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目次、仕様などの詳細につきましては、「翔泳社の本」Webページでもご確認いただけます。

「研修用教材」、「教科書」、また「副教材」として、多くの企業様、教育機関様よりご採用いただいております書籍を中心に、
「翔泳社の本」をご紹介いたします。
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C言語 改訂版1 はじめてのプログラミング

C言語 改訂版2 はじめて学ぶCの仕組み

コンピュータの基礎に加えて、インターネット/Webアプリケーショ
ン開発の基礎まで習得できるC言語入門書です。各章および節には「こ
の章で学ぶこと」「この節のポイント」が記されており、学習内容をナビ
ゲートします。また、習熟度をチェックできる練習問題も充実。CD-
ROMには開発環境&サンプルコードが収録されているので、独学にも、
教室での一斉講習にも対応しています。

C言語で作られたプログラムがコンピュータ内でどのように動作してい
るのかということをしっかりと解説します。『C言語 改訂版1』で習得し
た基礎知識に加えて、プログラミング言語の設計思想やそれをどのよ
うに使いこなすべきかということを学ぶことによって、単純に「C言語
を使えるプログラマ」から、「C言語を熟知して優れたプログラマ」へス
テップアップできます。

著 倉薫　B5変判　472頁

著 倉薫　B5変判　320頁

本体価格1880円　ISBN978-4-7981-1806-2

本体価格1880円　ISBN978-4-7981-1807-9

CD DVD
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Cの絵本 第2版

プログラムのことを何も知らなくてもC言語が学べる、もっともやさし
い入門書です。基礎に徹した内容で、プログラミングとは何かという
ところから、C言語の基礎を解説。イラストや図表を多用し、難しい
と言われるC言語のポインタについても無理なく学べます。いちばん最
初に読むC言語の入門書として、おすすめの1冊です。

著 （株）アンク　B5変判　208頁
本体価格1380円　ISBN978-4-7981-5038-3

スラスラわかるC言語 第2版

独習C 新版

プログラミングの基本から勉強をはじめたい人
のためのC言語入門書です。「パソコンとプログ
ラムの関係」「プログラムとプログラミング言語」
という基礎からC言語を学ぶことができます。
一つ一つステップを踏んで段階的に文法を覚え
られるように配慮しており、「プログラミングっ
て難しそう」という方でもつまずくことなく学習
を進められます。C言語の特長であるさまざま
な機能についても丁寧に解説し、さらに構造体
やポインタといった特有の機能や仕組みについ
ても網羅。コンピュータプログラミングの勉強
の手始めとして楽しく学びたい方、一度挫折し
てしまった方におすすめです。

「分かりやすい解説」「理解が深まる例題」「力試
しの練習問題」という3ステップの学習メソッド
によって、実力が着実に養成できる骨太の入門
書です。本書は大手ベンダーで働くプログラ
マー、 arton氏の書き下ろしによる新版で、旧
版で不足気味だった図による解説や補足説明を
大幅に増量。さまざまなサンプルプログラムを
例示しながら詳細かつ丁寧に解説します。この
1冊で、独学でC言語を習得できます。学習用コ
ンパイラは「clang」を利用。

著 岡嶋裕史　A5判　400頁

著 arton　B5変判　528頁

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-5379-7

本体価格3200円　ISBN978-4-7981-5024-6
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スラスラわかるC# C#の絵本 第2版

C++の絵本 第2版

独習C++ 新版

C#逆引きレシピ

「プログラミング関連の知識はゼロ」という状態から、C#の基礎知識や
作法、言語の基本構文、基本テクニックなどを習得し、かつプログラ
ムが自力で作れるようになるところまで、しっかりと学べる入門書で
す。他言語にはないC#の特徴を要点を押さえてわかりやすく解説。他
の入門書で挫折した方やプログラミングに苦手意識を持っている方に
もおすすめです。

う方も多いプログラミングを、「絵本」形式で解説し、直感的に学べます。
C#言語の最新仕様に対応し、新要素のラムダ式、クエリ式などから、
オブジェクト指向の基礎概念まで解説します。絵を多用した短い解説、
基礎に絞り込んだ内容で、C#をスピーディに習得できます。

う方も多いプログラミングを、「絵本」形式で解説し、直感的に学べます。
基礎の基礎からオブジェクト指向の概念や最新のC++の機能まで丁寧
に解説しているので、プロでも通じるプログラミング力が養えます。
「C++で何か作ってみたい」「本格的言語をマスターしてみたい」という
方おすすめの1冊です。

解説→例題→理解度チェックという3つのステップで、初学者でも無理
なく学べるC＋＋の学習書です。日本のC＋＋界で活躍する著者人によ
る、図解を用いた丁寧な解説で基礎からじっくり理解できます。言語
仕様の初歩からSTL入門まで体系的にマスターできるので、独学でC＋
＋を習得したい人におすすめの1冊です。

C#を利用した開発時に役立つ知識をまとめたTIPS集です。実際の開発
現場で「さっ」とひけるよう、利用頻度の高いカテゴリ別に分けて収録。
コンパイルやネームスペース、アセンブリ、数値と日付などの基本事
項から、ディレクトリやドライブの制御、データベースの操作といっ
た実務レベルの事項、さらにLINQやプロセスとスレッド、プログラム
開発支援などについても網羅しています。

著 岩永信之　A5判　432頁 著 （株）アンク　B5変判　248頁

著 （株）アンク　B5変判　216頁

著 高橋晶 ほか　B5変判　640頁

著 arton　A5判　544頁

本体価格2500円　ISBN978-4-7981-2582-4 本体価格1780円　ISBN978-4-7981-5189-2

本体価格1780円　ISBN978-4-7981-5190-8

予価3480円　ISBN978-4-7981-5023-9

本体価格2900円　ISBN978-4-7981-4396-5

独習C＃ 新版

C#言語の独学に最適な標準教科書として好評の『独習C#』が、プログラ
ミング言語入門書の執筆で定評のある山田祥寛氏による完全書き下ろ
しで新版として登場。基本知識・概念・機能から、文法・プログラムの
書き方までを、さまざまなサンプルプログラムを例示しながら詳細か
つ丁寧に解説します。解説→例題→理解度チェックという3つのステッ
プで、初学者でもC#の文法を完全習得できます。

著 山田祥寛　B5変判　624頁
本体価格3600円　ISBN978-4-7981-5382-7

独習C++ 第4版

累計10万部に達するC++学習書の大定番を、各種の記述内容を見直す
とともに、コンパイラもGCCの新バージョンに改めました。本書の原
著は『独習C++第３版』と同じく『Teach Yourself C++』になります。

著 ハーバート・シルト　B5変判　568頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-1976-2

CD

スラスラわかるC++

本書は「プログラミングの知識ゼロ」という状態から、プログラミング
の基礎知識や作法、言語の基本構文、基本テクニックなどを無理なく
習得し、プログラムを自力で作れるようになるところまでをしっかり
とフォローします。他の入門書で挫折した方やプログラミングに苦手
意識を持っている方にもおすすめできる１冊です。

著 矢沢久雄　A5判　282頁
本体価格2280円　ISBN978-4-7981-3406-2

独習Java 第4版

『独習Java』は世界中で多くの読者に支持されている、 Java言語の標準
教科書です。ジョゼフ・オニール氏が用意したサンプルプログラムはど
れも実用的で、 Javaのセールスポイントを如実に表す興味深いものば
かりです。このサンプルプログラムのコードに変更を加えれば、独自

としても高い支持をいただいています。

著 ジョゼフ・オニール　B5変判　500頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-1715-7

CD

Java 第2版 入門編
ゼロからはじめるプログラミング

学生に対するJavaの授業を長年行なっている著
者の指導経験を活かし、学生がつまずきやすい
ところをしっかりとケアしながら説明している
授業用のテキストです。
サンプルプログラムは短くてシンプルなものを
選び、何をしているのかがよくわかるように、
丁寧に解説しています。各章の最後には練習問
題を掲載し、習熟度を確認できます。

著 三谷純　B5変判　288頁
本体価格1880円　ISBN978-4-7981-5184-7

本巻では、例外処理やコレクション、ファイル
の読み書きといったアプリケーション作成に必
須の基礎を学びます。
また、パッケージやスレッド、GUI、ネットワー
クなど、本格的なアプリケーションを作るため
に知っておきたい技術や、ガベージコレクショ
ンのようなプログラマとして押さえておきたい
知識にも触れます。

著 三谷純　B5変判　312頁
本体価格1880円　ISBN978-4-7981-5183-0

Javaの絵本 第3版

プログラムのことを何も知らなくてもJavaプログラミングが始められ
る、もっともやさしい入門書です。基礎に徹した内容で、プログラミ
ングとは何かというところからJava言語の基礎を解説。イラストや図
表を多用し、難しいと言われるクラスやオブジェクトについても無理
なく学べます。「難しそうだけど挑戦してみたい」「一度は挫折した」と
いう人におすすめです。

著 （株）アンク　B5変判　256頁
本体価格1580円　ISBN978-4-7981-5037-6

Java 入門の入門 第2版

これまでの「プログラミング入門書」は、プログラミングをはじめる前
に知っておきたい事柄が、あまり詳しく説明されていませんでした。
本書は、 Javaプログラムを書くために必要なコンピュータの機能や知
識を、基礎の基礎からしっかりと説明していきます。

著 坂下夕里　A5判　328頁
本体価格1600円　ISBN978-4-7981-1456-9

これならわかる

Java入門教室 第3版

プログラミング初心者の方でもわかりやすいように、実際にサンプル
を作りながらJavaの基本が学べる書籍です。各レッスンでは、習得す
べき内容に合った面白いサンプルを用意していますので、楽しみなが
らJavaの基本をマスターできます。「Javaって何？」という初心者の方
でも、本書を読めばJavaプログラミングの基本をひと通り学ぶことが
できます。

著 丸の内とら　B5変判　448頁
本体価格2600円　ISBN978-4-7981-2019-5

10日でおぼえる
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・何から学習すれば良いかわからない
・Javaをはじめて学ぶ・あらためて基本から
　学びたい
・現場で通用する基礎を身につけたい
という方におすすめの1冊です。

Java 第2版 実践編
アプリケーション作りの基本 

・Javaプログラミングの実践的な知識を
　学びたい
・アプリケーション作成に必須の基礎を
　学びたい
・現場で通用する基礎を身につけたい
という方におすすめの1冊です。
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スラスラわかるJava

豊富なイラスト/図解、丁寧な解説、サンプルプ
ログラムにより、 Java/Androidアプリ開発で
必要なJava言語の基礎をしっかり身につけるこ
とができます。
Javaの基礎固めをしたい方、Androidアプリ
を作るためにJava言語を学びたい方はもちろん
のこと、ほかの入門書で挫折した方やプログラ
ミングに苦手意識を持っている方にもおすすめ
の１冊です。

著 中垣健志 ほか　A5判　484頁
本体価格2500円　ISBN978-4-7981-3079-8

Python 1年生 体験してわかる！会話でまなべる！プログラミングのしくみ JavaScript 1年生 体験してわかる！会話でまなべる！プログラミングのしくみ

簡単なサンプルを作りながら、イラストを交えた対話形式の解説でプ
ログラミングの仕組みを学べる、 Python初心者向けの入門書です。本
書のキャラクターである、ヤギ博士とフタバちゃんの会話を通じて、
基本的なプログラムから人工知能アプリの作成まで体験して学ぶこと
ができます。基本文法もしっかり解説するので、初めての方でも安心
して学習できます。

簡単なサンプルを作りながら、イラストを交えた対話形式の解説でプ
ログラミングの仕組みを学べる、 JavaScript初心者向けの入門書です。
本書のキャラクターである、クロネコ先生とチーズ君の会話を通じて、
基本的なプログラムから音楽アプリの作成まで体験して学ぶことがで
きます。基本文法もしっかり解説するので、初めての方でも安心して
学習できます。

著 森巧尚　B5変判　192頁 著 リブロワークス　B5変判　192頁
本体価格1980円　ISBN978-4-7981-5319-3 本体価格1980円　ISBN978-4-7981-5326-1

Java逆引きレシピ

実践で役立つテクニックと開発ノウハウ、つまずきやすい・ハマりやす
いポイントを徹底解説した「Javaプログラマ必携の逆引き集」です。
Java開発の基礎的な知識から、定番・応用テクニックまで、現場で活
躍する著者陣の経験に基づいた実践の場で必ず役立つノウハウ、レシ
ピを提供します。

著 竹添直樹 ほか　A5判　554頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2238-0

独習Java サーバサイド編 第2版

本書は、 JavaによるWebアプリケーション開発の入門書です。サー
バサイドJava開発の最も基本的な技術であるJSP＆サーブレットから、
DB連携、便利なライブラリの使い方まで、 1つ1つやさしく丁寧に解
説。 JavaでWebアプリケーションを作りたい、サーバサイドJavaを
基礎から学びたい、という方におすすめの１冊です。

著 山田祥寛　B5変判　554頁
本体価格3600円　ISBN978-4-7981-3049-1

Objective-Cの絵本

なっとく！アルゴリズム

Pythonの絵本 スラスラわかるPython

「癖がある言語」とよく言われるObjective-Cですが、本書では「プログ
ラミングは初めて」という方でも容易に学べるようにイラストと図を多
用して解説しました。翔泳社"絵本シリーズ"のメソッドで、どんな方で
もMacのプログラミングに挑戦していただけます。さまざまな
Objective-Cの解説書の中でも本書は最も平易な1冊です。

アルゴリズムの学習というと、七面倒臭い理屈の山と数式の谷間で迷
子になるのが、これまでの一般的な在り方でした。そこで本書はイラ
ストを多用し、とっつきにくいアルゴリズムを平易に解説。アルゴリ
ズムと聞くとアレルギー反応をおこす方でも、安心してその奥深い世
界の扉から漏れてくる、豊かさの一端に触れることが出来るはずです。

「絵本シリーズ」は、豊富なイラストと簡潔な説明でコンピュータ技術
を易しく解説していくシリーズで、超初心者の方でも楽しく読んでい
ただけます。人気のスクリプト言語「Python」を扱う本書では、「プロ
グラミングそのものが初めて」の読者を前提に、基本的な文法から特徴
ある各種の機能も説明します。章末では簡単なプログラムサンプルも
紹介し、話題の言語をもっとも手軽に学べるように工夫されています。

はじめてプログラミングを学ぶ人に向けた、 Pythonの入門書です。プ
ログラミングの「なぜ」を解決できるようにわかりやすさを重視し、一
番つまづきやすい環境構築は図を使って丁寧に解説。この1冊で、イン
ストールから応用まで、 Pythonでデータを扱うための基礎を楽しく身
につけることができます。解説にはPython 3.6.1を使用。

著 （株）アンク　B5変判　238頁

著 アディティア・Y・バーガバ　B5変判　296頁

著 （株）アンク　B5変判　224頁 著 岩崎圭 ほか　A5判　296頁

本体価格1880円　ISBN978-4-7981-3100-9

本体価格2500円　ISBN978-4-7981-4335-4

予価1780円　ISBN978-4-7981-5513-5 本体価格2300円　ISBN978-4-7981-5109-0

Visual Basicの絵本

VB.NETを対象に、マウス操作だけで簡単に作れる画面開発や、
Visual Basic言語の基本的な文法、例外処理のテクニックや、オブジェ
クト指向言語の基本的な知識を学ぶことができる書籍です。Windows
アプリケーション開発の入門言語として高い人気を誇るVisual Basic 
を、もっとも気軽に勉強できるおすすめの１冊です。

著 （株）アンク　B5変判　192頁
本体価格1780円　ISBN978-4-7981-2253-3

独習コンピュータ科学基礎Ⅰ 離散構造

原著は米国ポートランド大学を中心に幅広く教科書として採用され、
3rd Editionを重ねるまでになっています。本書は全3分冊でコンピュー
タ数学の基礎分野を網羅する独習シリーズの第1冊目です。基本となる
離散構造に関する「基本的な概念と記法、関数、構成技法、同値/順序/
帰納的証明、解析技法」などについて、精密な解説と豊富な例題で学べ
ます。

著 James L. Hein　B5変判　368頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-2063-8

独習コンピュータ科学基礎Ⅱ 論理構造

本書は全3分冊でコンピュータ数学の基礎分野を網羅する独習シリーズ
の第2冊目となり、プログラミング分野でも重要度の高い「論理」に関し
て、初等論理、命題論理、形式的な論理および公理に分けて解説。ブー
ル代数という重要なアイデアに加えて、代数としての抽象データ型の
導入、計算問題に直接応用できる計算代数やさまざまな代数的アイデ
アについて触れています。

著 James L. Hein　B5変判　296頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-2064-5

独習コンピュータ科学基礎Ⅲ 計算構造

本書は全3分冊でコンピュータ数学の基礎分野を網羅する独習シリーズ
の第3冊目となり、プログラミング分野でも汎用性の高い「コンパイラ」
の動作原理でもある「計算論（計算可能性）」に関して解説。「正規言語と
オートマトン」「文脈自由語」「チューリングマシン」など、数学を学ぶ方
はもちろんコンピュータの動作原理の研究やソフトウェア開発に携わ
る方におすすめです。

著 James L. Hein　B5変判　224頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2065-2

アルゴリズムの絵本

アルゴリズムは大切なテーマでありながら難解なトピックもあるため、
文章だけではなかなかイメージがつかめず、初学者でなくとも理解しづ
らいものです。本書は「絵本」形式のイラストで解説していますので、
直感的にイメージをとらえることができ、体系立てた理解も進みます。

著 （株）アンク　B5変判　204頁
本体価格1680円　ISBN978-4-7981-0452-2

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

アルゴリズムのきほん

「アルゴリズムの基本を学べること」だけでなく、「アルゴリズムの開発
＆活用力（＝問題解決力）を身に付けること」を目標に、「身の回りの様々
なテクノロジーはどんなアルゴリズムで実現されているのか」を、自宅
PCで確認しながら学べる学習書です。スキルを高めたいプログラマー
はもちろん、アルゴリズムについての知識を得ておきたい各種技術者
やIT企業の営業マンなどにおすすめの1冊です。

著 鈴木浩一　A5判　320頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4528-0

おうちで学べる 電子
書籍
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OSの仕組みの絵本

本書はオペレーティングシステム（OS）の機能や役割について初心者に
もわかりやすく丁寧に説明します。概念を視覚的に理解できるよう、
イラストを多用。OSの基本知識、ネットワークなどのサービス、 PC
とユーザーをつなぐGUIなどについても解説し、さらにスマートフォ
ンのOSなどにも言及しており、今からコンピュータの勉強を始める人
にとって役立つ入門書になっています。

著 （株）アンク　B5変判　208頁
本体価格1680円　ISBN978-4-7981-2462-9

VBAの絵本

JavaScriptの絵本 第2版

ExcelやAccessを使っている人なら一度は聞いたことのある「VBA」。
“使えたら便利そうだな”と思って勉強しようとしても、実際には「難し
そうだから」と途中で挫折してしまう人も多いのではないでしょうか。
本書は、イラストで解説しているので、今までプログラミングをしたこ
とがない人も直感的にイメージでき、理解が進みます。

文章だけではなかなかイメージがつかめず、“難しい”と挫折してしま
う方も多いプログラミングを、「絵本」形式で解説し、直感的に学べます。
進化してきたJavaScriptの利用法、 JavaScriptのライブラリの活用法
などから、オブジェクト指向まで解説します。知識のない方でも気軽
に学習できるやさしい入門書です。

著 （株）アンク　B5変判　200頁

著 （株）アンク　B5変判　224頁

本体価格1680円　ISBN978-4-7981-0901-5

本体価格1680円　ISBN978-4-7981-5163-2

コンピュータ書

Webプログラミング

HTML5の絵本

本書は、初心者でもわかりやすいイラストを中心にした解説で、もっ
とも基本的なタグの書き方から、新しい機能であるCanvasやストレー
ジなどまで学べます。初めてHTMLを勉強する方だけでなく、すばやく
新しい技術の基礎を知りたいという方にもおすすめの1冊です。

著 （株）アンク 　B5変判　208頁
本体価格1880円　ISBN978-4-7981-2617-3

HTML5入門教室

はじめてのCSS設計 フロントエンジニアが教えるメンテナブルなCSS設計手法

Gitで困ったときに読む本

HTML5/CSS3モダンコーディング

次世代Web標準規格をいち早くマスターしておきたい開発者やデザイ
ナーに向けたHTML5入門書です。Audio＆Videoを使った「オーディ
オブック再生」、File APIを使った「ファイルビューア」、Canvasを使っ
た「お絵かきアプリ」、タッチセンサーを使った「スマートフォン向けミ
ニゲーム」など、HTML5の魅力を理解できるサンプルをつくりながら
学習できます。

