ジュンク堂書店上本町店㌀㌀㌀06-6771-1005
〃 旭屋書店天王寺MiO店㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6773-0107
〃 くまざわ書店天王寺店㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6772-6460

大阪市浪速区 ジュンク堂書店難波店㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-4396-4771㊩
大阪市中央区 ジュンク堂書店天満橋店㌀㌀㌀06-6920-3730
〃 紀伊國屋書店本町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-4705-4556

常備店402



〃 旭屋書店なんばCITY店㌀㌀㌀㌀06-6644-2551
〃 喜久屋書店心斎橋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-4963-8558

大阪市港区 キャップ書店オーク2番街店06-6577-1210
大阪市都島区 紀伊國屋書店京橋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-4801-9255
大阪市鶴見区 リブロイオンモール鶴見店06-6915-6455
堺市南区 紀伊國屋書店泉北店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-292-1631
堺市北区 紀伊國屋書店堺北花田店㌀㌀㌀072-246-5566
豊 中 市 田村書店千里中央店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6831-5657
吹 田 市 関西大学生協吹田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6368-7548
高 槻 市 紀伊國屋書店高槻店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-686-1195
〃 ジュンク堂書店高槻店㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-686-5300
〃 関西大学生協高槻店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-699-0275

守 口 市 未来屋書店大日店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6900-6030
〃 旭屋書店京阪守口店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6994-0318

枚 方 市 水嶋書房くずはモール店㌀㌀㌀072-857-2528
〃 枚方蔦屋書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-844-9000
〃 大阪工業大学枚方キャンパスブックセンター072-866-5481

茨 木 市 サンミュージックハイパーブックス茨木店072-640-0907
〃 虎谷誠々堂書店ロサヴィア店072-621-0700

八 尾 市 丸善八尾アリオ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-990-0291
〃 TSUTAYAリノアス八尾店

大 東 市 ACADEMIAくまざわ書店すみのどう店072-873-1241
東大阪市 ヒバリヤ書店本社㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀06-6722-1121
泉 南 市 未来屋書店りんくう泉南店072-482-0517
大阪狭山市 パルネット狭山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-365-5660
和 泉 市 田村書店ららぽーと和泉店0725-90-4050

京 都 府

京都市中京区 丸善京都本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀075-253-1599㊩
〃 大垣書店四条店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀075-253-0111

京都市下京区 ジュンク堂書店京都店㌀㌀㌀㌀㌀㌀075-252-0101㊩
〃 ブックファースト京都店㌀㌀㌀075-229-8500
〃 大垣書店ヨドバシ京都店㌀㌀㌀075-371-1700
〃 ヨドバシカメラマルチメディア京都店075-351-1010

京都市南区 アバンティ･ブックセンター075-671-8987
〃 大垣書店イオンモールＫＹＯＴＯ店075-692-3331㊩
〃 大垣書店イオンモール京都桂川店075-925-1717

京都市北区 紀伊國屋書店京都産業大学ブックセンター075-708-1356㊩
福知山市 TSUTAYAAVIX福知山店0773-24-4566
舞 鶴 市 村田舞鶴堂㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0773-75-0500
亀 岡 市 宮脇書店亀岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0771-23-6689
相 楽 郡 アカデミアけいはんな店㌀㌀㌀0774-98-4053

兵 庫 県

神戸市中央区 ジュンク堂書店三宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-392-1001㊩
〃 ジュンク堂書店三宮駅前店078-252-0777
〃 大垣書店ハーバーランドumie店078-382-7112
〃 紀伊國屋書店神戸店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-265-1607

神戸市兵庫区 喜久屋書店神戸南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-599-7345㊩
〃 神陵文庫㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-511-5551㊩

神戸市長田区 喜久屋書店東急プラザ新長田店078-646-3015
神戸市北区 喜久屋書店 北神戸店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-983-3755
神戸市西区 喜久屋書店神戸学園都市店078-797-3977
〃 喜久屋書店西神中央店㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-992-0020
〃 紀伊國屋書店西神店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-990-3573

神戸市須磨区 喜久屋書店須磨パティオ店078-792-2050
尼 崎 市 くまざわ書店あまがさき店06-6470-3441

西 宮 市 ジュンク堂書店西宮店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0798-68-6300
〃 ブックファースト阪急西宮ガーデンズ店0798-62-6103
〃 旭屋書店ららぽーと甲子園店0798-81-6792

姫 路 市 ジュンク堂書店姫路店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0792-21-8280
明 石 市 ジュンク堂書店明石店㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-918-6670
〃 くまざわ書店明石店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀078-949-0717