CSS設計手法について、基本から実装方法まで解説します。CSSの言
語的な特性から、「SMACSS」や「BEM」といったCSS設計の方法論、
CSSプリプロセッサ「Sass」の導入まで網羅。さらに、実際にサンプル
のWebサイト構築フローを追いながら、保守・運用までを考慮した破
綻しないCSSを設計・実装するまでの具体的なプロセスについて1冊で
学べます。

Gitの使い方から、Gitを使っているときに遭遇しがちなエラーの対処
法、より有用な設定ファイルの書き方、使い続ける上で留意しておく
べきポイントなどまで、Q&A形式で詳解します。「仕事でGitを使って
いて、とりあえず使い方はわかるけど、このエラーはどう対処すれば
いいのか？」という悩みを抱えるGitユーザーにおすすめです。

HTML5/CSS3を使ってモダンなサイトを制作するためのコーディング
テクニックを手を動かしながら学べる学習書です。現在主流なWeb
ページのデザインスタイルである「スタンダードレイアウト」「グリッド
レイアウト」「シングルページレイアウト」を適用した3つのサイトを作
りながら、各スタイルの特徴や使い分け、コーディングテクニックを
習得できます。

著 古籏一浩　B5変判　360頁

著 田辺丈士 ほか　B5変判　272頁

著 Włodzimierz Gajda　B5変判　496頁

著 吉田真麻　B5変判　256頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2418-6

本体価格2680円　ISBN978-4-7981-4315-6

本体価格3400円　ISBN978-4-7981-3713-1

本体価格2680円　ISBN978-4-7981-4157-2

10日でおぼえる

CSS/CSS3入門教室

本書は、CSSの基礎からCSS3活用まで学びたい人のための1冊です。
CSSの書式や基本要素はもちろん、ボックスによるレイアウトテクニッ
ク、リストによるナビゲーション、さらにCSS3の半透明・影付・角丸
といった定番技から段組・変判・アニメーションといった上級技までサ
ンプルデータを使って実際に作りながら楽しくマスターできます。

著 大藤幹　B5変判　336頁
本体価格2500円　ISBN978-4-7981-2403-2

10日でおぼえる

iPhone/Android両対応 アプリ開発ガイド

独習Git

HTML5とJavaScriptを組み合わせてスマートフォンアプリを開発した
い方向けのガイドブックです。プログラミングの基本から始まり、ス
マートフォン向けデバイスAPIと組み合わせた開発、そして本格的なス
マートフォンアプリの開発手法までを解説。この1冊でHTML5と
JavaScriptを利用したスマートフォンアプリ開発手法をひと通り学べ
ます。

いままでGitを使っていなかった人でも、開発に活かせる実践知識を身
につけることができる入門書です。Gitの基礎から、さまざまな使いこ
なしやプロジェクトへの適用方法、さらに開発支援サービスの利用に
ついてまで、この1冊で網羅しています。

著 大友聡之 ほか　B5変判　384頁

著 リック・ウマリ　B5変判　440頁

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2968-6

本体価格3280円　ISBN978-4-7981-4461-0

HTML5とJavaScriptによる
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パソコンの仕組みの絵本

本書はパソコンについて知りたい人に、「メーカーのカタログが読める
ようになる」くらいの知識を提供します。CPUやメモリとはどんなも
のか、周辺機器にはどんなものがあるのかなど、専門的な解説を極力
排除してわかりやすく説明。絵本シリーズの特長であるキャラクター
とイラストを使った説明で、どんな人でもやさしく学んでもらえる本
になっています。

著 （株）アンク　B5変判　192頁
本体価格1680円　ISBN978-4-7981-2252-6

電子
書籍

プログラミングのきほんアルゴリズム図鑑 絵で見てわかる26のアルゴリズム

本書は、「プログラムが動く仕組み」を実際に自宅PCで確認しながら学
習を進めていきます。「ハードウェアとプログラムの関係」「OSとプロ
グラムの関係」などを体感しながら学べるので、これからプログラミン
グを学びたい人だけでなく、現役プログラマーにも幅広く読んでいた
だきたい1冊です。

50万人が学んだ大人気アプリを書籍化。基本的な26のアルゴリズム＋
7つのデータ構造をすべて、フルカラーのイラストで解説します。ソー
トやグラフなどの「動き」を図で追うことで考え方や仕組みを理解でき、
さらに各アルゴリズムの計算効率、問題点も学べます。よいプログラ
ムを書くために知っておかなければならないアルゴリズムの基本を楽
しく習得できます。

著 河村進　A5判　320頁著 石田保輝 ほか　B5変判　208頁
本体価格1980円　ISBN978-4-7981-3064-4本体価格2380円　ISBN978-4-7981-4977-6

おうちで学べる

独習アセンブラ

サンプルプログラムを使って実習しながら、アセンブリ言語のプログ
ラミングについて学べる学習書です。この1冊で、コンピュータサイエ
ンスの基礎知識からハードウェア知識を含む、コンピュータとプログ
ラミングを真に理解するために必要な知識が習得できます。

著 日向俊二　B5変判　352頁
本体価格3400円　ISBN978-4-7981-0955-8

電子
書籍

電子
書籍
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JavaScript入門教室 第3版

JavaScriptの基礎から最新の応用技術までしっかり学びたい人のため
の学習書です。基本から、配列、ループ、分岐条件、関数とオブジェク
ト、ユーザーの操作に応じた処理、DOMを使ったHTMLの要素の操作、
ビルトインオブジェクトを使った便利なテクニック、 jQuery、
HTML5時代に知っておくべきポイントまで丁寧に解説していきます。

著 大槻有一郎　B5変判　320頁
本体価格2600円　ISBN978-4-7981-2410-0

10日でおぼえる
はじめてのプログラミングとJavaScriptの基礎

JavaScriptを使ってプログラムを作ること＝プログラミングについて
初歩から学習できます。プログラミングについての事前の知識は不要。
HTMLを学習したことがなくても、十分に理解できるよう、基礎からや
さしく丁寧に解説しています。

著 日向俊二　B5変判　256頁
本体価格1880円　ISBN978-4-7981-1804-8

JavaScript1
CD

Webアプリケーションの基礎とJavaScriptを使ったプログラミングテクニック

JavaScriptの応用技術を利用するための基礎知識が学べます。最初に、
より高度なJavaScriptプログラミングで必須といえるXMLとDOMに
ついて概説、次に、最も普及しているAjaxライブラリである
prototype.jsを使ったWebプログラミングに焦点を当てて解説しま
す。

著 日向俊二　B5変判　256頁
本体価格1980円　ISBN978-4-7981-1805-5

JavaScript2
CD JavaScript逆引きレシピ jQuery対応

実践で即役立つテクニックと開発ノウハウ、つまずきやすい・ハマりや
すいポイントを徹底解説した、 JavaScript/jQueryを利用するWebプ
ログラマ必携の逆引き集です。 JavaScriptの基本構文や関数、スコー
プといった基礎的な知識から定石・応用テクニックまで、著者の経験に
基づいた実践の場で必ず役立つノウハウ、レシピを提供します。

著 山田祥寛　A5判　612頁
本体価格3000円　ISBN978-4-7981-3546-5

JavaScript辞典 第4版 ［HTML5対応］スラスラわかるJavaScript

ブレイクスルーJavaScript

やりたいことから引ける目的別分類とフルカラーの見やすい紙面が好
評の、Webデザイナー・Webエンジニア必携のJavaScript辞典です。
第4版ではWebサイトやサービス、アプリ制作に必須のHTML5 API対
応項目を増補し、最新ブラウザやiOS/Android環境にも対応。掲載の
サンプルソースはダウンロード可能で、学習でも現場でも使える、お
役立ちの1冊です。

「JavaScript関連の知識はゼロ」という状態から、 JavaScriptの基礎知
識や作法、基本構文、基本テクニックなどを無理なく習得し、かつプロ
グラムが自力で作れるようになるところまで、しっかりとフォローしま
す。図解と短いサンプルを使用したわかりやすい解説で、 JavaScriptの
基礎固めをしっかりしたい方だけでなく、ほかの入門書で挫折した方や
プログラミングに苦手意識を持っている方にもおすすめの１冊です。

開発の実務で遭遇する「壁」を越えるために、フロントエンドエンジニ
アが習得しておくべき5つのスキルを集中的に学んでいく学習書です。
それぞれ読んで理解できる「基本」と、具体的なコードを書きながら学
習する「実践」のセットで、現場で使えるスキルが効率よく学べます。

著 （株）アンク　A5判　450頁著 生形可奈子　A5判　420頁

著 太田智彬 ほか　B5変判　160頁

本体価格2300円　ISBN978-4-7981-3160-3本体価格2300円　ISBN978-4-7981-2583-1

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3905-0

独習JavaScript 第2版

解説→練習問題→理解度チェックという3つのステップで、JavaScript
の基本を習得できる入門書です。基礎知識・基本文法から、DOMや
CSSの操作、Ajax/jQueryの活用方法まで、 JavaScriptを利用した
Webページ作成に必要な知識とテクニックがしっかり身につきます。

著 高橋和也 ほか　B5変判　498頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3084-2

標準Webデザイン講座 JavaScript & Ajax

本書は、 1日4講座×10日間＝計40のカリキュラムで、 JavaScriptと
Ajaxを学べる学習書です。 JavaScriptの基礎から、 JavaScriptによ
るウィンドウ操作、フォーム、画像操作、CSS操作、さらにAjaxの導
入方法、 prototype.jsの導入法まで解説。専用サイトからサンプルを
ダウンロードできるので、着実に自分のペースで学べます。

著 半場方人　B5判　304頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-1324-1

独習Ruby

本書は2部構成で、順を追って学習を進めていくチュートリアル形式と
なっています。第1部では、 Rubyのプログラミングに必要となる基本
的な要素を13章に渡って学習でき、第2部の各章では、 Rubyによる開
発に役立つ事例やトピックを学べます。

著 株式会社テクノロジックアート　B5変判　488頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-1785-0

Ruby1 はじめてのプログラミング

Ruby3 オブジェクト指向とはじめての設計

Ruby2 さまざまなデータとアルゴリズム

本書は、プログラミングはまったく初めて、という方に向けた入門書
の第1巻です。コンピュータの仕組みからプログラムの考え方まで、で
きるだけやさしく、ゆっくり解説。短くてわかりやすいサンプルプログ
ラムを用いて、ごくごく初歩的なことから少しずつ順を追って学べま
す。学習したことは、小問題や章末の練習問題で確認でき、自分ひと
りでプログラムを作る力を身につけられます。

本書は、プログラミング初心者に向けた入門書の第3巻です。 第1巻、
第2巻で学んだプログラミングの基本をもとに、オブジェクト指向プロ
グラミングをやさしく解説。さらに、デザインパターンやプログラムの
テスト、フレームワークの作り方など、これから本格的なプログラム
を作るのに知っておきたい必須知識も、たくさんのサンプルプログラ
ムで学習できます。

本書は、プログラミング初心者に向けた入門書の第2巻です。本書では
Rubyのライブラリを使って、プログラムで扱うさまざまなデータとそ
の処理手順の基礎知識を身につけていきます。ひとりでプログラムを
作成するときに欠かせない、リファレンスマニュアルの引き方も学習
でき、さらにデータのソートとサーチを題材に、プログラミングで大
切な処理効率の基本的な考え方も学べます。

著 arton ほか　B5変判　304頁

著 arton ほか　B5変判　304頁

著 arton ほか　B5変判　304頁
本体価格1880円　ISBN978-4-7981-1799-7

本体価格1980円　ISBN978-4-7981-1801-7

本体価格1880円　ISBN978-4-7981-1800-0

CD

CD

CD

Rubyの絵本

本書は、オブジェクト指向など難しい概念が多く、文章だけではなか
なかイメージがつかみづらいRuby言語をイラストで解説。初学者でも
直感的にイメージをとらえて理解でき、やさしく学べる入門書です。

著 （株）アンク　B5判　200頁
本体価格1680円　ISBN978-4-7981-1718-8
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書PHPの絵本 第2版

文章だけではなかなかイメージがつかめず、“難しい”と挫折してしま
う方も多いプログラミングを、「絵本」形式で解説し、直感的に学べます。
機能的にも充実したPHPの最新事情もフォローし、「PHPは初めて」「ア
プリケーションって難しそう」という方に、そもそもプログラムとはど
んなものなのかというところから学んでもらえる入門書です。

著 （株）アンク　B5変判　264頁
本体価格1680円　ISBN978-4-7981-5164-9

PHP入門教室 第4版

本書は、Web制作の定番スクリプト言語PHPをイチから学べる入門書
です。初学者でも学びやすく理解しやすいように、手を動かしながら「そ
もそもPHPの役割は何なのか？」という基本中の基本から、動くサイト
の作り方、データベースとの連携といった実際に「普段目にするWeb
サイト」の作り方まで、じっくりと学ぶことができます。

著 山田祥寛　B5変判　336頁
本体価格2580円　ISBN978-4-7981-2631-9

10日でおぼえる

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍
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独習PHP 第3版

PHPプログラミングの入門書です。 PHPでWebページやアプリケー
ションを開発する際の基礎知識、 PHPの基本構文から、クラスやデー
タベース連携、セキュリティまで、丁寧に解説。「PHPをいちから学び
たい・しっかり基礎固めをしたい」「PHPでWebアプリを作りたい」とい
う方におすすめの1冊です。最新のPHP7に対応。

著 山田祥寛　B5変判　576頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-3547-2

ASP.NETの絵本

React本格入門 導入からテストまで高速で描写するための開発手法

独習ASP.NET 第5版 

本書は、ASP.NETやWebアプリの基本的な仕組みを説明し、プログ
ラミングの方法、ラジオボタンやチェックボックスの利用、アプリケー
ションの公開までを学べる学習書です。イラストや図を多用し、難し
い概念でも理解が進むように配慮。Windowsプログラミングに入門
する方や一度ASP.NETに挫折してしまった方におすすめです。 

Reactを、インストールからWebアプリケーションへの導入まで解説
した入門書です。現在のWebアプリケーションはブラウザによる表現
力の広がりにより、見栄えが良いUI・UXが重要とされています。その
ようなUI・UXを支えているのがJavaScriptのライブラリであるReact
です。本書は情報が少ないUI・UXの整理方法やデプロイの方法まで解
説しています。

ASP.NETの入門書です。ASP.NETの仕組みから、Visual Studioで
WebアプリケーションやWebフォームを開発する際の基礎知識、サー
バーコントロールの使い方と使い分け、データベース連携などまで丁
寧に解説。ASP.NETをいちからしっかり学びたい人におすすめです。
最新のVisual Studio 2015/ASP.Net 4.6に対応。

著 （株）アンク　B5変判　189頁

著 穴井宏幸 ほか　B5変判　352頁

著 山田祥寛　B5変判　664頁
本体価格1780円　ISBN978-4-7981-2003-4

予価2980円　ISBN978-4-7981-5335-3

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-4402-3

スラスラわかるPHP

「プログラミングやPHP関連の知識はゼロ」とい
う状態から、 PHP言語・プログラミングの基礎
知識や作法、基本構文・テクニックなどを無理
なく習得でき、かつプログラムが自力で作れる
ようになるところまで、しっかりとフォローし
ます。豊富なイラストと図解、丁寧な解説・サ
ンプルプログラムで、 PHPによるWebアプリ
開発で必要な基礎スキルをしっかり身につける
ことができます。

著 志田仁美　A5判　414頁
本体価格2300円　ISBN978-4-7981-2580-0

JSP＆サーブレット入門教室 第4版

Webアプリ開発の仕組み HTML5ハイブリッドアプリ開発 Monaca公式ガイドブック

jQuery標準デザイン講座jQuery入門教室 第2版

すぐ動く＆すぐわかる実習サンプルでJavaの基本を学びながら、
HTTPリクエスト／レスポンス、クッキーやセッション情報など、
Webアプリケーションの基本的な知識や仕組みをわかりやすく解説し
ます。 LESSONごとに細かく分かれた構成で自分のペースで学習がで
き、さらに練習問題を解くことで学んだ内容の復習や知識の定着が図
れます。

全体のワークフローから開発環境、実装技術、運用管理のノウハウまで、
Webアプリ／Webサービスの開発現場で使われる技術をフロントエ
ンドとバックエンドという領域に分けて解説。Web開発の全体像を横
断的に把握できる1冊です。

クラウド型の開発環境Monacaクラウドを利用して、 iOS/Android両
プラットフォームで動作するハイブリッドアプリの開発手法を解説。
HTML5/JavaScriptでアプリを作りながら、ハイブリッドアプリ作成
の基本テクニックのほか、CordovaプラグインによるiOS/Androidネ
イティブ機能の活用方法、Onsen UI/AngularJSを利用してUIを構築
する方法などが学べます。

HTMLとCSSの知識はあってもJavaScriptやjQueryには触れたことが
ない初心者を対象にした、Web制作向けのjQuery学習書です。
jQueryの基礎知識と基本文法の学習から始めて、実際に動作サンプル
を作りながら、 jQueryの仕組みと使い方を学んでいきます。Web制
作者を目指す人や、スキルアップしたいWebデザイナーのための教科
書としておすすめです。

本書は、 jQueryを使いこなせるようになるための学習書です。仕組みからプ
ラグインの使い方、イベントの実装とカスタマイズの方法まで、わかりやす
く丁寧に解説しています。Web制作の現場でよく使うセレクターやメソッド
を厳選しているので、必要なところを効率よく学ぶことが可能。手を動かし
ながら学習できるので、動きのあるリッチなUIの作り方が簡単に身につきま
す。HTMLとCSSはわかるけどjQueryは苦手という人にもおすすめです。

著 山田祥寛　B5変判　472頁

著 松村慎 ほか　A5判　304頁 著 永井勝則　B5変判　352頁

著 神田幸恵　B5変判　304頁著 山田祥寛　B5変判　368頁

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4034-6

本体価格2280円　ISBN978-4-7981-4088-9 本体価格3000円　ISBN978-4-7981-4028-5

本体価格2480円　ISBN978-4-7981-3622-6本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3332-4

10日でおぼえる

絵で見てわかる クラウドでできる

10日でおぼえる

コンピュータ書

データベース

SQL 入門の入門

SQLには、パズルを解く楽しさに通じるものがあります。
SQLの言語仕様は単純明快です。データ操作に限っていえば、基本的
な命令は4つしかありません。これらをどのように使用して、いかに目
的のデータ操作を達成するかが、 SQLの持つ最大の魅力であり、パズ
ルを解く楽しさに似ているところです。

著 五十嵐貴之　A5判　312頁
本体価格1800円　ISBN978-4-7981-1477-4

これならわかる

SQL 第2版 ゼロからはじめるデータベース操作

「データベースやSQLがはじめて」という初心者
を対象に、 SQLの基礎とコツをやさしく丁寧に
教える入門書です。データベースやテーブルの構
造から、データを検索したり更新したりする構
文、よく使う関数、テーブルの結合など、 SQL
によるデータベース操作の基本を解説します。
WHERE句、GROUP BY句、 HAVING句やサブ
クエリなど、 SQLを使いこなすためのポイント
となる機能や、初心者にとって理解が難しい部
分は、豊富な図とサンプルプログラムでかみくだ
いて説明。データベースを扱うアプリを作りた
いが何から学習すれば良いかわからない、きち
んとSQLを書けるようになりたい、現場で通用
する基礎を身につけたい、という方におすすめ
の1冊です。

著 ミック　B5変判　336頁
本体価格1880円　ISBN978-4-7981-4445-0

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

PHP逆引きレシピ 第2版

PHP初級者が中級者にレベルアップするための実践的なプログラミング
レシピ集『PHP逆引きレシピ』の改訂第2版です。 PHP（5.4/5.5）に対応
し、データベースやテスト関連レシピを拡充、より便利になりました。
実践で即役立つテクニックと開発ノウハウ、つまずきやすい・ハマりや
すいポイントを徹底解説したPHPユーザー必携の1冊です。

著 鈴木憲治 ほか　A5判　874頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-1987-8

Now
Printing
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SQL徹底指南書

開発者向けWebサイト「CodeZine」（コードジン）で、 2006年6月か
ら続いている連載を加筆、再編集した書籍です。標準SQL準拠のため、
各種データベースに対応している他、実際の開発現場でも活かしやす
い実践的なコーディング事例も多数紹介。チューニング・テクニックや
リレーショナル・データベースの歴史なども網羅しています。

著 ミック　A5判　320頁
本体価格2400円　ISBN978-4-7981-1516-0

達人に学ぶ

暗号技術のすべて

暗号技術の基本を網羅した1冊です。古典暗号か
ら現代暗号までを体系的に解説。仕組みの説明だ
けでなく、安全性や危険性について、利用する側
と攻撃する側の両面から見ていきます。さらに、
システムの設計者や開発者が正しく暗号技術を使
えるように、実装と運用の観点も加えました。
【本書のポイント】

 ● 古典暗号から現代暗号までを体系的に解説
 ● アルゴリズムに注目することで、暗号技術の絡み合
いを解き明かす

 ● 図や数値例を多数掲載し、数学も克服できるように
配慮

 ● 教科書として、辞書として……いろいろな読み方が
できる

 ● システムへの実装を念頭に解説しているので、暗号に関
わるすべての開発者に「座右の書」としておすすめです。

著 IPUSIRON　A5判　720頁
本体価格3500円　ISBN978-4-7981-4881-6

SQLの絵本

SQLはデータベースを操作するために覚えるべき技術ですが、難しく
てなかなかものにできないという人も多いのではないでしょうか。本
書は、かわいいイラストで解説しているので、直感的にイメージをとら
えることができ、理解も進みます。さあ、扉を開いて、 SQLの達人へ
の道を進みましょう！

著 （株）アンク　B5変判　216頁
本体価格1680円　ISBN978-4-7981-0669-4

現場で使えるSQL 第2版

SQLの基本事項を、例題→正解→解説の構成で詳解しています。基本
的な構文からはじまって「これだけわかればひと通りSQLが書ける！」
というレベルまでを紹介しつつ、 "現場で使える"100の例題を掲載し
ています。著者の長年にわたる経験から得た、作業効率を高めるSQL
文の書き方や、システムエンジニアが陥りやすいミスの回避法を紹介
しています。

著 小野哲 ほか　A5判　312頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-1226-8

MySQL徹底入門 第3版 ～5.5新機能対応～

MySQLの本格的活用を目標に、 Linux/Windows/Macintoshへのイ
ンストールや、運用や管理、メンテナンスの方法、アプリケーション
開発や多言語対応などについて網羅的に解説しています。また、需要
の多いレプリケーション機能（MySQLの多重化運用）については、新章
を設けて解説を行なっています。初心者から旧版の読者の方まで広く
ご利用いただけます。

著 遠藤俊裕 ほか　B5変判　544頁
本体価格3480円　ISBN978-4-7981-2423-0

PostgreSQL徹底入門 第3版

代表的なオープンソースのデータベース管理システム（RDBMS）である
「PostgreSQL」の入門書です。Windows/Linux、どちらのユーザーで
も気軽にPostgreSQLを始められるように、両環境でのインストール・
操作を丁寧に解説しているほか、管理・運用マニュアルとしても長く利
用できる情報をまとめています。

著 笠原辰仁　B5変判　400頁
本体価格3280円　ISBN978-4-7981-2335-6

CD

DB設計 徹底指南書

『達人に学ぶ SQL徹底指南書』の続編で、DB設計の基礎と実践ノウハ
ウをやさしく手ほどきする指南書です。初級者が押さえておくべきDB
設計の基礎知識やポイント、正規化/非正規化のケーススタディ、テー
ブル設計のやってはいけないバッドノウハウ、注意すべきグレーノウハ
ウなどを丁寧に解説します。豊富なサンプルと練習問題で、現場で通
用する実践的な力が身につきます。

著 ミック　A5判　360頁
本体価格2600円　ISBN978-4-7981-2470-4

達人に学ぶ
実践的データモデリング入門

本書は、データベースを中心とした業務システムの開発で必須となる
「データモデリング」の解説書です。対象となる業務をER（Entity 
Relationship）図で表現するための「トップダウンアプローチ」や「ボト
ムアップアプローチ」を説明し、最終的にテーブルに実装するまでを具
体的に提示。さらにデータ項目のネーミングやデータモデルの見直し
など、実践的手法を盛り込みました。

著 真野正　A5判　336頁
本体価格2400円　ISBN978-4-7981-0385-3

CD

データ分析の基本と業務

「ウェブ利用の拡大により膨大なデータの蓄積が容易になったこと」「分
散処理技術の進化により分析のハードルが下がったこと」などによって、
注目が高まっているデータ分析。本書は「回帰分析」「主成分分析」「デー
タマイニング」といった主要な分析手法の概要、および応用領域を図解
で判りやすく解説するとともに、今後進化が予想される技術・サービス
なども説明します。

著 平井明夫 ほか　A5判　256頁
本体価格2280円　ISBN978-4-7981-2813-9

コンピュータ書

ネットワーク＆
セキュリティ

ネットワークのきほん

データベースのきほん

「ネットワークについて勉強したいけど、本を読んでもわからない」
……そんなあなたは必読です。本書では、「IPアドレス」「MACアドレス」
「ポート番号」などを、自宅パソコンで確認しながら学習を進めていき
ます。実際に自宅の"ネットワーク"に触れながら解説を進めているの
で、初心者でも無理なく、楽しく学習することができます。

データベースのアーキテクチャ、トランザクションの仕組みなど、デー
タベースが動作する仕組みを実際に自宅PCで確認しながら学べる学習
書です。さらにデータベースのバックアップとリカバリ、パフォーマン
スの向上など、現場で役立つ技術についても解説。データベースにつ
いてゼロから学びたい人だけでなく、現役のエンジニアやプログラマー
にも幅広く読んでもらいたい1冊です。

著 Gene　A5判　320頁

著 ミック ほか　A5判　344頁

本体価格1980円　ISBN978-4-7981-2526-8

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3516-8

おうちで学べる

おうちで学べる
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TCP/IPの絵本

ネットワークは、それ自体が見えないので、文章だけではなかなかイ
メージがつかめず、理解しづらいものですね。本書は、イラストで解説
しているので、直接的にイメージをとらえることができ、理解も進みま
す。さあ、扉を開いて、ネットワークの世界へ進んでいきましょう。

著 （株）アンク　B5変判　200頁
本体価格1580円　ISBN978-4-7981-0516-1

電子
書籍

セキュリティのきほん

不正アクセス、ウイルス、スパイウェア対策、暗号技術、認証、脆弱性
診断、運用と監視、Webアプリ、クラウド、無線LANの危険性など、
セキュリティの基本から最新動向までをすべて解説。自宅のPCでもで
きる実習に加え、章ごとに確認問題も用意しているので、わかりやすく、
かつ深く理解することができます。

著 増井敏克　A5判　328頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4177-0

おうちで学べる 電子
書籍
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ITインフラの仕組み Windowsインフラの仕組み

仮想化のきほん

複雑化する現代のエンタープライズシステム構築において、自分の担
当外の領域ではどのような仕組みで動いているのか、理解しづらくなっ
ています。本書では、執筆者自身が学んだ経験を活かし、基盤技術を
どのようにとらえれば理解しやすいのかを意識して解説。システムの
各部分に共通する原理（仕組み）を無理なく、本質的に理解することが
できます。

Windowsのアーキテクチャの変遷から、各種のサーバー製品やアプリ
ケーション、開発ツールやサービス、Microsoft Azureに代表される
クラウドなどについてまで解説。マイクロソフトはシステムをどのよう
に体系化し、どのようなプロダクトがあるのか、今まで「なんとなく」
でしかとらえることのできなかったWindowsシステムの全体像をすっ
きり理解できます。

仮想化が動作する仕組みを実際に自宅PCで確認しながら学習できます。
サーバの仮想化、ネットワークの仮想化、ストレージの仮想化など、
あらゆる仮想化技術について俯瞰的に取り上げ、さらに仮想化技術の
歴史やクラウドとの連動、仮想化の未来なども解説。新米技術者はも
ちろん、ベテラン技術者やIT企業の営業マンなどにも、幅広く読んで
もらいたい1冊です。

著 山崎泰史 ほか　A5判　360頁 著 （株）アンク　A5判　256頁

著 高岡将 ほか　A5判　316頁

本体価格2380円　ISBN978-4-7981-2573-2 本体価格2580円　ISBN978-4-7981-4225-8

本体価格2280円　ISBN978-4-7981-4112-1

絵で見てわかる 絵で見てわかる

おうちで学べる
インターネットルーティング入門 第3版

VMware徹底入門 第4版 vSphere 6対応

2001年の第1版刊行以来、好評を博している『インターネットルーティ
ング入門』の最新版です。ルーティングに用いられるプロトコルや制御
経路の仕組み、ルータの設定例などを、豊富な図解と活用例をもとに、
初学者にとってはルーティングのイメージをしっかり把握できる本、ま
た最前線の現場で働く技術者にとってはルーティングの「仕組み」を体
系的に理解できる本になっています。

VMware vSphere 6の全容をわかりやすく紹介します。製品の基本や
インストールから、各リソースの管理機能、冗長化構成、仮想マシンの
動的配置、設計、パフォーマンスチューニング、アップデート管理など
まで解説し、さらに高度な新機能やデータセンター自体の仮想化を実
現するVMwareの展望についても言及します。

著 友近剛史　B5変判　374頁

著 ヴイエムウェア株式会社　B5変判　688頁

本体価格2600円　ISBN978-4-7981-3481-9

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-4259-3

情シス担当者のための情報セキュリティ

ソフトウェアエンジニアリングの新人研修 第2版

ソフトウェアエンジニアリングの授業② 増補改訂版

ソフトウェアエンジニアリングの新人研修 開発現場編

情報システムに関わる以上、セキュリティ担当者以外でもある程度押
さえておかなければならない情報セキュリティの基礎知識を紹介する
とともに、実際に発生したセキュリティインシデント事例をベースに、
その脅威と事前/事後対策の実態についても解説します。

低予算や短納期、多様化するIT技術など、システム開発を取り巻く環
境は厳しくなる一方です。しかしベースとなる普遍的な知識さえ身に
つけてしまえば、なにも恐れることはありません。本書は、社会人エン
ジニアとしての第一歩を踏み出す方、エンジニアを目指す学生に対し、
そうした知識をゼロから丁寧に解説する入門書です。

イラストを多用した授業形式でやさしく学べます。第2巻ではソフ
トウェアエンジニアリングの各工程に沿って具体的な業務内容につ
いて解説。 ITエンジニアを目指す人はもちろん、 ITエンジニアを育
成する人、 ITエンジニアとして自分が学ぶべきことを知りたい人な
ど、 ITに関わるすべての方に自信をもっておすすめできる1冊です。

これから開発プロジェクトに携わる方々に向けた、システム開発の実
践的な入門書です。開発プロジェクトに参加する際の心構えや基礎知
識、開発の各工程で行なうべき作業や勘所、課題とその対処方法など、
システム開発の流れと要点について総合的に学習できます。学生や新
人・若手技術者の方にはシステム開発の指南書として、中堅技術者の方
には復習教材として、おすすめの1冊です。

著 株式会社ラック　A5判　216頁

著 大森久美子 ほか　A5判　256頁

著 鶴保征城 ほか　A5判　224頁

著 大森久美子 ほか　A5判　280頁

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-2376-9

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3545-8

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-1933-5

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-2507-7

絵で見てわかる

ずっと受けたかった

ずっと受けたかった

ずっと受けたかった

コンピュータ書

システム開発
ソフトウェアエンジニアリングの授業① 増補改訂版

ソフトウェア開発を初めて学ぶ学生や新入社員
のバイブルとして幅広く支持されている定番書。
イラストを多用した授業形式でやさしく学べま
す。第1巻ではソフトウェアエンジニアリング
の全体像を重要な要素別に解説。 ITエンジニア
を目指す人はもちろん、 ITエンジニアを育成す
る人、 ITエンジニアとして自分が学ぶべきこと
を知りたい人など、 ITに関わるすべての方に自
信をもっておすすめできる1冊です。

著 鶴保征城 ほか　A5判　240頁
本体価格2000円　ISBN978-4-7981-1932-8

ずっと受けたかった

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

ネットワーク通信技術入門

ネットワーク技術の基本的な部分であるデータ通信技術を中心に、デー
タ通信の基本技術をはじめ、TCP/IP、 LANなど、日々複雑化するネッ
トワークを土台で支える技術について、その奥深さをしっかり理解で
きるように解説。情報処理技術者試験をもとにした演習問題を収載し
ているので、試験対策書としてもおすすめの１冊です。

著 佐藤健　B5変判　384頁
本体価格2600円　ISBN978-4-7981-1161-2

「ネットワーク技術」勉強会　増補改訂版

TCP/IP、 IPv6、 LAN、OSI参照モデルといった専門的なテーマやト
ピックを、イラストや図表をふんだんに取り入れて会話形式で丁寧に
解説。勉強会に参加しているかのようなイメージでスイスイ読み進め
ることができるので、ネットワーク技術の基礎をしっかり学べます。

著 Lepton　A5判　360頁
本体価格2100円　ISBN978-4-7981-2026-3

Lepton先生の

インターネット技術の絵本

本書は、インターネットを支えるHTTP、 HTML、サーバーサイドプロ
グラミング、 JavaScript、セキュリティ技術、メール技術、 FTPなど
について、イラストと図を中心に、初心者がまず知っておいてほしい
知識が簡単に身につく本です。各種のプログラミング言語を勉強して
いる人、インターネットを使ったサービスを作ってみようと思う人に
役立つ１冊となっています。

著 （株）アンク　B5変判　192頁
本体価格1680円　ISBN978-4-7981-2034-8

HTTPの教科書

コンピューター同士が通信をする際の手順や規約であり、インターネッ
ト自体の基盤として欠かせない「プロトコル」について、最新の技術動
向も含め、中学生でも理解できるくらい平易にやさしく解説します。
Webの仕組みとプロトコルを肩肘張らずに理解できる1冊です。

著 上野宣　A5判　308頁
本体価格2600円　ISBN978-4-7981-2625-8

電子
書籍

電子
書籍
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サーバのきほん

「サーバとは何か」「なぜ必要なのか」「どのような技術によって役割を実
現しているのか」など、サーバシステムの基礎の基礎を、実際に自宅PC
で確認しながら学習できます。社内の情報システム管理者やサーバ／
インフラ系の新米技術者はもちろん、サーバ周りの知識を持っておき
たいプログラマーやデータベース管理者、 IT企業の営業マンなどに、
ぜひ手に取ってほしい1冊です。

著 木下肇　A5判　344頁
本体価格1980円　ISBN978-4-7981-4938-7

おうちで学べる
Pythonによる クローラー＆スクレイピング入門

データ収集・解析などを行うプログラマーや、クローラー開発を行うエ
ンジニアに向けて、 Pythonを利用したクローラーの開発手法から実際
のクローリングおよびスクレイピング手法ついて解説した入門書です。
基本から運用まで、それぞれの開発段階で直面する場面に沿って丁寧
に説明。さらに最終章では目的別のクローラー開発手法を詳解します。

著 加藤勝也 ほか　B5変判　432頁
本体価格3000円　ISBN978-4-7981-4912-7

ソフトウェアテスト Java編

本書は、プログラマ、開発リーダーなどの開発者向けのソフトウェアテ
スト入門書です。基礎知識と技法と、その実践方法について初心者で
も理解できるように解説。 テスト支援プラグインを利用して、ソース
コードレビューや静的解析、テストケースの作成、単体テストの作成/
実行、プログラムの品質測定/評価などの各種テスト技法を実習しなが
ら、現場で使えるテクニックを身につけられます。

著 町田欣史 ほか　B5変判　344頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-1463-7

現場で使える
ソフトウェアテスト 【改訂版】

システム管理者の知識と実務

エンジニアとしての心得や、ソフトウェアテストにできること/できな
いことなど、「初心者がまず知っておかなければならないこと」から始
まり、必ず実施される各種テスト手法の基礎とポイント、アジャイル
など新しい開発手法に対応したテストの考え方など、テスト技術者に
とって不可欠な知識と情報を親しみやすい記述や例示で判りやすく解
説した1冊です。

管理者として最低限知っておかなければいけない「情報システム」「情報
システム」（サーバ、ネットワーク、セキュリティ、トラブルシューティ
ングなど）の基礎知識、行わなければならない実務や留意点、コツなど
を横断的に解説します。「やさしい先輩が手取り足取り教える」という
体で、会話を混ぜながら読みやすく解説していますので、知識のない
新米管理者でも、無理なく学習することができます。

著 高橋寿一　A5判　230頁

著 木下肇　A5判　248頁

本体価格2400円　ISBN978-4-7981-3060-6

本体価格1780円　ISBN978-4-7981-5260-8

知識ゼロから学ぶ

先輩がやさしく教える

ソフトウェアプロジェクト管理

「なぜほとんどのソフトウェアプロジェクトは失敗するのか」そして「失
敗を回避するには何が必要なのか」を、具体的かつ丁寧にカジュアルな
文体でコンパクトにまとめた入門書です。超大手IT系ベンダーを渡り歩
き大小数多くのプロジェクトを経験した著者の「知識と経験」から導き
出された「間違いなく現場で役に立つ」プロジェクト管理の考え方と対
処が凝縮された1冊です。

著 勝呂暖生　A5判　232頁
本体価格2280円　ISBN978-4-7981-2540-4

知識ゼロから学ぶ
システムパフォーマンスの仕組み

開発・運用の現場で多くの案件を経験してきたベテランのコンサルタン
トたちが、その経験から得られたノウハウとともに、システムパフォー
マンスの基礎をわかりやすく解説。パフォーマンスの概念から、分析
方法、チューニングの考え方、実際の製品を想定したパフォーマンス
まで、幅広く取り上げ、理論だけでなく実例を挙げながら解説するので、
実践的な知識を得ることができます。

著 小田圭二 ほか 　A5判　326頁
本体価格2580円　ISBN978-4-7981-3460-4

絵で見てわかる

コンピュータアーキテクチャのエッセンス

本書は、計算機のプロとなる人を対象にコンピュータの基本原理を体
系的に学べる学習書です。 IT技術者をはじめ電子、電気、技術士など
コンピュータを取り扱うすべての人が基礎を学ぶ教科書として最適で
あり、 ETSS、 ITSS にとっても必読書となる1冊です。

著 ダグラス・Ｅ・カマー　A5判　448頁
本体価格3800円　ISBN978-4-7981-0990-9

UMLモデリングのエッセンス 第3版

ビヨンド ソフトウェア アーキテクチャ

ダイアグラム別UML徹底活用 第2版

アナリシス・パターンやリファクタリングなどの開発プロセスに関する
業界第一人者が、UMLで定義されたさまざまなダイアグラムの利用方
法を解説。第3版ではUML2に対応し、新たなダイアグラムを多数追加。
オブジェクト指向に関わる全開発者必携の定番書です。

アーキテクチャにおけるビジネス(マーキテクチャ)と技術(ターキテク
チャ)をつなぐ架け橋として、情報システム部の方全員に読んでほしい
指南書です。経験豊富な著者の実体験に根ざした優れた考察に富み、
エンジニアにとってマーケティングの基礎を学ぶ上でも役に立ち、か
つ技術面でのアーキテクチャ論としても有用な1冊です。

ダイアグラムのマスターに最適な「使いどころ」やノウハウを満載。ユースケース図やクラス
図、コンポーネント図はもちろんタイミング図/相互作用概要図、コンポジット構造図、パッ
ケージ図やバージョンの混在による問題点などまで幅広く実用的にフォーカス。単なるUML
モデリング入門にとどまらず、その使い方の本質をじっくりと丁寧に解説します。実際のソ
フトウェア開発に活かせるUMLの本当の実力と、反対に逆効果になってしまうような落とし
穴までを、実例に基づく具体的な説明とともに紹介しています。UML2.0/2.1に完全対応。

著 マーチン・ファウラー　B5変判　200頁

著 Luke Hohmann　B5変判　368頁

著 井上樹　B5変判　264頁
本体価格2400円　ISBN978-4-7981-0795-0

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-3962-3

本体価格2580円　ISBN978-4-7981-1844-4

独習UML 第4版

UML2.xの基礎概念と実践的な適用方法を無理なく身につけることが
できる解説書です。基礎からオブジェクト指向の考え方、各種図形の
描画方法、実務での活用方法に至るまで、初学者の観点から丁寧に解説。
各章末には「理解度チェック」を設けているので「どこで」「なにが」理解
できなかったかを明らかにし、弱点を克服することができます。

著 株式会社テクノロジックアート　B5変判　384頁
本体価格3600円　ISBN978-4-7981-1854-3

CD

はじめての設計をやり抜くための本

コンピュータネットワークとインターネット 第6版

システム開発における設計の解説書です。アプリケーション設計をど
うするのか、データベース設計をどうするのか、画面・帳票設計をどう
するのか、外部システムとの接続方式をどうするのか、アーキテクチャ
設計をどうするのか――こうした知識を事例を示しながら解説するこ
とで、はじめての設計を無事にやり遂げ、ソフトウェアアーキテクト
として活躍するための実務ノウハウを提供します。

配線からTCP/IP、話題のIoTまで、コンピュータネットワークの各分
野を網羅した解説書です。 RS-232Cインターフェイスを使ったコン
ピュータ相互接続技術をはじめ、衛星間通信も含むネットワークイン
フラ、モバイル端末を使用したネットワークなど、相互データ通信に
関するすべてが学べる1冊です。