洲 本 市 宮脇書店洲本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0799-25-5133
芦 屋 市 ジュンク堂書店芦屋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0791-31-7440
伊 丹 市 未来屋書店伊丹テラス店㌀㌀㌀072-777-6440
豊 岡 市 喜久屋書店豊岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0796-29-0027
加古川市 紀伊國屋書店加古川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0794-27-3311
〃 宮脇書店加古川店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀079-433-8085

川 西 市 紀伊國屋書店川西店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀072-740-2622
加 西 市 FM西村加西店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0790-42-5008
丹 波 市 喜久屋書店柏原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0795-73-1410
揖 保 郡 うかいや書店太子南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0792-77-5900

滋 賀 県

大 津 市 大垣書店大津一里山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀077-547-1020㊩
〃 未来屋書店大津京店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀077-510-2412
〃 丸善龍谷大学瀬田売店㌀㌀㌀㌀㌀㌀077-543-5135

彦 根 市 サンミュージックハイパーブックス彦根店0749-30-5151
長 浜 市 サンミュージックハイパーブックス長浜0749-65-7220
草 津 市 サンミュージックハイパーブックスかがやき通り店077-566-0077
〃 サンミュージックハイパーブックス駒井沢店077-568-0111
〃 ジュンク堂書店滋賀草津店077-569-5553
〃 喜久屋書店草津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀077-516-1118㊩

甲 賀 市 サンミュージックハイパーブックス水口店0748-65-1220
東近江市 サンミュージックハイパーブックス八日市店0748-20-2410

奈 良 県

大和郡山市 喜久屋書店大和郡山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0743-55-2200㊩
橿 原 市 喜久屋書店橿原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0744-20-3151㊩
〃 奈良栗田書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0744-24-3225㊩

奈 良 市 ジュンク堂書店奈良店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0742-36-0801

和 歌 山 県

和歌山市 TSUTAYAWAYガーデンパーク和歌山店073-480-5900
〃 宮脇書店ロイネット和歌山店073-402-1472
〃 未来屋書店和歌山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀073-480-5333

鳥 取 県

鳥 取 市 今井書店吉成店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0857-51-7020㊩
〃 今井書店湖山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0857-28-7007
〃 喜久屋書店国府店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0857-51-1288

米 子 市 本の学校 今井ブックセンター0859-31-5000
〃 今井書店錦町店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0859-37-6700

倉 吉 市 今井書店倉吉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0858-23-4142

島 根 県

松 江 市 今井書店グループセンター店0852-20-8811
〃 ブックセンター今井学園通店0852-31-8099

出 雲 市 今井書店出雲店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0853-22-8181

常備店 403



岡 山 県

岡山市北区 丸善岡山シンフォニービル店086-233-4640㊩
〃 宮脇書店岡山本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀086-242-2188
〃 啓文社岡山本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀086-805-1123㊩
〃 紀伊國屋書店クレド岡山店086-212-2551
〃 紀伊國屋書店エブリイ津高店086-251-6811
〃 丸善キャンパスショップ岡山理科大店086-214-5717

岡山市南区 フタバ図書MEGA岡山青江店086-803-6011
〃 TSUTAYA AZ岡南店 ㌀㌀㌀086-263-9154

岡山市東区 宮脇書店新平島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀086-297-4170
倉 敷 市 喜久屋書店倉敷店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀086-430-5450㊩
津 山 市 津山ブックセンター㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0868-26-4047
〃 ブックフォーラム喜久屋書店津山店0868-35-3700

総 社 市 宮脇書店総社店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0866-92-9229

広 島 県

広島市中区 丸善広島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀082-504-6210㊩
〃 紀伊國屋書店広島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀082-225-3232
〃 フタバ図書ＧＩＧＡ本通店082-504-7125

広島市西区 フタバ図書アルパーク店㌀㌀㌀082-270-5730
〃 アルパークブックガーデン廣文館082-501-1065

広島市南区 ジュンク堂書店広島駅前店082-568-3000㊩
〃 紀伊國屋書店ゆめタウン広島店082-250-6100

広島市安佐南区 フタバ図書MEGA中筋店㌀㌀㌀082-830-0606㊩
広島市佐伯区 丸善キャンパスショップ広島工業大学店082-921-2097
呉 市 フタバ図書GIGA呉駅レクレ店0823-32-7830
福 山 市 啓文社福山ポートプラザ店084-971-1211㊩
〃 フタバ図書ALTI福山本店㌀㌀084-973-8780㊩
〃 啓文社コア福山西店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀084-930-0901
〃 啓文社コア神辺店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀084-962-3939
〃 啓文社コア春日店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀084-941-0909
〃 宮脇書店福山多治米店㌀㌀㌀㌀㌀㌀084-957-0382