著 吉原庄三郎　A5判　256頁

著 Douglas E.Comer　B5変判　608頁

本体価格2380円　ISBN978-4-7981-1706-5

本体価格5400円　ISBN978-4-7981-3808-4
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ン
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書籍
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構造化プログラミングシステム開発 受託契約の教科書

組込みシステム開発の下流工程に注目して構造化設計を学ぶ学習書で
す。床面に描かれたラインをセンサーで感知して走行する自動走行ロ
ボットの制御プログラムのソースコードと設計図を題材に、構造化設
計とC言語によるプログラミングの基本を学べます。業界や時代を問わ
ずに役立つ、普遍的かつ汎用的な知識が身につきます。

システム開発を成功させるために必要な契約書について解説します。
企業の法務部門の方を対象者にした書籍とは異なり、体制作りや、作
成物、承認方法など、具体的な内容にも踏み込んでいます。発注側・受
注側の双方でシステム開発と契約に関わるすべての方に最適です。弁
護士がリーガルチェックを行った、使える契約書ひな形をWordファ
イルでダウンロード提供。

著 SESSAME WG2　A5判　272頁著 池田聡　A5判　288頁
本体価格2500円　ISBN978-4-7981-4761-1本体価格2480円　ISBN978-4-7981-5291-2

組み込みソフトウェア開発のための電子
書籍

電子
書籍
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コンピュータ書

UNIX/Linux

独習Linux 第2版

解説、例題、練習問題という3つのステップにより、"試して、動かして、
学べる"学習書です。 IPv6やクラウド、AndroidやWebの活況を背景
として需要が高まる「Linux上での開発」などについての解説も収載。
「Ubuntu」（deb系）/「Scientific Linux」（RPM系）の両方に対応してい
るため、技術動向に左右されない知識が身につきます。

著 小林準　B5変判　448頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-2522-0

Linuxサーバーセキュリティ徹底入門

Linuxサーバーのセキュリティについて、サーバーを利用する人ならば
「これだけは知っておいて欲しい」という前提で解説した安全指南書で
す。OSから代表的なアプリケーションの設定まで、セキュリティリス
クと対処の方法を説明します。

著 中島能和　B5変判　338頁
本体価格3800円　ISBN978-4-7981-3238-9

Linuxサーバー入門教室 CentOS対応

Linuxサーバー構築・運用ガイド

ITエンジニアのための英語リーディング

本書は、 Linuxを使ったWeb/ファイルサーバーの構築・管理のノウハ
ウをいちから学べる入門書です。 Linuxのインストールや基本操作か
ら、ネットワーク接続、Webサーバーの管理、 PHPを実装したサイ
ト公開の手順まで、Webプログラマやサーバーエンジニアが必ず身に
つけておきたいサーバー構築・管理の知識をしっかりと習得できます。

Linuxの基礎からセキュリティまで、Webサーバーを運用するために
必要な知識を習得できる学習書です。CentOS 7とさくらのVPS（バー
チャルプライベートサーバー）を使用して、実際に手を動かしながら
Webサーバーを構築・運用する方法を学んでいきます。インフラエン
ジニアを目指している人はもちろん、CentOS 6使用者の知識のアッ
プデートにも最適な1冊です。

IT系の最新情報や公式ドキュメント、技術書は英語圏発信のものが中
心であり、エンジニアの業務上で英語を読まなければならない機会は
高確率で訪れます。本書は英語自体を1から教えるのでなく、 ITエン
ジニアが業務で使える「英語リーディング」のコツを伝授します。英語
に苦手意識を持つエンジニアの方におすすめの1冊です。

著 一戸英男 　B5変判　344頁

著 中島能和 　B5変判　280頁

著 西野竜太郎 　A5判　184頁

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2613-5

本体価格2680円　ISBN978-4-7981-4637-9

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-4949-3

10日でおぼえる

ゼロからはじめる

現場で困らない！

UNIXの絵本

今までWindowsやMacなどグラフィカルなOSしか利用したことがな
い人でもコマンドラインの操作方法がわかりやすく理解できるよう、
イラストで解説。初心者におすすめの超入門書です。

著 （株）アンク　B5変判　208頁
本体価格1580円　ISBN978-4-7981-0933-6

CentOS徹底入門 第3版

本書は、CentOSのバージョン6.2を対象に各種の機能を解説します。
インストールの方法や基本的な利用方法を詳しく解説するほか、豊富
なパッケージを利用したソフトウェアの導入方法、サーバーとして利
用するための各種の設定などについて説明します。 Linuxを利用する際
の入門書として、ぜひお手許においていただきたい1冊です。

著 中島能和 ほか　B5判　560頁
本体価格4280円　ISBN978-4-7981-2177-2

DVD

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

【業務知識】がわかる本 第4版

実務を経験しないとなかなか身につかない業務知識を簡潔に解説。一
般化が進むクラウドシステムや高機能な情報端末、社会的な課題となっ
ている事業継続性、震災対策をはじめ、現在の企業が取り組むべき最
新のテーマにも対応し、さらに「情報化のポイント」「システム化の勘所」
「ヒアリングの勘所」など現場におけるエピソードも多数収録。効率よ
く業務知識の全体像をつかむことができます。

著 ITのプロ46 代表 三好康之　A5判　416頁
本体価格2480円　ISBN978-4-7981-3777-3

ITエンジニアのための 電子
書籍

「ネットインフラ」がわかる本

ITエンジニアがプロとして競争力のあるシステム構築を行うために必
須である通信技術について幅広く解説します。インフラとしてのネッ
トワークの仕組みから、他書が扱わない電話網などもカバー。特定の
製品に対する知識ではなく、汎用的で実用的な知識を身につけること
ができます。

著 村上建夫　A5判　368頁
本体価格2380円　ISBN978-4-7981-4609-6

入社1年目からの 電子
書籍

位置情報の基本と技術

本書は、位置情報技術の原理と種類をはじめ、「携帯電話」「スマートフォ
ン」「カーナビ」といった機器や端末ごとの技術仕様、地図情報やGPS情
報の利用を可能にする技術やサービス仕様、そして今後予想されるサー
ビス概要などをわかりやすく解説します。若手から中堅エンジニア、
ビジネスマンなど位置情報技術の全体像をつかみたい方におすすめで
す。

著 谷口功　A5判　192頁
本体価格2280円　ISBN978-4-7981-2490-2

「Web技術」がわかる本

Web技術の基本と仕組みが学べる解説書です。Web技術の全体像を
俯瞰することからはじまり、HTMLやCSS、スクリプト言語、Web
サービスの設計思想、セキュリティ、プロトコルなど、Web技術に関
する基礎知識を幅広く網羅。Web技術をひととおり理解したい新人エ
ンジニアや学生におすすめの1冊です。

著 濱勝巳　A5判　296頁
本体価格2480円　ISBN978-4-7981-4244-9

入社1年目からの 電子
書籍

Google Cloud Platform入門 はじめてのブロックチェーン・アプリケーション Ethereumによるスマートコントラクト開発入門

Google Cloud Platform（GCP）で、システム、アプリケーションを構
築するための実践的な入門書です。GCPを初めて利用する開発者向け
に、GCPの提供するサービス（コンポーネント）の全体像と、サービス
を組み合わせて最適なアプリケーションアーキテクチャを実現する方
法を、具体的なサンプルを使ってわかりやすく解説します。

エンジニアのためのブロックチェーン・アプリケーション開発の指南書
です。ブロックチェーンを活用したシステムを開発するために、エン
ジニアが具体的に何をしたらいいのかを3つのサンプルを使ってわかり
やすく解説。本書を読むことで、ブロックチェーン・アプリケーション
の開発手法を効率的に身につけることができます。ブロックチェーン
技術に関心のある、全てのエンジニア必読の1冊です。

著 阿佐志保 ほか　B5変判　296頁 著 渡辺篤 ほか　B5変判　280頁
本体価格3000円　ISBN978-4-7981-3714-8 本体価格3000円　ISBN978-4-7981-5134-2

プログラマのための 電子
書籍

電子
書籍

人工知能のきほん

スマホのアプリやWebサイトなど、身の回りのものから人工知能の基
本的な「仕組み」を学び、「自分の関わるビジネスに人工知能を応用する
きっかけを掴む」ことを目標とした入門書です。これから人工知能に関
連した開発を行いたいエンジニアはもちろん、他の入門書などを読ん
で挫折した人の学び直しや、一般のビジネスマンにも最適な入門書で
す。

著 東中竜一郎　A5判　336頁
本体価格1980円　ISBN978-4-7981-5153-3

おうちで学べる 電子
書籍
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ゲーム開発

スマートフォンアプリ
開発

Android業務アプリ開発の新人研修

Androidアプリ開発の教科書 Xamarinネイティブによるモバイルアプリ開発 C#によるAndroid/iOS UI制御の基礎

Android端末とサーバーが連携して処理を行なうシステム開発の基礎
知識と手法が学習できる入門書です。基礎学習や演習を通して、
Android端末を活用した業務システム開発の基礎知識、開発工程、各
工程において開発者が行なうべき作業などが学べます。Android端末
を活用した業務システム開発の流れやポイントを知りたい方におすす
めの1冊です。

Java言語の学習者を対象として、ハンズオン形式でサンプルプログラ
ムを作りながら、Androidアプリ開発に必要な基礎知識やSDKの機能、
プログラミングテクニックを学ぶことができる本です。「Androidアプ
リを作る方法をしっかり学びたい」「Androidアプリ開発の基礎力／応
用力をきちんと身につけたい」という方におすすめの1冊です。

「Xamarinとは何か」にはじまり、本格的なクロスプラットフォームを
開発するノウハウまでを、ミニサンプルアプリを作りながら学べる学
習書です。Android/iOS開 発経験のある 方のために、 Javaや
Objective-C、 Swiftと比較しながらC#コードの解説も行い、現場の
開発者がXamarinを使ったクロスプラットフォーム開発をスムーズに
学べる一冊です。

著 大森久美子 ほか　A5判　288頁

著 齊藤新三　B5変判　352頁 著 青柳臣一　B5変判　392頁

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-2616-6

予価2700円　ISBN978-4-7981-5202-8 本体価格3480円　ISBN978-4-7981-4981-3

ずっと受けたかった

基礎＆応用力をしっかり育成！

iPhone＆Androidアプリ内課金プログラミング完全ガイド ［第2版］

本書はスマートフォンアプリを提供しようと考えているプログラマー
に向けて、アプリ内課金のプログラミング手法について解説します。
「消費型」「非消費型」「購読型」の3つのモデル別の実装手法や、マーケッ
トで配布前に必要なテスト手法、そして配布後のコンテンツの保護や
セキュリティ面についても触れ、この1冊でiPhone/Androidの両方に
対応したアプリ内課金のすべてが学べます。

著 佐藤航陽 ほか　B5変判　368頁
予価3480円　ISBN978-4-7981-4607-2

Unity ゲームエフェクト入門 Shurikenで作る！ユーザーを引き込む演出手法 Unreal Engine 4 ゲーム開発入門

ゲームプランナーの新しい教科書

Unity5ゲーム開発レシピ ハマるゲーム制作のノウハウ

Unity5＋Live2D ノベル＆アドベンチャーゲーム開発講座

Unityに備わっているShurikenというParticleSystemを使用し、ゲー
ムを盛り上げるためのエフェクトの作成方法を伝授する解説書です。
基本的なテキスチャーの作り方から、アクションゲームなどで使用で
きる本格的なエフェクトの作成法まで詳解。高度なエフェクトを作り
たい人はもちろん、興味はあるけど何から始めればいいかわからない
初心者にもおすすめです。

豊富なミニサンプルを実際に作りながら、エディタの使い方からモデ
ルの取り込み、ブループリントやAI（人工知能）、物理演算やUI（ウィ
ジェット）まで、高機能なUnreal Engineを使いこなしたゲーム作りの
基礎が学べます。専門学校生をはじめ、これまでゲームを作ったこと
がない人まで、ゲーム開発初心者におすすめです。

ゲームのプランニング（企画）に焦点を当て、ゲーム作りの基本的な考
え方や企画の発想方法、アイデアの種となるゲームのシステム（画面表
示や操作性）や特徴、企画書や仕様書の書き方＆まとめ方などについて、
具体例を出しながらやさしく解説します。ゲームの面白さのカギや面
白さを引き立てる工夫なども、ジャンルやカテゴリー別に詳解。

Unity5によるゲーム制作のコツをまとめたTIPS集です。ユーザーがハ
マるゲーム作りに必要なコツを、現場の開発者が使いやすいようにカ
テゴリ分けして収録。「基本機能だけでも十分にできる面白いゲーム作
り」「ユーザーインターフェース作りのポイント」「キャラクターの操作
のコツ」「サウンドの効果的な使い方」などゲーム作りで重要なポイント
を解説します。

Unityと近年大人気のアメーション作成ツール「Live2D」、大注目のノ
ベルゲームエンジン「ジョーカースクリプト」「ティラノビルダー」「宴」
を利用して、ノベル＆アドベンチャーゲームを作成する手法を解説し
ます。キャラクターに動きをつける、会話するなどの機能を盛り込む
方法も解説しており、「いまどき」のノベル＆アドベンチャーゲームの
開発手法を学べます。

著 ktk.kumamoto　B5変判　328頁 著 荒川巧也　B5変判　384頁

著 STUDIO SHIN　A5判　272頁

著 BATA ほか　A5判　504頁

著 栗坂こなべ　B5変判　320頁

本体価格3400円　ISBN978-4-7981-4412-2 本体価格3280円　ISBN978-4-7981-4937-0

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4201-2

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4303-3

本体価格3200円　ISBN978-4-7981-4395-8

Unreal Engine 4 ブループリント逆引きリファレンス ゲームクリエイターの仕事 イマドキのゲーム制作現場を大解剖！ 

Unityゲーム開発入門 Unity 5対応

Androidアプリ開発入門 第2版 Android Studio、 Android SDK 7対応

ハイエンドなゲームプログラマーやCGデザイナー、グラフィッカーな
どの制作者に向けた、Unreal Engine 4のブループリントの逆引きリ
ファレンス集です。制作の現場で利用しやすいように各トピックを分
類して収録。ニーズの高い基本機能、よく利用されるノード系、グラ
フィック系などを中心に現場で役立つ技法を丁寧に解説しています。

多くのコンシューマー向けゲームの立ち上げに携わってきた著者が、
イマドキのゲーム制作の現場について解説した書籍です。ゲーム業界
の基礎知識やゲーム開発の流れから、プランナー、プログラマー、グ
ラフィックデザイナー、サウンドクリエイター、ディレクター、プロ
デューサーなどそれぞれに必要な知識やスキルについてまで網羅。ゲー
ムクリエイターを目指す人、必読の1冊です。

Unity 5を利用したゲーム開発の入門書です。サンプルゲームをもとに
実習と講義というスタイルで解説していますので、手を動かしながら
実際の挙動とその仕組みを学ぶことができます。本書を通じて、Unity 
5の主だった機能を使ったゲーム開発手法をマスターできます。 

Androidアプリを初めて作成する開発者を対象とした入門書です。 
Android Studio、 Android SDK 7を利用してアプリやゲームを作成
しながら、基礎知識と開発手法をLESSON形式でしっかり学べます。
さらに、各章末には学習効果が確認できる練習問題を収録。アプリの
開発からリリース方法まで楽しみながら習得できる1冊です。

著 alwei　B5変判　528頁 著 蛭田健司　B5変判　168頁

著 夏木雅規　B5変判　400頁

著 株式会社Re:Kayo-System　B5変判　424頁

本体価格4500円　ISBN978-4-7981-4302-6 本体価格1980円　ISBN978-4-7981-4437-5

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4252-4

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4812-0

ほんきで学ぶ

ほんきで学ぶ

戦略シミュレーションゲームの作り方

プログラミング初心者に向けて、Webブラウザを使って簡単に動かせ
る「海賊対戦ゲーム」をサンプルに、ゲーム企画から、駒の動かし方や
対戦の解決の仕方などを解説します。プログラミングは習得のしやす
いJavaScriptを使い、コンピュータ対戦時の初歩的な思考パターンの
作り方や音楽の付け方なども解説。

著 株式会社Gamkin ほか　B5変判　320頁
本体価格2880円　ISBN978-4-7981-3784-1
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Excel/PowerPoint/
Word

EXCELグラフ作成 ［ビジテク］ データを可視化するノウハウ 2013/2010/2007対応

Excelでのグラフ作成の心得から、さまざまなデータをグラフ化する際
に必要な基本テクニック、データを可視化するコツについてまで解説。
視覚的に伝わるグラフ作成に必要な考え方と具体的な作成方法をまと
めた1冊です。

著 早坂清志 ほか　B5判　272頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3871-8

EXCELマーケティングリサーチ&データ分析［ビジテク］ 2013/2010/2007対応

企業の企画開発部門、マーケティング担当者の方に向けて、調査設計
から始まり、集めたデータを分析する手法について解説。専用の高額
なソフトではなくExcelを用いて分析していますので、すぐに実践でき
ます。さらに、業種業界を問わずニーズのある「既存商品評価」「新商品
開発」「顧客満足度アップ」についても具体的な事例をもとに丁寧に解説。

著 末吉正成 ほか　B5変判　328頁
本体価格2380円　ISBN978-4-7981-3241-9

EXCEL ビジネス統計分析 ［ビジテク］ 第3版 2016/2013/2010対応

データを扱う場面で必須となる「ビジネス統計分析」の基本をまとめた
書籍です。第3版となる本書では、ビジネスの現場で最近利用されてき
ている「ロジステック回帰分析」の手法も追加。統計学にも触れている
ので、統計学の基礎を学びながら、データを読み解く力が養えます。
ビジネスの現場で、 Excelを利用した統計分析を行う担当者の方にお
すすめです。

著 末吉正成 ほか　B5判　280頁
本体価格2380円　ISBN978-4-7981-4898-4

Excel関数逆引き辞典パーフェクト 第3版 

ロングセラー『Excel関数逆引き辞典』のExcel2016対応版です。 700
超えのテクニックを掲載。関数のあらゆるテクニックを網羅している
ので、基礎を知りたい人からデータを効率よく分析したい人までさま
ざまなニーズに対応しています。目的引きや用語インデックスも充実
させ、 Excel初心者も日常的に関数を使っている人も満足できる1冊で
す。

著 きたみあきこ　A5判　832頁
本体価格2400円　ISBN978-4-7981-4672-0

動くPowerPoint素材集2000

アニメーション効果を施した「動く」PowerPoint素材を多数収録した書
籍です。「数値に合わせて自動的に伸びるグラフ」「拡大しながら消えて
いく文字」「順番に登場する図形」など、実用的かつユニークな素材が満
載。素材はすべてコピー&ペーストで使えるので、誰でも簡単に「説得
力があり」「聴衆を飽きさせない」「オトせる」プレゼンスライドを作れま
す。

著 河合浩之　B5変判　192頁
本体価格2380円　ISBN978-4-7981-5268-4

コピペで使える！

Excel VBA逆引き辞典パーフェクト 第3版

ロングセラー『Excel VBA 逆引き辞典』の最新版です。基本のVBAから
裏ワザまで、本当に使えるテクニックを集めました。知りたいと思っ
た時すぐに項目が見つかるように各項目は目的別に分類し、丁寧かつ
簡潔に解説。「引きやすさ」と「わかりやすさ」にこだわった1冊で、
VBAを使いこなしたいユーザー必携の1冊です。

著 田中亨　A5判　704頁
本体価格2580円　ISBN978-4-7981-4658-4

PowerPoint ビジネスプレゼン ［ビジテク］ 第2版

スライドデザインの心理学

大学やビジネススクールでプレゼン技法の講座を持つ著者が、飲料メー
カーの新製品開発プロジェクトによるプレゼンをケーススタディに、
マッキンゼー流のロジカルプレゼンの考え方を解説。「社内向け」「社内
の経営陣向け」「社外向け」と、それぞれのシチュエーションに合わせた
アプローチを解説していますので、プレゼンが必要なあらゆるシーン
で役立ちます。

広告クリエイターかつMicrosoft MVP（PowerPoint部門）である著者
が、「よい例/悪い例」を挙げて、プレゼン資料デザインの基礎や相手の
印象を操作する視覚効果について解説。さまざまな場面で使える事例
を紹介しているので、プレゼン資料の見本帳としてもおすすめです。
サンプルファイルをWebからダウンロード可能。

著 菅野誠二　B5変判　320頁

著 加藤智也　B5変判　216頁

本体価格2280円　ISBN978-4-7981-3361-4

本体価格2180円　ISBN978-4-7981-4129-9

Accessデータベース作成・運用ガイド Windows 10、 Access 2016/2013/2010対応

Accessを利用した業務アプリの作成および運用方法の解説書です。実
際の社内業務に合わせた効率的な業務アプリ開発に必要な考え方を紹
介した上で、実務で使える業務アプリの作成と運用についてを解説。
自社業務に合ったデータベースシステムを作りたい中小企業の担当者
はもちろん、Accessについて基礎から学びたい人にもおすすめです。

著 丸の内とら　B5変判　296頁
本体価格2500円　ISBN978-4-7981-4452-8

小さな会社の
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電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

3Dゲームキャラクター制作ガイド

ゲームキャラクター イラスト上達講座

現場のプロがいちから描いたイラストをもとに、 3Dゲームキャラク
ターの制作手法を解説します。モデリング手法はスマートフォン向け
を考慮し、ローポリゴンを採用。作成したポリゴンデータをゲーム開
発の過程で利用する手法についても紹介します。ゲームキャラクター
の3Dモデラーを目指している方、必見の書です。

ゲームイラストコンサル会社「MUGENUP」のディレクターが、「ゲー
ムならでは」のイラストの描き方を解説します。「キャラクターの属性
や性格を表すポーズ」「進化による配色の変化」「ゲームジャンルによる
キャラデザインや塗り方の違い」「小さな画面で見るモバイルならでは
の仕上げ」「1枚絵としてキャラを引き立てる構図」などなどゲームに特
化したイラストテクニックを伝授します。

著 さぼてん　B5変判　312頁

著 株式会社 MUGENUP 　B5判　224頁

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3055-2

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3711-7

ローポリで作る
CD 電子

書籍

電子
書籍

3Dゲーム開発の数学・物理

3DCGプログラミングに必要な数学や物理学の知識を初学者でも挫折
せずに学べるレベルから詳解します。ゲームでよく使われる画面表現
を提示し、続いて、それを実現するための数式プログラミングを解説。
ゲームでの応用をイメージしながら数学・物理学の必須知識を習得でき
ます。

著 加藤潔　B5変判　416頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-3692-9

動かして学ぶ 電子
書籍レベルデザイン徹底指南書

ゲーム開発に使える数学・物理学入門

ゲームの面白さの心臓部と言っても過言ではない「レベルデザイン」に
スポットをあてた解説書です。ゲーム中のマップやエリアなどの空間、
環境、難易度を設計し、ゲームプレイヤーが楽しめるステージ作成を
行うレベルデザインについて、現役プランナーが解説。実際のゲームで
の事例なども交えて、さまざまな角度から“ゲームの面白さ”を徹底分
析、解明します。

数学や物理学の知識がゲームプログラミングにどのように活かされて
いるか、その関連性にフォーカスして解説します。扱うテーマは2D
ゲームプログラミングに必須といえる定番の処理を厳選。わかりやす
く丁寧な解説で、苦手意識を持っている方でも無理なく学習できます。
学生からホビーユーザー、経験の浅いプロにまで、幅広くおすすめでき
る１冊です。

著 大久保磨　A5判　240頁

著 加藤潔　B5変判　320頁

本体価格2580円　ISBN978-4-7981-4518-1

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3086-6

アプリ＆ゲームプランナー必読！

実例で学ぶ

電子
書籍

電子
書籍
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Rではじめるビジネス統計分析 楽しいR

2013年以降、企業内部で肥大化したビッグデータを利用する動きが活
発になってきています。本書は無料で利用できるRという統計ソフトを
用いて、ビジネスの現場で役立つ専門的な統計分析について、どの業
界の方でも入りやすいように身近なサンプルを元に解説。また数式や
分析手法など、つまずきやすい部分についてはコラムなどで詳解しま
す。※バージョン3.X対応

データ分析の達人である著者が、フリーの統計解析ツール「R」を使って、
相関分析、クラスター分析、ロジスティック回帰などビジネスの現場
でよく使われる分析手法をわかりやすく解説。手を動かしながら楽し
くデータ分析手法を学ぶことができる入門書です。

著 末吉正成 ほか　B5変判　384頁 著 豊澤栄治　A5判　208頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-3490-1 本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3901-2

実務で使える LibreOffice

LibreOfficeは、ワープロ（Writer）、表計算（Calc）、プレゼンテーショ
ン（Impress）、データベース（Base）、図形描画（Draw）など、ビジネ
スで必要な機能を揃えた無料オフィスソフトの定番です。本書は、
Writerによるドキュメント作成や、Calcによる住所録作成、 Impress
によるプレゼンテーション作成など主要機能の実務活用方法を解説し
ます。

著 鎌滝雅久 ほか　B5変判　468頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2798-9

CD

グラフィックデザイン

Web制作

HTMLタグ辞典 第7版＋CSS

定番のHTMLタグ解説にCSSでのページデザイン解説をプラスして、
Web標準に対応。 Internet ExplorerやFirefoxはもちろん、Google 
Chromeなどの人気ブラウザもサポートし、さらに最新情報を盛り込
んだ便利なWeb用語辞典も収載。サンプルソースはWebサイトから
ダウンロードでき、 Web制作のビギナーから上級者まで幅広く使える
1冊です。

著 （株）アンク　A5判　400頁
本体価格1500円　ISBN978-4-7981-2518-3

ホームページ辞典 第6版 HTML・CSS・JavaScript

動（tpircSavaJ・）ンイザデ（SSC・）造構（LMTH
き）の3大要素の解説を1冊にまとめたおトクな
辞典です。
第6版は最新HTML5、 CSS3の解説を増量。モ
ダンブラウザ／iPhone＆Androidにも対応し、
近年のWebトレンドに合わせた、より実践的な
内容になっています。また、ダウンロード可能
なサンプルソースも一新して、よりわかりやす
くなりました。
これからWeb制作を学びたいビギナーから、実
務でのリファレンスとして使いたい上級者まで、
広くおすすめできる1冊です。

著 （株）アンク　A5判　608頁
本体価格2000円　ISBN978-4-7981-5321-6

HTML5&CSS3標準デザイン講座 

WordPress 標準デザイン講座 【Version 4.x対応】

Webサイトを作るために必須の「HTML」と「CSS3」が学べる学習書です。
各レッスンに沿ってサンプルサイトを作っていく学習形式で、実際に
手を動かしながら学ぶことができます。レッスンは初歩的な文法学習
から始めて、実務と同じ流れでの本格的なサイト制作までをカバー。 1
冊を通した学習で、初心者でもHTMLとCSSの実践的な考え方と書き
方が身につきます。

HTMLとCSSで作られたサンプルページに、WordPressの機能を1つ
ずつ追加していきながら、基本機能とサイト構築方法を解説します。
オリジナルテーマ作りに必須のPHPやテンプレートタグ、便利なプラ
グイン、セキュリティ対策などもしっかり紹介。本書を通して、
WordPressサイトを構築するための基本スキルが身につきます。

著 （株）草野あけみ　B5変判　384頁

著 野村圭　B5変判　336頁

本体価格2480円　ISBN978-4-7981-4220-3

本体価格2680円　ISBN978-4-7981-4026-1

Dreamweaver標準デザイン講座 ［CS6/5.5/5/4/3対応］

本書では全40レッスンを通じて、HTMLとCSSを使ったスタンダード
なサイト作成手法を学べます。１レッスンは、実際にWebサイトを作
る「実習」と、仕組みを解説する「講義」で構成されているので、
Dreamweaverでの基本操作や制作工程はもちろん、スタイルシート
やWeb制作の基本ルールといった、現場で通用する知識もしっかり身
につきます。

著 茂木葉子　B5変判　344頁
本体価格2480円　ISBN978-4-7981-2491-9

DVD

UXデザインをはじめる本 ユーザビリティ評価からカスタマージャーニーマップまで

WordPressがわかる本

Web制作者が知っておくべき、UXデザインの「基本」から「ユーザビリ
ティ評価」「プロトタイピング」「構造化シナリオ」「ユーザー調査」「カス
タマージャーニーマップ」「ユーザーモデリング」「組織導入」までを1冊
にまとめた解説書です。実際に導入するためのテクニックやプロジェ
クトのモデルケースを収録し、理想論ではなく現実的かつ実践的な方
法を解説します。

ビジネス目的でWordPressサイトを構築するときに必要な知識とノウ
ハウをまとめたガイドブック。サイトの企画、設計から始まり、アク
セス解析、 SEO対策などの運用手法まで網羅し、Web担当者の実務
に則した構成になっています。WordPressの導入・設定・操作はもち
ろん、デザインとコーディング、便利なプラグイン活用、さらにオリジ
ナルテーマ制作なども丁寧に解説します。

著 玉飼真一 ほか　B5判　184頁

著 田中勇輔　B5変判　288頁

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4333-0

本体価格2380円　ISBN978-4-7981-4270-8

Web制作者のための

Web担当者のための

Web制作標準講座 ［総合コース］
～企画からディレクション、デザイン、実装まで～

本書は、Web制作におけるコンセプトワークと実装技術の基本を総合
的に学ぶための教科書です。第一部では、Webマーケティング、ブラ
ンディング、情報アーキテクチャ、WebディレクションなどWeb制
作におけるコンセプトワークの基本を、第二部では、HTML/HTML5、
CSS/CSS3、 JavaScript/DOM、プロトコルなど技術面での基本を網
羅的に解説します。

著 原一浩 ほか　B5変判　280頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2793-4
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UIデザインの教科書
マルチデバイス時代のサイト設計――アーキテクチャからUXまで 

マルチデバイス時代になって、スマートフォンだけでなく、タブレット、
スマートTV、 PC、これら4スクリーンを前提にWebサイトの設計を
考える必要性が出てきています。本書は、デバイスごとの特性を考慮
に入れつつ、いつのまにか迷ってしまう、なぜかわからなくなってし
まう、操作がしっくりこない、といったWebサイトの「わかりやすさ」
「使いやすさ」における考えの要点を解説します。

著 原田秀司　B5変判　160頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3333-1

スマートフォンサイト制作ガイドブック ［HTML5&CSS3&JavaScript］

数多くのスマホサイト制作を手がけている著者が、スマホ最適化のた
めの具体的なデザイン手法や知識を解説した1冊です。デザイン・設計
の基本的な考え方はもちろん、HTML5＆CSS3による制作手法をサン
プルを使って解説。さらには現場で求められがちなデザインや動きの
実装方法、軽量化のテクニックなど、現場で活きるテクニックも多数
も解説しています。

著 松田直樹 ほか　B5変判　280頁
本体価格2500円　ISBN978-4-7981-2921-1

現場のプロが教える電子
書籍

電子
書籍
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グラフィックデザイン

グラフィック

Premiere Pro 逆引きデザイン事典 ［CC対応］増補改訂版

「あれを作りたい」「これどうするんだっけ」という知りたいことからす
ぐ引ける事典形式の技術書です。Premiere Proの準備・基本操作から、
「カット編集」「色調整/色彩表現」「合成処理」「タイトル入れ」「サウンド
編集」や、 PhotoshopやAfter Effectsなどの他のツールとの連携まで、
デジタルビデオ編集に欠かせないノウハウを余すことなく伝授します。

著 千崎達也　B5変判　352頁
本体価格3400円　ISBN978-4-7981-5289-9

Photoshop 逆引きデザイン事典
［CC/CS6/CS5/CS4/CS3］増補改訂版

Illustrator 逆引きデザイン事典
［CC/CS6/CS5/CS4/CS3］増補改訂版

「あれを作りたい」「これどうするんだっけ」という知りたいことからす
ぐ引ける事典形式の技術書です。
項目は、Photoshopユーザーのニーズに添うよう厳選したものを掲載。
画像補正の流れや注意点といった基本はもちろん、CCに加わった新機
能を網羅し、「Web」や「効率化」についての解説もより充実しました。
作例サンプルファイルはWebからダウンロード可能。クリエイティブ
に、ビジネスに、学習に、ぜひとも長く手元に置いていただきたい、
定番の1冊です。Photoshop CC／CS6／CS5／CS4／CS3と全5バー
ジョンに対応、さらに月額制のAdobe Creative Cloudに加入したユー
ザーまで幅広く活用できます。

「あれを作りたい」「これどうするんだっけ」という知りたいことからす
ぐ引ける事典形式の技術書です。
項目は、 Illustratorユーザーのニーズに添うよう厳選したものを掲載。
基本操作はもちろん「クイック書き出し」「Shaperツール」「Adobe 
Stockとの連携強化」など注目の新機能もしっかり解説。作例サンプル
ファイルはWebからダウンロード可能。クリエイティブに、ビジネス
に、学習に、ぜひとも長く手元に置いていただきたい、定番の1冊です。
Photoshop CC／CS6／CS5／CS4／CS3と全5バージョンに対応、
さらに月額制のAdobe Creative Cloudに加入したユーザーまで幅広
く活用できます。

著 上原ゼンジ ほか　B5変判　360頁 著 生田信一 ほか　B5変判　360頁
本体価格2400円　ISBN978-4-7981-4992-9 本体価格2400円　ISBN978-4-7981-4982-0

Photoshop 標準デザイン講座 ［CS6/5.5/5/4/3対応］

本書は、現場で使われているPhotoshopの機能をきちんと学習できる
1冊です。色補正、レタッチ、選択範囲、マスク、レイヤーといった基
礎的な機能から、実践的な写真レタッチや、ロゴ、パターンといった
画像作成のテクニックまで解説。また、知っておくべき印刷や出力・
Webのノウハウについても基本から実践手法までしっかりと学べます。

著 小泉森弥　B5変判　320頁
本体価格2300円　ISBN978-4-7981-2609-8

好評シリーズ 好評シリーズ
Photoshop CS5 逆引きデザイン事典PLUS Illustrator CS5 逆引きデザイン事典PLUS

Photoshop CS6 逆引きデザイン事典 PLUS Illustrator CS6 逆引きデザイン事典 PLUS
著 上原ゼンジ ほか　B5変判　352頁　本体価格2400円　ISBN978-4-7981-2198-7 著 生田信一 ほか　B5判　344頁　本体価格2400円　ISBN978-4-7981-2197-0

著 上原ゼンジ ほか　B5変判　352頁　本体価格2400円　ISBN978-4-7981-2608-1 著 生田信一 ほか　B5変判　352頁　本体価格2400円　ISBN978-4-7981-2606-7

Illustrator 標準デザイン講座 ［CS6/5.5/5/4/3対応］

現場で使われているIllustratorの機能をしっかり学習できる1冊です。
ロゴや名刺、地図、グラフ、チラシ、リーフレットなどのデザインを
通じて、 Illustratorの基本操作はもちろん、DTPや入稿の知識、レイ
アウトデザインの考え方まで同時に学べます。バージョンに依存しな
い普遍的な内容を中心に構成しているので、いつまでも古びない技術
を習得できます。

著 柘植ヒロポン　B5変判　312頁
本体価格2300円　ISBN978-4-7981-2607-4

InDesign CS6 逆引きデザイン事典 PLUS

EPUBなどの新機能はもちろん、文字組みの基本や印刷・出力の知識、
自動組版など幅広くカバーしています。「ショートカットキー一覧」や
「透明効果早見表」など便利な特典も満載で、作例サンプルファイルも
Webからダウンロード可能です。プロのデザイナーから初学者まで、
ぜひとも手元に置いていただきたい1冊です。

著 生田信一 ほか　B5変判　368頁
本体価格2580円　ISBN978-4-7981-2948-8

After Effects 逆引きデザイン事典 ［CC/CS6］増補改訂版

「あれを作りたい」「これどうするんだっけ」という知りたいことからす
ぐ引ける事典形式の技術書です。After Effectsの基本操作から「タイム
ライン」「アニメーション」「マスク編集」「エクスプレッション」「仕上げ」
「出力」、さらに「作業環境のカスタマイズ」や「効率アップ術」、さらに
CCの新たに加わった機能についてまで、映像制作に欠かせないノウハ
ウを余すことなく伝授します。

著 高木和明　B5変判　368頁
本体価格3400円　ISBN978-4-7981-5288-2

After Effects 標準講座 ［CS6対応］

本書は、After Effectsによる映像制作の学習書です。After Effectsの
使い方だけでなく、素材の動かし方の基本から、 2Dおよび3Dのモー
ショングラフィック、モーションタイポグラフィ、映像の切り抜き・合
成、色変換・補正、さらに納品データの作り方まで、全40レッスンの
カリキュラム形式で学べます。

著 高木和明　B5変判　344頁
本体価格3800円　ISBN978-4-7981-2795-8

標準DTPデザイン講座 基礎編

「編集・校正」「レイアウトや組版」「画像と色」「フォントとベジエ」から、
「PDFと出力」「印刷・加工」まで、あらゆる印刷物の制作に関わるDTP
の基礎をわかりやすい図版を使って解説します。別冊付録にはプロセ
スカラーチャートや校正記号を収録。初心者をはじめ、編集者、デザ
イナー、オペレーターなど、DTPの現場に携わるすべての人に役立つ
１冊です。

著 生田信一 ほか　B5判　224頁
本体価格2400円　ISBN978-4-7981-0511-6

デザイン・レイアウトの基本 デザイン・レイアウトの基本

背景CG上達講座 ゲームに使えるパーツ＆シーンの描き方

After Effects 映像制作入門 ［CC対応］

「このデザイン、どうもイマイチ……。」そこにはデザインの原理に基
づく理由が隠れているのですが、言葉できちんと説明するのは意外と
難しいものです。本書は正しいデザインとイマイチなデザイン２種類
を見ながら「どちらがよいデザインか？」を考えてもらい、次のページ
で答えとともに、デザインの基本的なルールを学んでもらいます。

一般的なデザイン解説本のように受け身で読むのではなく、自分の頭で考
えてみることで、デザイン力が身につく1冊。「A案とB案、どちらのデザイ
ンがよいか？」という問題があり、次のページを開くと解答とその理由がわ
かるようになっています。ただなんとなく選んでみるのではなく、その理
由を明確にすることでデザインに対する理解を深めることができます。

主にゲームに使われる背景グラフィックについて、パーツやシーンごと
に描き方のポイントを解説したモチーフ別テクニック集です。樹木や水
などの自然物、ベッドやソファなどの室内家具、学校の廊下や教卓、そ
の他小物まで、ゲーム制作で需要の高い背景イラストの描き方を個別に
解説します。趣味の制作から、就職のための作品制作にも役立つ1冊です。

After Effectsの基本をはじめ、映画・TV・ビデオ・Web、あらゆる映像制
作に必須のテクニックをレッスン形式で習得できる入門書です。素材の動か
し方から、2Dおよび3Dのモーショングラフィック、映像の切り抜き・合成、
色変換・補正、出力、さらに最新機能を使ったプロの表現などまで学べます。
各レッスンで使用するサンプルファイルはWebからダウンロード可能。

著 田中クミコ ほか　B5判　128頁 著 ハラヒロシ ほか　B5判　128頁

著 酒井達也　B5判　208頁

著 高木和明　B5変判　320頁

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-3210-5 本体価格1800円　ISBN978-4-7981-4283-8

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3756-8

本体価格3380円　ISBN978-4-7981-4379-8

クイズで学ぶ もっとクイズで学ぶ

ほんきで学ぶ
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文系でもわかる電気回路 第2版
“中学校の知識”ですいすい読める 

電気の基本である電気回路について、中学校程度
の知識を前提にやさしく丁寧に説明していきま
す。小難しい式はできるだけ使わず、まるで授業
を聞いているような、語りかけるような調子で書
かれているので、「物理は苦手…」という方でもど
んどん読み進めることができます。はじめて電気
を学ぶ方や本格的に勉強する前段階の方、理工系
に進んだものの、専門書を読むことに四苦八苦し
ている“なんちゃって理系”の方におすすめです。
【本書の特長】

 ● 著者は現役工業高校教諭。授業そのまままの内容で
わかりやすい！

 ● イメージしやすいよう図を多用し、難しい理論もや
さしく一言で解説！

 ● 中学校で学ぶ程度の知識があれば、文系女子でも理
解できる！

著 山下明　A5判　224頁
本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5076-5

グラフィックデザイン

イラスト

デジタルイラスト 色塗りメイキング講座

本書は「色塗り」にフォーカスしたCGイラスト技法書です。カラーイラ
ストのメイキングを下塗りから完成まで収録し、ブラシ設定やレイヤー
活用法、色選びや質感表現といったテクニックを詳しく解説します。
複数の作家陣によるメイキングで、鮮やか・透明感・マット・厚塗り・
水彩といったさまざまなタイプの塗り方が1冊でわかります。作例ファ
イルは付属のCD-ROMに収録。

著 はねこと ほか　B5判　208頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3211-2

CD

背景イラストメイキング講座

本書は「背景イラスト」に特化したCGイラスト技法書です。「キャラク
ターは描けるけど背景は苦手…」という人のために、都市・住宅街・自
然・室内など、 PhotoshopとSAIを使ったメイキング手順を構想から
完成まで詳しく解説。ブラシの使い分けやレイヤーを駆使した質感の
出し方など、背景に欠かせない表現方法がわかります。作例ファイル
は付属のCD-ROMに収録。