三 原 市 啓文社イオン三原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0848-64-7951
東広島市 啓文社西条店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀082-423-1251
〃 近畿大学工学部ブックセンター082-434-6884

廿日市市 紀伊國屋書店ゆめタウン廿日市店0829-70-4966
安 芸 郡 フタバ図書TERA広島府中店082-561-0770㊩
〃 フタバ図書ソフトピア海田店082-820-0622

山 口 県

山 口 市 文榮堂本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀083-922-5611
〃 文榮堂山口大学前店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀083-923-2319
〃 明屋書店MEGA大内店㌀㌀㌀㌀㌀083-933-0707
〃 明屋書店小郡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀083-972-6456

下 関 市 くまざわ書店下関店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0832-28-0401
〃 明屋書店MEGA新下関店㌀㌀083-250-2525

宇 部 市 宮脇書店宇部店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0836-37-0011
〃 京屋書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0836-31-2323

萩 市 明屋書店萩店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0838-24-1212
防 府 市 フタバ図書GIGA防府店㌀㌀㌀㌀0835-26-0260
下 松 市 明屋書店下松店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0833-45-1414
岩 国 市 明屋書店南岩国店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0827-34-1155
光 市 明屋書店光店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0833-74-0700
柳 井 市 明屋書店柳井店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0820-23-4987
周 南 市 宮脇書店徳山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0834-39-2009

徳 島 県

徳 島 市 紀伊國屋書店徳島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-602-1611
〃 宮脇書店新徳島本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-663-6621
〃 附家書店国府店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-643-3233
〃 カルチャーシティ平惣川内店088-666-3666
〃 久米書店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-623-1334㊩
〃 久米書店医大前店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-632-2663㊩

板 野 郡 紀伊國屋書店ゆめタウン徳島店088-692-0513
〃 附家書店松茂店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-683-4721

香 川 県

高 松 市 ジュンク堂書店高松店㌀㌀㌀㌀㌀㌀087-832-0170㊩
〃 宮脇書店総本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀087-823-3152㊩
〃 宮脇書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀087-851-3733㊩
〃 宮脇書店南本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀087-869-9361㊩

丸 亀 市 紀伊國屋書店丸亀店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0877-58-2511
〃 宮脇書店丸亀バサラ店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0877-58-2560

坂 出 市 宮脇書店坂出白金店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0877-45-7968
さぬき市 宮脇書店志度店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀087-870-2750
三 豊 市 宮脇書店三豊店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0875-56-6036
仲多度郡 宮脇書店新多度津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0877-32-5121

愛 媛 県

松 山 市 ジュンク堂書店松山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀089-915-0075㊩
〃 宮脇書店新松山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀089-924-8731
〃 明屋書店石井店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀089-957-6151
〃 明屋書店メガ平田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀089-978-0600
〃 明屋書店空港通り店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀089-973-4844
〃 新丸三書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀089-955-7381

今 治 市 明屋書店喜田村店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0898-47-3311
新居浜市 宮脇書店新新居浜店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0897-31-0586㊩
〃 明屋書店メガ西土居店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0897-36-4455
〃 明屋書店川東店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0897-33-4121

西 条 市 明屋書店西条本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0897-52-1822
大 洲 市 明屋書店大洲店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0893-25-1313
四国中央市 明屋書店川之江店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0896-58-8787
伊 予 郡 明屋書店松前店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀089-985-0808

高 知 県

高 知 市 金高堂朝倉ブックセンター088-840-1363
〃 金高堂本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-822-0161
〃 宮脇書店高須店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-883-0333㊩
〃 TSUTAYA中万々店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-875-0320
〃 宮脇書店高知大丸店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀088-802-8954

香 美 市 金高堂工科大学売店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0887-52-3811

福 岡 県

福岡市博多区 紀伊國屋書店福岡本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀092-434-3100㊩
〃 丸善博多店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀092-413-5401㊩
〃 ヨドバシカメラ博多店㌀㌀㌀㌀㌀㌀092-471-1010

福岡市中央区 ジュンク堂書店福岡店㌀㌀㌀㌀㌀㌀092-738-3322㊩
〃 ビックカメラ天神店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀092-732-1112

福岡市東区 紀伊國屋書店ゆめタウン博多店092-643-6721
〃 紀伊國屋書店福岡工業大学ブックセンター092-608-5080
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福岡市西区 紀伊國屋書店九州大学伊都ブックセンター092-807-3061
〃 九州大学生協伊都皎皎舎店092-805-7700