著 草壁　B5判　176頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-2567-1

CD ファンタジーイラスト メイキング講座

本書は「ファンタジー」ジャンルのCGイラスト技法書です。ファンタ
ジー好きな作家陣による5つの作例イラストを、ラフから完成までメイ
キング形式で解説。武器や魔法のエフェクト、幻想的な色彩表現、風
景の描き込み、不気味なモンスターなど、ファンタジーイラストに欠
かせない描き方のポイントが詳しくわかります。作例イラストはレイ
ヤー構造を保ったまま付属のCD-ROMに収録。

著 中村エイト ほか　B5判　200頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3709-4

CD

SF・近未来イラスト メイキング講座

本書は、 SF・近未来イラストを描き始めるまでの世界観設定やコンセ
プトの考え方から、 Photoshop、 SAI、 Illustrator等を駆使した「下絵
制作～線画～塗り」、 「フィルターやテクスチャを活用した質感の出し
方」、「完成度を高める仕上げの技」に至るまで、第一線で活躍中の人気
作家たちが、それぞれのテクニックを惜しみなく披露しながら解説し
ます。

著 TOKIYA SAKBA ほか　B5判　208頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3748-3

CD
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グラフィックデザイン

建築

Vectorworks パーフェクトバイブル 2013/2012/2011対応

本書はVectorworks2013の基本操作から実務で役立つテクニックま
で、わかりやすく解説した1冊です。平面図や家具の三面図などの2D
製図はもちろん、空間のモデリング・レンダリングといった3D製図、
さらにプレゼンボードやアニメーションの作成手法まで、手を動かし
ながら身につけることができます。

著 Aiprah　B5変判　344頁
本体価格3800円　ISBN978-4-7981-3204-4

DVD

SketchUp+Thea Render 魅せる建築CGパースの描き方

本書は、建築系でCGパースを制作する人に向けた建築CGパース制作
の入門書です。「モデリング」→「レンダリング」→「レタッチ」→「完成」
までの制作フローをゼロから詳しく解説する基本編と、「一瞬で敷地
パースを作る方法」「逆光でドラマチックな空間を演出する方法」などす
ぐに役立つTIPSを集めた応用編からなる2部構成。初心者でも本書を
通じてCGパースを作れるようになります。

著 近藤紗代　B5変判　320頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3091-0

DVD

文系でもわかる電気数学 “高校＋αの知識”ですいすい読める

Raspberry Pi電子工作レシピ

IoT/センサの仕組みと活用

電気回路をはじめとする電気工学を学ぶために必要な「数学」を1冊にま
とめました。実際の授業でも使われている図を豊富に掲載し、難しい
理論や定理も「一言でわかりやすく」解説。電気の初学者や本格的に電
気数学を勉強する前段階の人はもちろん、文系出身の人でも中学校で
学ぶ知識があれば無理なく読み進められます。

「Raspberry Pi」（ラズベリー・パイ）を使った実用的な電子工作の作例を集めたレシピ集です。
Raspberry Piとは、小さなシングルボードコンピュータ。安価でありながら高機能なため、ハー
ドウェア開発者だけでなくソフトウェア開発者にも人気があります。パソコンとして使われる
のはもちろん、小さいので組み込みシステムへも応用されています。本書は、デジタルサイネー
ジやリモートカメラなど、読者の興味を引く実用的な電子工作を作例として取り上げ、それら
を作りながら電気／電子工作の基礎から実践的な知識まで学んでいけるようになっています。

IoTを実現するためのアーキテクチャやセンサの種類、センサから取得
できる情報といった基礎的な知識から、センサデバイスのプロトタイ
ピングに必要なArduinoなどのボードの紹介とその選び方、センサと
接続する回路、センサのデータ分析、 IoTとスマートフォン、ウェアラ
ブルデバイスとの連携まで、エンジニアがIoTを利活用するために知っ
ておくべき知識を解説します。

著 山下明　A5判　328頁

著 河野悦昌　B5変判　294頁

著 株式会社NTTデータ ほか　A5判　320頁

本体価格2400円　ISBN978-4-7981-4218-0

本体価格2980円　ISBN978-4-7981-3731-5

本体価格2680円　ISBN978-4-7981-4062-9

絵で見てわかる
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資格試験

情報処理技術者試験

ディジタル回路設計とコンピュータアーキテクチャ 第2版

デジタル回路を設計するうえで欠かせない知識を詳細に解説した1冊。
0/1（ゼロ・イチ）で表現する2進数や論理ゲートなどの基礎から、デジ
タル回路の仕組みや設計方法まで詳解します。MIPSアーキテクチャを
中心に、最新の先進的アーキテクチャにいたる解説と、より理解を深
めるための演習、豊富なHDL記述例によって、コンピュータアーキテ
クチャの基礎をじっくり学べます。

著 ディビッド・マネー・ハリス ほか　B5判　672頁
本体価格5400円　ISBN978-4-7981-4752-9

iパスクイズ222 ITパスポート試験攻略の書

本書は、得点できる問題を増やすことに主眼を置いた、 ITパスポート
試験の対策書です。 1問1ページの構成で、問題文からキーとなる単語
や文章を見つけて、問題のタイプ（1.即答、 2.二択、 3.計算、 4.熟考）
を見極め、正解にたどり着くまでを解説。手軽なところから始めたい人、
なるべく楽に試験対策をしたい人、時間をかけずにコンパクトな本で
勉強したい人に最適です。

著 石川敢也 　B6判　234頁
本体価格1280円　ISBN978-4-7981-3559-5

情報処理教科書
出るとこだけ！ 情報セキュリティマネジメント 2018年版

出るとこだけ！基本情報技術者 テキスト＆問題集 2018年版

出るとこだけ！基本情報技術者【午後】

ポケットタイム要点整理 情報セキュリティマネジメント

ポケットタイム要点整理 基本情報技術者

出るとこだけ！ ITパスポート 2018年版

情報セキュリティマネジメント試験の解説書＋問題集です。試験内容
を徹底的に分析し、合格点を取るための最低限の知識から、午後問題
の特徴と対策法、陥りやすい罠まで詳細に解説。練習問題も豊富に掲
載し、初学者でも合格できる実力がこの1冊で身につきます。過去4回
分の過去問をくわしい解説とともに収録。（1回分はWebダウンロー
ド）。

基本情報技術者試験を初めて受験する方や、他の学習書を難しいと感
じた方に、ぜひ活用してほしい試験対策書です。コンパクトながら真
の実力がつく構成で、午前試験だけでなく、午後試験にも通用する基
礎力を養うことができます。付録には、直近の本試験「平成29年度秋期
試験」の問題を掲載。さらに同試験のおよび平成30年度春期試験の解
答・解説をダウンロード提供します。

基本情報技術者試験の「午後試験」に「出るとこだけ」を集め、「出る順」
に並べた試験対策書です。長年講師を務めている著者により徹底分析
して明らかになった、試験に必要なテーマと知識とテクニックを余す
ところなく収載。これから午後対策をする方も、あと一押しの力を付
けたい方にもピッタリな1冊です。

「すきま時間（Pockets of Time）」を最大限に活用できる、集中学習用
のサブテキストです。 1テーマにつき「5分」もあれば、無理なく読み進
めることが可能。最初に「わかっているかどうか」を確認するので、習
熟度に応じて「飛ばし読み」も可能な作りになっています。合格に必須
の内容を、持ち歩きに便利なコンパクトサイズにまとめた1冊です。

「すきま時間（Pockets of Time）」を最大限に活用できる、集中学習用
のサブテキストです。 1テーマにつき「5分」もあれば、無理なく読み進
めることが可能。最初に「わかっているかどうか」を確認するので、習
熟度に応じて「飛ばし読み」も可能な作りになっています。合格に必須
の内容を、持ち歩きに便利なコンパクトサイズにまとめた1冊です。

ITパスポート試験の対策書です。情報処理試験対策講座の講師を長年
務めている著者が過去問題を徹底分析し、合格に必要な最低限の項目
のみを図やイラストを用いてわかりやすく解説。短期間で効率よく、
ITパスポート試験に合格する力をつけることができます。CBTの使い
方もくわしく説明しているので、初めて学習する人におすすめの1冊で
す。

著 橋本祐史　A5判　416頁

著 矢沢久雄　A5判　624頁

著 橋本祐史　A5判　316頁

著 村上博　B6変判　320頁

著 矢沢久雄　B6変判　320頁

著 城田比佐子　A5判　336頁

本体価格1780円　ISBN978-4-7981-5416-9

本体価格1680円　ISBN978-4-7981-5425-1

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5196-0

本体価格1380円　ISBN978-4-7981-5401-5

予価1380円　ISBN978-4-7981-5345-2

本体価格1580円　ISBN978-4-7981-5415-2

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

基本情報技術者試験のJava問題がちゃんと解ける本

基本情報技術者試験のアルゴリズム問題がちゃんと解ける本 第2版

午後試験のJava問題で頻出している内容に注目し、 Javaがあまり得意
でない方でも確実に得点できるよう、解法のポイントを示しながら解
説。 文系出身者や情報処理試験ビギナーでも正解できるよう、問題の
クセをかみ砕いて説明しています。

基本情報の午後試験をクリアする一番の近道は、解答必須の「問8 デー
タ構造とアルゴリズム」に正解することです。本書は、多くのIT関連書
籍を執筆してきた人気講師が、アルゴリズム問題を理解するための核
である「擬似言語」を過去問を使いながら丁寧に解説します。今度こそ
合格したい人、「もう1問正解できれば合格なのに！」という人におすす
めです。

著 坂下夕里　A5判　372頁

著 矢沢久雄　A5判　256頁

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-2811-5

本体価格1880円　ISBN978-4-7981-5046-8

情報処理教科書

情報処理教科書
基本情報技術者試験のC言語問題がちゃんと解ける本

ITサービスマネージャ 2017～2018年版

基本情報技術者試験の表計算問題がちゃんと解ける本

応用情報技術者 テキスト＆問題集 2018年版

情報処理技術者試験に出題される問題には、内容的にぶれない&廃れな
い定番問題、つまり「得点問題」が必ず含まれています。基本情報技術
者試験における「C言語問題」もその類のひとつです。本書は、C言語問
題を確実に正解することを目指して、解答テクニックを説明。今まで
苦手分野を攻略できず、「あと1～2問正解だったら合格できたのに」と
悔しい思いをした人におすすめの1冊です。

ITサービスマネージャ試験の対策書です。テキストと問題集を組み合
わせた形式をとり、合格に直結する専門知識の習得と、記述（午後I）・
論述（午後II）問題対策が効率よくできる内容となっています。テキスト
を読んで、問題を解くことで実力を養成でき、この1冊だけで午前Ⅱお
よび午後対策ができます。

基本情報の午後問題で出題される「表計算問題（問13）」で正解・得点す
ることを目的にした教科書です。問13を解く時間の目安は30分ですが、
「とにかく時間が足りなくなる」という受験生の悩みを解決すべく、「素
早く、正確に解く」ためのテクニックを、実際の問題を解きながら紹介
していきます。

応用技術者試験の対策書です。“何”が“どう”出るのかが分かるテーマ
別の知識解説で無理なく学べ、よく出る問題を厳選した確認問題で実
力をチェックできます。欄外には、用語解説や、試験で問われやすいポ
イント、誤答を防ぐためのノウハウなどさまざまな情報を掲載。最新
用語の解説も加えているので安心して学習を進められます。

著 坂下夕里　A5判　336頁

著 金子則彦　A5判　504頁

著 長谷川美幸　A5判　288頁

著 日高哲郎　A5判　664頁

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-2542-8

本体価格3700円　ISBN978-4-7981-5131-1

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-4850-2

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-5419-0

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書
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電子
書籍 「情報社会」の授業が3時間でわかる本

高校で2013年から行われている「社会と情報」の教科書をベースに、 IT
社会の基礎知識を大人向けにポイントを絞って解説します。情報格差
の負け組にならないために、新しいテクノロジーを理解しやすくなる
ために、 ITスキルを習得しやすくなるために、社会やビジネスにおい
て今まさに激動の時代に直面している大人にこそ必要な知識を3時間で
学べる1冊です。

著 沼晃介　B5判　144頁
本体価格1480円　ISBN978-4-7981-5262-2

高校生が教わる 電子
書籍
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ネットワークスペシャリスト 2017年版データベーススペシャリスト 2018年版

プロジェクトマネージャ 2018年版

高度試験 午前Ⅰ・Ⅱ 2018年版

ITストラテジスト 2017年版

情報処理安全確保支援士 2018年版

ネットワークスペシャリスト試験の対策書です。出題傾向を分析した、
解答テクニックやプロセスはもちろん、難関の午後問題を攻略するた
めの様々な対策を伝授します。頻出項目をもれなくおさえ、より深く
理解することで午後試験を突破する実力を身につけることができます。
トータル10年分の全問題をくわしい解説付きで提供。（2018年3月改
定予定）

データベーススペシャリスト試験の対策書です。午後Ⅰ（記述式）と午
後Ⅱ（事例解析）の解答方法を詳解し、「合格できる解答の書き方」が学
べます。分野別の解説は、最新出題傾向に沿って見やすく覚えやすい
レイアウトで掲載。さらに過去16年分の試験問題（午前、午後Ⅰ、午後
Ⅱ）の詳しい解説をWebからダウンロードでき、確実に合格力が養え
ます。

プロジェクトマネージャ試験に合格するための知識とテクニック、学
習方法など、さまざまな情報を結集した対策書です。ほどよい分量に、
基礎知識の解説だけでなく、解答テクニックや学習プランの作成、モ
チベーションアップのためのコラムなどを凝縮。最新の過去問題を解
説とともに掲載し、さらに過去16年分の試験問題（午前・午後Ⅰ・午後
Ⅱ）を解答と解説付きでWebからダウンロード提供します。

春期・秋期試験の午前Ⅰ（記述式）と午前Ⅱ（論述式）の対策書です。よく
出る問題を厳選して掲載しているので効率よく学習でき、また問題の
背景となる知識も解説しているので、類似問題への対応力も養えます。
対応試験とレベルを明示してあるので自分に必要な問題が一目でわか
り、実戦力を効果的に身につけることができます。

ITストラテジスト試験の対策書です。午後試験対策に特化した内容と
なっており、午後Ⅰの記述式、午後Ⅱの論述式試験の指導に定評のあ
る著者が、誰にでも解答が導けるような方法論を解説。受験者が陥り
やすい着眼点のブレ、誤った解答表現、ルールを無視した論文設計など、
合格点に至らない解答パターンから脱出し、業務経験が乏しくても午
後試験に合格できるテクニックを伝授します。（2018年3月改定予定）

情報処理安全確保支援士試験の対策書です。セキュリティの専門家で
ある著者が幅広い出題範囲からポイントを絞って解説するので、効率
的に合格が目指せます。知識解説に加えて、過去問題を中心とした問
題演習を丁寧な解説とともに掲載しており、実戦力を効果的に身につ
けることができます。旧SC試験を含めた10回分の過去問題解説を
Webからダウンロード提供します。

著 ICTワークショップ　A5判　560頁著 三好康之　A5判　564頁

著 三好康之 ほか　A5判　664頁

著 松原敬二　A5判　624頁

著 広田航二　A5判　520頁

著 上原孝之　A5判　784頁

本体価格2880円　ISBN978-4-7981-5133-5本体価格2880円　ISBN978-4-7981-5346-9

本体価格2880円　ISBN978-4-7981-5349-0

本体価格2880円　ISBN978-4-7981-5347-6

本体価格3680円　ISBN978-4-7981-5132-8

本体価格2880円　ISBN978-4-7981-5418-3

情報処理教科書情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

情報処理教科書

システム監査技術者 2017～2018年版

難関の午後Ⅰ（記述式）、午後Ⅱ（論述式）問題の解答テクニックをわか
りやすく解説します。平成23年以降のすべての午後Ⅱ問題の模範解答
を提供（一部はダウンロード）。最新のシラバスや試験要綱に完全対応
し、 ポイントを押さえた解説で知識を整理できます。設問のパターンか
ら時間配分、学習方法まで網羅し、独学でも十分に合格を狙える学習
書です。

著 落合和雄　A5判　520頁
本体価格3880円　ISBN978-4-7981-4883-0

情報処理教科書
エンベデッドシステムスペシャリスト 2017～2018年版

情報処理技術者試験のプロフェッショナルと組込みソフトウェアのプロ
フェッショナルの2人の著者による、午後試験重点対策テキストです。
エンベデッドシステムスペシャリスト試験と組込み開発の現場を知り
尽くした著者たちが、試験合格に直結する必須の知識とテクニックを
伝授します。さらに、厳選した過去問および最新の過去問を丁寧な解
説とともに掲載しています。

著 牧隆史 ほか　A5判　592頁
本体価格3880円　ISBN978-4-7981-4886-1

情報処理教科書
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高度試験 午後Ⅰ記述 春期・秋期

午後Ⅰ（記述式）試験に特化した対策書です。情報処理技術者試験高度
系9区分に共通して課される、午後Ⅰ試験の解答プロセスを細分化し、
具体的かつ詳細に解説します。情報処理技術者試験の全区分に複数回
合格している著者のノウハウに加え、数々の試験に合格した執筆協力
者21名の実体験をフィードバック、安定して高得点が狙えるテクニッ
クが満載です。

著 ITのプロ46 ほか　A5判　448頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3854-1

情報処理教科書 電子
書籍 情報処理試験の計算問題がちゃんと解ける本 第2版 

計算を苦手とする人は多いですが、情報処理試験の計算問題は定番の
ものがほとんどなので、実は「計算問題＝得点問題」です。本書では、頻
出する重要な計算問題を確実に解けるようになることを目標に、数学
の基礎知識から解法のテクニックまでわかりやすく解説しています。

著 坂下夕里　A5判　320頁
本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5197-7

情報処理教科書 電子
書籍

サクサク解ける 情報処理試験の［書き込み式］計算問題ドリル

情報処理試験の計算問題は、本来は得点問題です。正解できるように
なるには、実際に手を動かしながら問題を解くのが一番。本書は計算
の基礎の基礎から扱う書き込み式のドリルなので、計算問題がどうし
ても苦手な人でも、自然と正解できる力が身につきます。

著 坂下夕里　B5判　144頁
本体価格1280円　ISBN978-4-7981-3186-3

情報処理教科書

資格試験

IT分野

IT Fundamentals ICT教育の必修科目（試験番号：FC0-U51）

Security+ セキュリティ社会の必修科目（試験番号：SY0-401） Network+ ネットワークエンジニアの必修科目（試験番号：N10-006） 第2版

ベンダーニュートラルな国際IT資格であり、世界標準のICT総合スキル
を評価する「CompTIA IT Fundamentals」の受験対策書です。執筆は
CompTIA資格試験を知り尽くした著者が担当。試験範囲をもれなくカ
バーしつつ、わかりやすい解説と章末のチェック問題により、今ICT
ユーザーに要求される基礎知識から具体的なスキルまでを身につける
ことができます。

ベンダーニュートラルな国際IT資格であり、セキュリティの総合スキル
を評価する「CompTIA Security+」の受験対策書です。執筆は
CompTIA資格試験を知り尽くした著者が担当。試験範囲をもれなくカ
バーしつつ、わかりやすい解説と章末のチェック問題により、セキュ
リティの基礎知識から具体的なスキル習得までを身につけることがで
きます。

ベンダーニュートラルな国際IT資格であり、ネットワークに関する総合
スキルを評価する「CompTIA Network+」の受験対策書です。執筆は
CompTIA資格試験を知り尽くした著者が担当。試験範囲をもれなくカ
バーしつつ、わかりやすい解説と章末のチェック問題により、ネット
ワークの基礎知識から実践的なスキル習得までを身につけることがで
きます。

著 越智徹 ほか　B5判　312頁

著 鈴木朋夫　B5判　360頁 著 阪西敏治 ほか　B5判　386頁

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-4338-5

本体価格4500円　ISBN978-4-7981-4180-0 本体価格4000円　ISBN978-4-7981-5016-1
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オラクルマスター Bronze 11g SQL 基礎Ⅰ

Oracle Database 11gに対応した試験プログラムのうち、 Bronze取
得のための学習書です。 Bronzeを取得するためには「11g SQL基礎I」
と「DBA 11g」の取得が必要ですが、本書はそのうち「11g SQL基礎I」
に対応した内容になっています。データベースを学んだことがない方
から、すでにオラクルを使用している方にまでおすすめです。

著 NRIラーニングネットワーク株式会社　A5判　440頁
本体価格2980円　ISBN978-4-7981-1554-2

やさしく学ぶ

オラクルマスター Bronze DBA 11g

Oracle Database 11gに対応した試験プログラムのうち、 Bronze取
得のための学習書です。 Bronzeを取得するためには「11g SQL基礎 I」
と「DBA 11g」の取得が必要ですが、本書はそのうち「DBA 11g」に対
応した内容になっています。データベースを学んだことがない方から、
すでにオラクルを使用している方まで、おすすめの１冊です。

著 NRIラーニングネットワーク株式会社　A5判　344頁
本体価格2980円　ISBN978-4-7981-1553-5

やさしく学ぶ
Bronze DBA 11g スピードマスター問題集

各カテゴリーの問題+総仕上げ（模擬試験）問題2回分、計350問以上を
収録。模擬試験1回分はCBT形式対応の制限時間+採点機能付きプログ
ラム（iStudy LE（Web版））で提供しており、本番さながらの試験を体
験できます。本試験の超定番対策書として刊行以来ご愛顧いただいて
いるオラクルマスター教科書のテキストとあわせて学習することで、合
格をより確かなものにできます。

著 林優子　A5判　312頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-2853-5

オラクルマスター教科書

Bronze Oracle Database 11g SQL基礎I 編 Bronze Oracle Database 12c SQL 基礎

「オラクルマスター教科書」と、大人気の学習ソフトウェア「iStudy for 
Oracle Master」がセットになった最強の学習教材です。 試験に必要
な重要ポイントを適切かつ簡潔に記載し、難解な用語や技術をわかり
やすく解説。実際の出題パターンに沿った練習問題や模擬試験を豊富
に収録し、「iStudy LE」との併用で、より実践的な実力を習得できます。

持ち歩きやすい「解説編（テキスト）」と「試験対策編（問題集）」の2分冊構
成です。テキストでは試験範囲の技術・知識を、やさしく丁寧な解説と
豊富な図表・実行例でわかりやすく解説。問題集では、実際の試験と同
じ形式、同じレベルの問題を豊富に収録し、わからなかった場合のテ
キスト参照先を明示して復習しやすくしています。

著 株式会社 システム・テクノロジー・アイ 林優子　A5判　504頁 著 株式会社 システム・テクノロジー・アイ 桜井裕実 ほか　A5判　546頁
本体価格3800円　ISBN978-4-7981-1661-7 本体価格3800円　ISBN978-4-7981-3654-7

オラクルマスター教科書 オラクルマスター教科書
DVD

Bronze Oracle Database DBA11g編 第2版 Bronze Oracle Database DBA12c

Silver Oracle Database 12c 

Javaプログラマ Bronze SE7/8

「これからOracleを学ぼう！」としている初心者にもわかりやすい解説
と図表のほか、試験に出るところや合格へのポイントを解説。読者特
典のeラーニング教材「iStudy for Oracle Master Limited Edition 
Web版」により、実際の試験のようにCBT方式で模擬試験にトライで
きます。

オラクルマスターBronze DBA12c試験の対策書です。1冊ずつ取り外
し可能な解説編と練習問題編の2分冊構成で、解説編では試験で問われ
るデータベースの運用管理について解説。練習問題編には本試験と同
形式・同レベルの問題を豊富に収録し、さらにWeb上で受けられる模
擬試験「iStudy LE Web版」で本試験に備えた腕試しができます。

1冊ずつ取り外し可能な解説編1・2と練習問題編の3分冊構成の学習書
です。解説編は幅広い出題範囲に対応し、試験で問われるポイントを
わかりやすく解説します。練習問題編は、本試験と同形式・同レベルの
問題を豊富に収録。さらに、Web上で受けられる模擬試験「iStudy LE 
Web版」で、本試験の実戦練習をすることができます。

オラクル認定資格JavaプログラマBronze試験の対策書です。初めてプ
ログラミングを学ぶ人でも無理なく合格が目指せるよう、学習環境の
セットアップからオブジェクト指向プログラミングの基礎まで丁寧に
解説します。サンプルコードを使って動作を確認しながら学習し、豊
富な練習問題と模擬試験にトライすることで万全の試験対策ができま
す。

著 株式会社システム・テクノロジー・アイ 林優子 ほか　A5判　420頁 著 株式会社システム・テクノロジー・アイ 林優子　A5判　528頁

著 株式会社システム・テクノロジー・アイ 林優子 ほか　A5判　776頁

著 有限会社ナレッジデザイン 山本道子　A5判　344頁

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-2854-2 本体価格3800円　ISBN978-4-7981-3693-6

本体価格3980円　ISBN978-4-7981-4356-9

本体価格3400円　ISBN978-4-7981-4271-5

オラクルマスター教科書 オラクルマスター教科書

オラクルマスター教科書

オラクル認定資格教科書

Silver Oracle Database DBA11g 編

Silver DBA11gはインストールや環境構築、バックアップ/リカバリな
ど、大規模データベース管理者として必要な知識が問われる、広範囲
で難易度の高い試験です。本書は、オラクルマスター教育の第一人者
である人気講師が重要なポイントをピックアップして、わかりやすく
解説します。本書掲載の模擬問題をすべて収録した、大人気の模擬試
験ソフトウェア「iStudy LE」付き。

著 株式会社システム・テクノロジー・アイ 林優子　A5判　648頁
本体価格3980円　ISBN978-4-7981-1893-2

オラクルマスター教科書
CD

Javaプログラマ Bronze SE 7/8 スピードマスター問題集 
著 日本サード・パーティ株式会社　A5判　304頁
本体価格2500円　ISBN978-4-7981-4272-2

オラクル認定資格教科書

Javaプログラマ Silver SE 7

Javaプログラマ Silver SE 8

丁寧な解説と豊富な練習問題で、プロ向けの基本資格「Silver SE 7」へ
の合格をしっかりバックアップします。 90本に迫る数のサンプルプロ
グラムを収録し、手を動かしながら実力を身につけられます。本試験
を意識して作成された巻末の模擬試験で、学習の仕上げ・弱点補強が可
能。

Java試験対策の第一人者である著者が、 Javaプログラミングの基礎か
らオブジェクト指向の基礎知識まで、初心者にもわかりやすいように
丁寧に解説します。章末には豊富な練習問題を掲載し、さらに本試験
と同じ60問の模擬試験を巻末に収録。 サンプルコードはすべてダウン
ロード可能で、動作を確認しながら学習できます。

著 有限会社ナレッジデザイン 山本道子 　A5判　432頁

著 有限会社ナレッジデザイン 山本道子　A5判　472頁

本体価格3600円　ISBN978-4-7981-2862-7

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-4273-9

オラクル認定資格教科書

オラクル認定資格教科書

Javaプログラマ Silver SE 7 スピードマスター問題集

Javaプログラマ Silver SE 8 スピードマスター問題集 

Java教育に定評のある著者が、最新試験を徹底分析し、よく出るポイ
ントを押さえて分野別に執筆。各問のすぐ後ろには、豊富な図解と詳
しい解説があり、問題を解いていくことで確実に実力が付きます。巻
末には、本試験形式の模擬試験が付いており、学習の総仕上げができ
ます。「Bronze SE 7/8試験（1Z0-814）」にも対応。

解くだけで合格力がみるみる身につく分野別問題+模擬試験1回分
=308問を、わかりやすい解説とともに収録。問題→解説の順にテンポ
よく読み進められ、短期間で実力養成が可能です。サンプルコードは
ダウンロードでき、手を動かしながら学習できます。問題の重要度が
一目でわかるアイコン付き。

著 日本サード・パーティ株式会社　A5判　430頁

著 日本サード・パーティ株式会社　A5判　440頁

本体価格3000円　ISBN978-4-7981-3166-5

本体価格3000円　ISBN978-4-7981-4274-6

オラクル認定資格教科書

オラクル認定資格教科書
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Cloud+ クラウド時代の必修科目（試験番号：CV0-001）

本書は、需要の高いクラウドの総合スキルを評価する「CompTIA 
Cloud+」の対策書です。執筆はCompTIA資格の試験を知り尽くした
著者が担当しており、試験範囲をもれなくカバー。わかりやすい解説
で技術知識を深め、章末のチェック問題で内容の理解度を確認するこ
とで、不得手な分野も効率よく学習できます。

著 越智徹 ほか　B5判　200頁
本体価格3500円　ISBN978-4-7981-4179-4

Get! CompTIA 電子
書籍

Oracle Javaの最新試験「SE 7/8（IZ0-814）試験」を徹底的に分析し、
書き下ろした対策問題集です。わかりやすい解説と豊富な図解で初心
者でも無理なく学べる仕様になっています。学習する上で得意な分野、
不得意な分野を確認できるため、各項目に対する理解がより深まりま
す。
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Javaプログラマ Silver SE8 2週間速習講座

JavaプログラマSilver SE 8試験（試験番号1Z0-809）のいちばんやさし
い学習書です。試験合格だけにフォーカスし、「コードを実行～確認」
の繰り返しでJavaの仕組みを解説します。「試験に出るところだけ」を
「短期間」に「効率よく」学習し、最終章の模擬試験を解いて総仕上げす
ることで確実な合格力が身につきます。

著 福田竜郎　A5判　384頁
本体価格2600円　ISBN978-4-7981-5178-6

オラクル認定資格教科書 とにかく受かりたいひとのための

Javaプログラマ Gold SE 8 

Javaプログラマ Gold SE 8 スピードマスター問題集

Javaプログラマ試験対策の第一人者による定番の試験対策書です。 SE 
8へのバージョンアップによって拡大した出題範囲を詳しく解説。サン
プルコードで動作を確認しながら学習でき、さらに試験対策として豊
富に掲載された練習問題と模擬試験を解くことで、実践力を養えます。
重要ポイントの確認に便利な「試験直前チェックシート」つき。

Java Goldの最新試験（IZ0-809）を徹底的に分析し、書き下ろした対
策問題集です。分野ごとの練習問題+本番さながらの模擬試験=330問
を、各問ごとに詳しい解説とともに収録。図表が豊富でわかりやすく、
さらにサンプルコード付なので手を動かしながら学習できます。問題
の重要度が一目でわかるアイコン付き。

著 山本道子　A5判　600頁

著 日本サード・パーティ株式会社　A5判　504頁

本体価格4200円　ISBN978-4-7981-4682-9

本体価格3600円　ISBN978-4-7981-4681-2

オラクル認定資格教科書

オラクル認定資格教科書
イラストでそこそこわかる LPIC 1年生 

「LPIC レベル1」の受験をきっかけにLinuxを学ぶ人のための入門書で
す。イラストをたくさん使い、「ディレクトリってなに？」「コマンドっ
てなに？」という初歩の初歩からわかりやすく丁寧に解説します。これ
までLinuxを使ったことがない、WindowsやMacしか使ったことがな
い、スマホしか持ったことがないといった人におすすめの1冊です。

著 河野寿　A5判　304頁
本体価格2400円　ISBN978-4-7981-4406-1

Javaプログラマ Gold SE 7

Gold SE 7試験で問われるのは、オブジェクト指向によるクラス設計か
ら、 I/OやDBアクセスなどのAPI、例外処理やスレッド・並行処理ま
での非常に高いスキルであり、学習には受験に最適な解説と練習問題
が必要です。本書はサンプルコードや図表で高度な機能や技術もわか
りやすく解説。実力チェックのための章末問題、本番さながらの模擬
試験など合格に必要なものはすべて収録しています。

著 有限会社ナレッジデザイン 山本道子　A5判　560頁
本体価格4200円　ISBN978-4-7981-3337-9

オラクル認定資格教科書

Javaプログラマ Gold SE 7 スピードマスター問題集

本書はOracle Certified Java Programmer Gold SE 7認定資格の対
策問題集です。 Java SE 7 Programmer試験の項目と同じ構成になっ
ており、得意な分野や不得意な分野の確認ができ、最短合格のための
実力が養えます。

著 日本サード・パーティ株式会社　A5判　476頁
本体価格3600円　ISBN978-4-7981-3505-2

オラクル認定資格教科書
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電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

LPICレベル1 スピードマスター問題集 Version4.0対応

LPICレベル1の最新試験（Version 4.0）に対応した試験対策問題集で
す。前半に「101試験」、後半に「102試験」の対策問題があり、それぞ
れの模擬試験も収録。各問ごとに詳しい解説を掲載しているので、問
題を解いていくことで確実に実力が養えます。なお、本書はLPIが行なっ
ている厳正な審査に合格した「LPI認定トレーニングマテリアル」です。

著 有限会社ナレッジデザイン 山本道子 ほか　A5判　504頁
本体価格2500円　ISBN978-4-7981-4189-3

Linux教科書 電子
書籍

LPICレベル2 Version4.5対応 LPICレベル2 スピードマスター問題集 Version4.5対応

LPICレベル1 Version4.0対応

「レベル2」の最新バージョン4.5に対応した学習書です。 LPI認定テキ
ストとして出題範囲を完全網羅し、豊富な用例をまじえながらわかり
やすく解説しています。 LPIC試験の対策書としてはもちろん、 Linux
の学習書としても有用な1冊です。各章末に豊富な練習問題を掲載し、
さらに模擬試験1回分を収録。 Linux実習環境をWebからダウンロー
ドできます。

Linux教育に定評のある著者が、最新試験を徹底的に分析し、書き下ろ
した試験対策問題集です。試験別、分野別に対策問題があり、それぞ
れの試験ごとの模擬試験も収録。各問ごとに詳しい解説があり、問題
を解いていくことで確実に実力が付きます。本書はLPIが行っている厳
正な審査に合格した「LPI認定トレーニングマテリアル」です。

LPICレベル1試験の最新試験（Version 4.0）に対応した学習書です。 LPI認定テキストとして
で習学に的果効で題問習練な富豊と説解いしさや、し羅網を囲範題出の」験試201「」験試101「

きます。章ごとに学習内容を確認するための練習問題を収録し、さらに本試験に向けての腕試
しとして「101試験」「102試験」の模擬問題を各1回分収録。 Linux実習環境をWebサイトから
ダウンロードでき、 LPIC試験の対策書としても、 Linuxの学習書としても有用な1冊です。

著 中島能和 ほか　A5判　640頁 著 有限会社ナレッジデザイン大竹龍史　A5判　536頁

著 リナックスアカデミー 中島能和　A5判　576頁

本体価格4000円　ISBN978-4-7981-5125-0 本体価格3000円　ISBN978-4-7981-5123-6

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-4191-6

Linux教科書 Linux教科書

Linux教科書

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

LPICレベル3 300試験

LPICの 最 上 位 に 位 置 す る レ ベ ル3の300試 験（LPI 300 Mixed 
Environment Exam Version1.0)に対応した学習書です。出題範囲の
2大テーマであるOpenLDAPとSambaそれぞれの第一人者、および
Linuxのカリスマ講師が執筆。わかりやすい解説と、豊富な練習問題と
模擬試験で着実に合格力を養えます。

著 濱野賢一朗 ほか　A5判　360頁
本体価格4500円　ISBN978-4-7981-3768-1

Linux教科書 電子
書籍 OSS-DB Silver

オープンソースデータベースのエキスパートが集結して書き下ろした、
OSS-DB Silver試験の公認テキストです。「わかりやすい解説」、「力試
しの練習問題」、「仕上げの模擬試験」の3ステップで学習することに
よって効果的に受験準備が可能。業務でオープンソースデータベース
に携わっている方はもちろん、そうでない方まで幅広い層におすすめ
です。

著 福岡博 ほか　A5判　416頁
本体価格3800円　ISBN978-4-7981-2442-1

OSS教科書 電子
書籍

SQL Server 2012 （試験番号：70-462）

Windows 10 （試験番号：70-697) スピードマスター問題集

Windows 10 （試験番号：70-698)

本書は3つの試験からなるSQL Server 2012のエントリー資格
（MCSA）のうち、Microsoft SQL Server 2012 データベース管理（試
験番号：70-462）対応の対策書です。本試験を知り尽くしたSQL 
Server技術教育の第一人者による丁寧な解説に加え、各章末や巻末に
は多くの練習問題が収録されているので、この1冊で確実に合格する実
力がつきます。

MCPのWindows 10についてのスキルを測る70-697:Configuring 
Windows Devices試験に対応した問題集です。対策講座に定評のあ
る著者が、試験内容を徹底的に分析して執筆。分野ごとの練習問題+本
番さながらの模擬試験で、合格力を養えます。

MCPのWindows 10についてのスキルを測る70-698:Installing and 
Configuring Windows 10試験の対策書です。セミナー等でも大人気
の現役講師が執筆。操作画面画像を豊富に交えたわかりやすい解説で、
つまずくことなく学習できます。 最新の試験傾向にも対応しており、
本書だけで無理なく合格を目指せます。

著 エディフィストラーニング株式会社 沖要知　A5判　548頁

著 株式会社富士通ラーニングメディア 岡崎佑治 ほか　A5判　336頁

著 エディフィストラーニング株式会社 甲田章子　A5判　592頁
本体価格3980円　ISBN978-4-7981-3027-9

本体価格3200円　ISBN978-4-7981-4967-7

予価3800円　ISBN978-4-7981-5070-3

MCP教科書

MCP教科書

MCP教科書電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

Windows Server 2012（試験番号：70-410）［R2対応版］

Windows Server2012（試験番号70-410）試験の対策書です。最新の
R2試験に対応。試験に必要な知識を図解でわかりやすく的確に解説し
ます。各章末には練習問題を、巻末には模擬試験を収載。 この1冊で
合格力が身につきます。

著 エディフィストラーニング株式会社 阿部直樹 ほか　A5判　520頁
本体価格4200円　ISBN978-4-7981-4187-9

MCP教科書 電子
書籍
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HTML5レベル1

HTML5プロフェッショナル認定試験レベル1 スピードマスター問題集 Ver.2.0対応

Word2013テキスト＆問題集

Excel2013テキスト＆問題集

HTML5プロフェッショナル認定資格レベル1に対応した試験対策書で
す。出題範囲を完全網羅しつつも、最速で試験に合格することを目指
せる構成となっています。狙われやすい項目を3段階の「重要度」で示し
ているため、メリハリを利かせた学習が可能。各節末に出題ポイント
をついた練習問題を掲載し、さらに読者特典として模擬試験問題を
Webからダウンロードできます。

「HTML5 プロフェッショナル認定試験」の最新の出題範囲に対応した
問題集です。解くだけで合格力がみるみる身につく分野別問題+模擬試
験1回分を、わかりやすい解説とともに収録。問題→解説の順にテンポ
よく読み進められ、短期間で実力養成が可能です。

Microsoft Office Specialist（通称：MOS）Word2013の試験対策書で
す。フルカラーの紙面で操作手順をわかりやすく丁寧に解説。さらに
試験画面に対応した全5回の模擬試験プログラムで本番さながらの体験
ができるため、試験対策はこの1冊でバッチリです。

Microsoft Office Specialist（通称：MOS）Excel2013の試験対策書で
す。フルカラーの紙面で操作手順をわかりやすく丁寧に解説。さらに
試験画面に対応した全5回の模擬試験プログラムで本番さながらの体験
ができるため、試験対策はこの1冊でバッチリです。

著 吉川徹 ほか　A5判　394頁

著 富士通ラーニングメディア　A5判　288頁

著 エディフィストラーニング株式会社 宮内明美　A5判　384頁

著 エディフィストラーニング株式会社 宮内明美　A5判　384頁

本体価格3400円　ISBN978-4-7981-3583-0

予価2800円　ISBN978-4-7981-5461-9

本体価格2380円　ISBN978-4-7981-3819-0

本体価格2380円　ISBN978-4-7981-3818-3

HTML教科書

HTML教科書

マイクロソフトオフィス教科書

マイクロソフトオフィス教科書

Windows Server 2012 （試験番号：70-412）

Windows Server 2012 （試験番号：70-410） スピードマスター問題集

Windows Server 2012 (試験番号70-412)試験の対策書です。最新の
R2試験に対応。試験に必要な知識を図解でわかりやすく的確に解説し
ます。各章末には練習問題を、巻末には模擬試験を収載。 この1冊で
合格力が身につきます。

Windows Server 2012（試験番号70-410）の最新試験（R2対応試験）
を徹底的に分析し、書き下ろした試験対策問題集です。分野別問題+模
擬試験1回分=266問を、MCP教育に定評のある著者による解説とと
もに収録。問題→解説の順にテンポよく読み進められ、短期間で実力
が養成できます。

著 エディフィストラーニング株式会社 阿部直樹 ほか　A5判　472頁

著 株式会社日立インフォメーションアカデミー　A5判　360頁

本体価格4300円　ISBN978-4-7981-4003-2

本体価格3400円　ISBN978-4-7981-4243-2

MCP教科書

MCP教科書
Windows Server 2012（試験番号：70-411）［R2対応版］

本書は、 3つの試験からなるWindows Server 2012のエントリー資
格（MCSA）のうちの2番目の試験（Windows Server 2012 の管理/試
験番号：70-411）の対策書です。実績ある講師陣による丁寧かつわか
りやすい解説に加え、各章末や巻末には練習問題が豊富に収録されて
いるので、この1冊で確実に合格する力が身につきます。