福岡市城南区 福岡金文堂福岡大学店㌀㌀㌀㌀㌀㌀092-871-1611
北九州市小倉北区 BCクエスト小倉本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀093-522-3924㊩
〃 喜久屋書店小倉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀093-514-1400㊩

北九州市八幡西区 BCクエスト黒崎井筒屋店㌀093-643-5553㊩
北九州市小倉南区 喜久屋書店小倉南店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀093-383-8022
北九州市八幡西区 白石書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀093-601-2200
北九州市小倉南区 くまざわ書店アカデミアサンリブシティ小倉店093-932-7711
久留米市 紀伊國屋書店久留米店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0942-45-7170㊩
〃 BOOKSあんとくみずま店 0942-64-5656
〃 久留米工業大学購買部菊竹金文堂0942-22-2123

大牟田市 積文館書店ゆめタウン大牟田店0944-59-8210
直 方 市 未来屋書店イオン直方店㌀㌀㌀0949-29-2280
行 橋 市 明屋書店行橋行事店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0930-25-1110
筑紫野市 蔦屋書店イオンモール筑紫野店092-918-5757
春 日 市 フタバ図書GIGA春日店㌀㌀㌀㌀092-589-6622
宗 像 市 明屋書店くりえいと宗像店0940-38-0280
福 津 市 未来屋書店福津店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0940-38-5052
糟 屋 郡 フタバ図書TERA福岡東店092-939-7200

佐 賀 県

佐 賀 市 紀伊國屋書店佐賀店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0952-36-8171
〃 くまざわ書店佐賀店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0952-62-7325
〃 宮脇書店佐賀本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0952-41-5810

長 崎 県

長 崎 市 紀伊國屋書店長崎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀095-811-4919㊩
〃 メトロ書店本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀095-821-5464

佐世保市 くまざわ書店佐世保店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0956-37-2895

熊 本 県

熊本市中央区 蔦屋書店熊本三年坂㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀096-212-9101
熊本市南区 紀伊國屋書店熊本はません店096-377-1330
熊本市中央区 金龍堂まるぶん店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀096-356-4733
荒 尾 市 BOOKSあんとくあらお店 0968-66-2668
山 鹿 市 BOOKSあんとくやまが店 0968-43-6166
上益城郡 蔦屋書店嘉島㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀096-235-2211
菊 池 郡 紀伊國屋書店熊本光の森店096-233-1700㊩

大 分 県

大 分 市 紀伊國屋書店大分店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀097-552-6100
〃 ジュンク堂書店大分店㌀㌀㌀㌀㌀㌀097-536-8181㊩
〃 紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店097-515-5050
〃 明屋書店高城店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀097-551-1100
〃 明林堂書店大分本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀097-573-3400
〃 明屋書店大分フリーモールわさだ店097-586-1441
〃 日本文理大学ブックセンター097-593-0955㊩

中 津 市 明屋書店中津本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0979-24-1221
日 田 市 明屋書店日田店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0973-27-5335
佐 伯 市 明屋書店フリーモール佐伯店0972-20-5959

宮 崎 県

宮 崎 市 旭屋書店イオン宮崎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0985-60-8132㊩

〃 蔦屋書店宮崎高千穂通り店0985-61-6711
〃 田中書店住吉店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0985-39-8011
〃 宮崎大学生協書籍部㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0985-58-0692

都 城 市 田中書店妻ヶ丘本店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀0986-22-4488

鹿 児 島 県

鹿児島市 ブックスミスミオプシア㌀㌀㌀099-813-7012㊩
〃 ジュンク堂書店鹿児島店㌀㌀㌀099-216-8838㊩
〃 紀伊國屋書店鹿児島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀099-812-7000
〃 くまざわ書店与次郎店㌀㌀㌀㌀㌀㌀099-813-2001
〃 未来屋書店鹿児島店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀099-210-3121

鹿 屋 市 ブックスミスミ鹿屋店㌀㌀㌀㌀㌀㌀0994-40-3130

沖 縄 県

那 覇 市 ジュンク堂書店那覇店㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-860-7175㊩
〃 球陽堂書房那覇メインプレイス店098-951-3456

沖 縄 市 宮脇書店美里店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-934-1712
宜野湾市 宮脇書店大山店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-942-8267
浦 添 市 宮脇書店浦添店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-876-9028
豊見城市 戸田書店豊見城店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-852-2511㊩
中 頭 郡 未来屋書店沖縄ライカム店098-931-9370
〃 宮脇書店嘉手納店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-957-2646
〃 琉球光和考文堂㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-945-5050㊩

島 尻 郡 宮脇書店南風原店㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀098-882-6639
〃 球陽堂書房サンエー八重瀬店098-851-7155
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