著 エディフィストラーニング株式会社 川合隆夫 ほか　A5判　528頁
本体価格4300円　ISBN978-4-7981-4352-1

MCP教科書

CCNP Routing and Switching ROUTE テキスト&問題集 ［対応試験］300-101J

CCNP Routing and Switching SWITCH テキスト＆問題集 ［対応試験］300-115J

CCNA Routing and Switching ICND2編 v3.0 テキスト＆問題集 ［対応試験］200-105J/200-125J

シスコ技術者認定の中級資格の1つである「CCNP Routing and 
Switching 300-101J ROUTE」試験の対策書です。試験を熟知した現
役人気講師による書き下ろしで、図表を豊富に用いて出題ポイントを
わかりやすく解説。模擬試験付きなので、この1冊で合格力が身につき
ます。

シスコ技術者認定の中級資格の1つである「CCNP Routing and 
Switching 300-115J SWITCH」試験の対策書です。試験を熟知した
現役人気講師による書き下ろしで、図表を豊富に用いて出題ポイント
をわかりやすく解説。模擬試験付きなので、この1冊で合格力が身につ
きます。

シスコのネットワーク製品・技術に関するスキルを認定する「CCNA 
Routing and Switching」の学習書です。CCNA ICND2の最新試験で
あるv3.0に完全対応。豊富な図表と出力例を用いて試験で狙われやす
いテーマを丁寧に解説します。Cisco製のルータやスイッチがお手元
にない方のために、実機の操作がよくわかる詳しい解説付きの動画を
読者特典として提供。

著 システムアーキテクチュアナレッジ 中道賢　A5判　712頁

著 システムアーキテクチュアナレッジ 中道賢　A5判　496頁

著 システムアーキテクチュアナレッジ 中道賢　A5判　624頁

本体価格4400円　ISBN978-4-7981-4120-6

本体価格4400円　ISBN978-4-7981-4121-3

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-5014-7

シスコ技術者認定教科書

シスコ技術者認定教科書

シスコ技術者認定教科書
.com Master ADVANCE 第2版

CCNP Routing and Switching TSHOOT テキスト&問題集 ［対応試験］300-135J

「.com Master ADVANCE ★（シングルスター）」と「.com Master 
ADVANCE ★★（ダブルスター）」試験対策用のテキスト＆問題集です。
カテゴリごとの難易度と重要度をアイコンで明示しているので、学習
状況にあわせて効率良く学ぶことができます。章末には、検定問題の
出題傾向を徹底分析し、出題傾向に基づいた練習問題を掲載。この1冊
で合格を狙えます。

シスコ技術者認定の中級資格の1つである「CCNP Routing and 
Switching 300-135J TSHOOT」試験の学習書です。 2015年1月末よ
り始まった新試験に完全対応し、豊富な図表と出力例を用いて狙われ
やすいテーマを体系的かつ丁寧に解説しています。模擬試験付きなの
で、この1冊で合格力が身につきます。

著 NTTラーニングシステムズ株式会社　A5判　576頁

著 システムアーキテクチュアナレッジ 中道賢 　A5判　528頁

本体価格3400円　ISBN978-4-7981-4841-0

本体価格4400円　ISBN978-4-7981-4122-0

.com Master教科書

シスコ技術者認定教科書

ITIL ファンデーション シラバス2011

ITILファンデーションはシステム運用管理のプロのためのエントリー資
格で、「システム開発から運用管理へ」という時代の流れに乗って大き
な注目を集めている人気資格です。本書は最新バージョンのITIL 2011 
Editionに対応した対策書です。わかりやすい解説に加え、各項目の後
に確認問題約120問、巻末に模擬試験２回分80問を収録しています。

著 株式会社日立東日本ソリューションズ 笹森俊裕 ほか　A5判　504頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-2570-1

IT Service Management教科書

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

CCENT/CCNA Routing and Switching ICND1 v3.0 テキスト&問題集
［対応試験］100-105J／200-125J

本書はシスコのネットワーク製品・技術に関す
るスキルを認定する「シスコ技術者認定プログラ
ム」のエントリー資格の1つ「CCNA Routing 
and Switching」の学習書です。CCENTおよび
CCNA ICND1の最新試験であるv3.0に完全対
応。現役エンジニアでもある人気講師が豊富な
図表と出力例を用いて、狙われやすいテーマを
丁寧に解説します。節末には確認問題を、巻末
には2回分の模擬試験問題を収録し、さらに特
典として、練習問題がダウンロードできるので、
試験さながらの演習が十分に行なえます。確実
な合格力が養える1冊です。

著 システムアーキテクチュアナレッジ 中道賢　A5判　544頁
本体価格3800円　ISBN978-4-7981-5013-0

シスコ技術者認定教科書 電子
書籍

Now
Printing
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資格試験

電気/工学分野

第一種電気工事士［筆記試験］合格ガイド 第2版

第一種電気工事士［筆記試験］の対策書です。受験指導者として高い人
気と実績を誇る著者が試験内容を徹底的に分析し、出題頻度が高く、
得点しやすいテーマばかりを集めて丁寧に解説。合格基準の目安60点
＋αの得点を目標に、勉強時間がなかなか取れない忙しい社会人の方
でもこの1冊で筆記試験の一発クリアを目指せます。

著 早川義晴　B5判　292頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3687-5

電気教科書

第一種電気工事士 出るとこだけ！ 筆記試験の要点整理

電験三種合格ガイド 第2版

電験三種 ［書き込み式］計算問題ドリル 第2版

本書は、第一種電気工事士［筆記試験］の対策書です。実績ある著者が「合
格の素」を集めて書き下ろしました。試験によく出ている重要事項と過
去問題を1冊にコンパクトにまとめているので、試験直前対策としての
利用はもちろん、勉強する時間がなかなかとれない人や効率的に学習
したい人にはぴったりの内容となっています。

試験対策の指導者として人気と実績を誇る著者が試験内容を徹底的に
分析し、「合格するための知識とテクニックの習得」にこだわって解説。
「理論」「電力」「機械」「法規」の全科目に対応し、合格に必要なポイント
を厳選しているので広範な試験範囲を無駄なく効率よく学べます。「2
抵抗の並列合成抵抗といえば和分の積」という“○○といえば□□”方式
で難解な項目もすっきり理解できます。

電験三種に合格するためには、何が何でも計算問題を克服しなくては
なりません。本書は小学校の算数と理科の復習からはじめるので、理
系分野に苦手意識を持つ方でも安心して学習を進めることができます。
試験勉強を始めたけれど、どこから手をつけていいかわからないといっ
た方におすすめのサブテキストです。

著 早川義晴　B6変判　264頁

著 早川義晴　A5判　552頁

著 松川文弥　B5判　216頁

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-3187-0

本体価格3000円　ISBN978-4-7981-3343-0

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-5227-1

電気教科書

電気教科書

電気教科書
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第二種電気工事士 出るとこだけ！
筆記試験の要点整理

第二種電気工事士［筆記試験］
はじめての人でも受かるテキスト＆問題集2018年版

試験内容を徹底的に分析し、「合格するための知
識とテクニックの習得」にこだわって解説。「専
門用語にルビ」「図版を多用」「計算式を丁寧に展
開」といった工夫が盛りだくさん。電気技術の初
学者や数学が苦手な人も安心して合格を目指せ
ます。
【本書の特長】

 ● 試験によく出る配線器具・工具・測定器等の写真を
実際の試験問題と同様、カラーで巻頭に掲載してい
ます。

 ● 持ち歩きに便利なコンパクトサイズで、休み時間や
通勤・通学時間を利用して、いつでもどこでも学習
できます。

効率よく合格点（60点）を取るための教科書で
す。全ページカラーで、おぼえやすい・点を取
りやすい分野から学べるよう構成。難しい語は
フリガナ入りで、重要語句の暗記に便利な赤い
シートも付いています。巻末に平成29年度の試
験問題と解説を収録。さらに過去13回分の試験
問題・解説をダウンロード提供し、過去問題集
としても使える内容です。

【本書の特長】
 ● 豊富なカラー写真・図版でおぼえやすい
 ● 暗記に便利な赤いシート付き
 ● 過去13回分の試験問題・解説をWebダウンロードで
きる

 ● Webアプリで鑑別問題の演習ができる

著 早川義晴 ほか　B6変判　224頁

著 早川義晴　B5判　352頁

本体価格1300円　ISBN978-4-7981-2849-8

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5524-1

電気教科書

電気教科書

電子
書籍

2級ボイラー技士 テキスト＆問題集

試験によく出る項目を厳選して、ボイラーになじみのない方でも理解
しやすいように図解や写真、イラストを多く用いてやさしく解説。節
末には○×問題、章末には練習問題、巻末とWebに模擬試験2回分を
収録。初学者におすすめの対策書です。

著 中村央理雄　A5判　260頁
本体価格1980円　ISBN978-4-7981-4055-1

工学教科書 電子
書籍

電験三種 出るとこだけ！専門用語・公式・法規の要点整理 第2版

広大な試験範囲の中から、合格を目指すためには必ず覚えたい頻出し
ているテーマだけを選び、電験三種特有の専門用語や公式・法規を簡潔
に解説します。さらに、計算問題を中心に例題を豊富に収録。

著 早川義晴　B6変判　278頁
本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3344-7

電気教科書

工事担任者 DD第1種 合格ガイド

本書はネットワーク接続技術者のための国家資格である「工事担任者」
の試験対策書籍です。 7つある資格区分のうち、「DD※第1種」に対応
しています。 3つの試験科目全てに対応し、テキスト＋問題集の構成
なので、この1冊で合格を目指すことが可能です。※DD＝Digital 
Data。ブロードバンドインターネット、広域イーサ等のデジタルデー
タ伝送サービスに関わる接続を工事の範囲とする。

著 木下稔雅　B5判　304頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3366-9

電気通信教科書

電子
書籍

電子
書籍

2級建築施工管理技士合格ガイド 2級土木施工管理士 学科試験・実施試験 合格ガイド

1級建築施工管理技士 実地試験 書ける・分かる記述例集1級建築施工管理技士 学科 テキスト＆問題集

専門学校などの教育機関で長年教鞭を執ってきた著者が、そのノウハ
ウを惜しみなく結集した試験対策書です。この1冊に学科、実地の両試
験の対策を収録。「よく出るところだけを」というリクエストに応え、
短時間で効率よく学習できるよう、必須の知識にポイントを絞ってコ
ンパクトにまとめています。

2級土木施工管理士の学科／実地試験の両方をカバーした、この「1冊だ
け」で試験合格を目指せるテキストです。過去8年の出題傾向を徹底分
析し、試験によく出る分野に集中して解説。実地試験の経験記述対策は、
過去受験者の答案の添削を見ながら学習していくので、答案作成のコ
ツがよくわかります。豊富な図表で、初学者でも安心して学習を進め
ることができます。

1級建築施工管理技士の実地試験に短時間の学習で合格するための対策
書です。重要度が高い工事概要、施工経験記述の記述例とアドバイス
を職種別に掲載し、現場監督だけでなく、躯体工事／仕上げ工事を専
門にする方にも配慮しています。簡潔な解説と、さまざまな環境に合
わせた解答例を豊富に掲載しているので、総合的な施工管理の経験が
足りない専門職出身の受験者にも最適です。

専門学校などの教育機関で長年教鞭を執ってきた著者が、合格ノウハ
ウを惜しみなく結集させた対策書です。必修の基礎項目から1級試験な
らではの重要ポイントまで必要知識をわかりやすく解説。さらに、過
去問題を選りすぐって作成した模擬試験を収録しているので、基礎知
識の育成から解答力の確認までをこの1冊で行うことができます。

著 中島良明　A5判　320頁 著 中村英紀　A5判　376頁

著 中島良明　B5判　304頁著 中島良明　A5判　400頁

本体価格2600円　ISBN978-4-7981-4128-2 本体価格2200円　ISBN978-4-7981-5027-7

本体価格2600円　ISBN978-4-7981-5225-7本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4463-4

建築土木教科書 建築土木教科書

建築土木教科書建築土木教科書
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資格試験

ビジネス分野

日商簿記3級 総仕上げ問題集 第2版 

日商簿記2級 商業簿記 テキスト＆問題集 第4版

日商簿記2級 工業簿記 総仕上げ問題集 第2版

日商簿記2級 工業簿記 テキスト＆問題集 第2版

日商簿記3級試験の対策問題集です。過去60回(20年)分の試験問題を
分析し、出題される可能性の高いパターンをすべて網羅。「これぐらい
わかっているだろう」ではなく「基礎から丁寧に」解説し、特に独学の人
がつまずきやすい勘定記入の問題や試算表の推定問題については誰で
も再現できる解き方を伝授します。

簿記受験生から絶大な支持を得ている著者が書き下ろした試験対策書
です。最近の試験に頻出している「精算表」「貸借対照表」「損益計算書」
などを、 4コマ漫画やイラストを用いて、基礎から丁寧に解説。テキ
ストで理解したあとは、練習問題を解いて知識を確実にできます。本
書の解き方をそのままマネするだけで、スイスイ解けるようになりま
す。

日商簿記2級 工業簿記試験の対策書です。試験レベルの問題について、
「これぐらいわかっているだろう」ではなく誰でも確実にわかるように
「基礎から丁寧に」解説。「下書き」をすべて掲載しているので、問題を
解くとき「自分でどのように手を動かせばいいか」を明確に理解するこ
とができます。受験生を悩ませる難しい問題である「原価差異分析」
「CVP分析」なども、誰でも再現できる解き方を収載。

簿記受験生から絶大な支持を得ている著者が書き下ろした試験対策書
です。 4コマ漫画やイラストを用いて、基礎から丁寧に解説。特に2級
の受験生がつまずきやすい論点や、出題実績の多い問題は詳しく解説
し、またBOX図の書き方も手取り足取り細かく紹介しています。さら
に本試験レベルの練習問題で確実に知識を定着できます。

著 よせだあつこ　A5判　320頁

著 よせだあつこ　A5判　496頁

著 よせだあつこ　A5判　400頁

著 よせだあつこ　A5判　384頁

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-4975-2

予価1500円　ISBN978-4-7981-5402-2

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5229-5

本体価格1400円　ISBN978-4-7981-4799-4

簿記教科書 パブロフ流でみんな合格

簿記教科書

簿記教科書

簿記教科書 パブロフ流でみんな合格

日商簿記3級 テキスト&問題集 第3版

日商簿記2級 商業簿記 総仕上げ問題集 第3版

日商簿記3級試験の対策書です。簿記習得の近
道は取引を理解すること。本書では4コマ漫画
やイラストで取引の流れをパッと理解すること
ができます。初めて簿記を学ぶ人でもわかるよ
うに専門用語を使わず、一つ一つ丁寧に解説。
さらに、専門用語や簿記の詳しい仕組みを用語
説明等に記載していますので、必要な知識も
しっかり学ぶことができます。
【スマホでもOK！ 著者の解き方動画付き】
受験生を悩ませる難しい問題は、著者の解き方
動画をWEBにアップしました。練習問題ページ
についているQRコードから簡単にアクセスで
きます。問題を解くときに「自分でどのように手
を動かせばいいのか」「下書きの書き方」などが、
動画でさらによくわかります。

日商簿記2級 商業簿記試験の対策書です。「これぐらい
わかっているだろう」ではなく、誰でも確実にわかるよ
うに基礎から丁寧に解説します。「下書き」をすべて掲
載しているので、問題を解くとき「自分でどのように手
を動かせばいいか」を明確に理解することができます。
過去20年分の本試験を分析！
過去60回（20年）分の試験問題を分析し、出題される
可能性の高いパターンをすべて網羅しました。さらに、
論点が明確になるように余計な部分をそぎ落とし、必
要な部分を付け加えたことにより、過去問を解くより
効率的な学習が可能になっています。
基礎から丁寧に解説！
受験生を悩ませる難しい問題、原価差異分析、CVP分
析なども誰でも再現できる解き方が書いてあります。

著 よせだあつこ　A5判　328頁

著 よせだあつこ　A5判　344頁

本体価格1300円　ISBN978-4-7981-5007-9

予価1800円　ISBN978-4-7981-5523-4

簿記教科書 パブロフ流でみんな合格

簿記教科書

測量士補合格ガイド1級土木施工管理技士 学科試験・実地試験 合格ガイド

ビル管理士 出るとこだけ！

ビジネス実務法務検定試験®3級 テキストいらずの問題集2018年版

ビジネス実務法務検定試験®2級 精選問題集 2018年版ビジネス実務法務検定試験®2級 完全合格テキスト 2018年版

出題範囲をコンパクトにまとめた試験対策書です。職業訓練施設および
各種教育機関で長年教鞭を執り、試験の最新傾向を知り尽くした著者
が、豊富な図表と写真でやさしく解説します。学習効果を計る確認問
題は、本試験によく出る問題を厳選して単元ごとに掲載。読者特典と
して予想問題をダウンロード提供します。（2017年2月改訂予定）

土木の現場を実際に経験し、専門教育機関で長年教鞭をとってきた著
者によるテキストです。学科試験対策と実地試験対策の2部構成。学科
対策では試験によく出る分野が効率よく学習でき、実地対策では「経験
記述」を30例掲載しているので、注意すべきポイントがよくわかりま
す。学科の要点攻略と充実の実地対策で、この1冊で合格を目指せます。

ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)試験の「出るとこだけ」を集めた
学習書です。試験によく出る180項目の解説と、重要過去問題をセッ
トで収録し、時間がない人も効率よく学習できます。持ち歩きに便利
なコンパクトサイズなので、スキマ時間の活用して短期間で合格力を
養えます。

1冊で合格するための実戦的な問題集です。問題文のページの裏に解
答・解説を載せているので、問題を読むときに答えが目に入りません。
95問を考えながら解いてゆくだけで、自然に合格レベルの力とビジネ
スの法務知識が身につきます。巻末には最新試験の全問を掲載。民法
改正にも対応しています。

本試験に向けた実戦的な問題集です。問題文のページの裏に解答・解説
を載せているので、問題を読むときに答えが目に入りません。 160問
を考えながら解いてゆくだけで、自然に合格レベルの力とビジネスの
法務知識が身につきます。巻末には最新2回の試験の全問を掲載。民法
改正にも対応しています。

合格に必要な情報を1冊にまとめたテキストです。ベテラン講師による
要点を押さえた解説に加え、出題傾向や学習方法についても説明。随
所に確認問題を掲載し、民法改正にもきめ細かく対応。合格レベルの
力を身につけながら最新の法務知識も得られる信頼の1冊です。

著 松原洋一　A5判　398頁著 中村英紀　B5判　432頁

著 石原鉄郎　B6判　288頁

著 菅谷貴子 ほか　A5判　256頁

著 厚井久弥 ほか　A5判　464頁著 塩島武徳　A5判　488頁

本体価格2600円　ISBN978-4-7981-4354-5予価2800円　ISBN978-4-7981-5445-9

本体価格1900円　ISBN978-4-7981-4882-3

予価1700円　ISBN978-4-7981-5448-0

予価3000円　ISBN978-4-7981-5446-6予価3500円　ISBN978-4-7981-5447-3

建築土木教科書建築土木教科書

建築土木教科書

法務教科書

法務教科書法務教科書
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販売士3級 一発合格テキスト 問題集 第3版
（リテールマーケティング）

サービス接遇検定 3・2級 テキスト＆問題集

販売士（リテールマーケティング）3級試験の対策書で
す。試験に出るところだけを厳選し、イラストや図
版を多用した解説で効率良く学べます。過去問だけ
でなく、「公式ハンドブック」改定後の2017年試験を
徹底分析しているので、試験の最新傾向がつかめま
す。100問の章末問題と本試験2回分の模擬試験を収
載し、充実の演習問題で確かな合格力を養えます。

【本書の特徴】
 ● 過去問だけでなく、ハンドブック改定後の2017年
試験を徹底分析。試験の最新傾向がつかめる！

 ● 頻出用語の覚え方や本書に載せられなかった補足を
欄外に「加点のポイント」として掲載！

 ● 100問の章末問題と本試験2回分の模擬試験を収
録！

サービス接遇検定試験の対策書です。著者は、
協会の現役の評議員で、当試験の第1回目から
運営委員を務めている西村氏。本書1冊で、 2級
テキストと2級問題集、 3級テキストと3級問題
集の役割を果たします。
【本書の特長】
各章はいくつかの Lesson に分かれ、 Lesson は解説
と問題に分かれています。
❶まず、解説をよく読む
❷一問一答を解く
❸章末の解答を確認する
❶～❸を繰り返し、各章の学習が終わったら、最後
に力試しです。
❹章末の練習問題を解く
この4つのステップで、合格できる力が確実に身につ
きます。

著 海光歩　A5判　304頁

著 西村この実 　A5判　240頁

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-5383-4

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-3255-6

販売士教科書

サービス業教科書

通関士過去問題集 2018年版 ｢通関実務｣集中対策問題集 第2版

通関士完全攻略ガイド 2018年版

第１回～第51回試験の全問題の中から重要な論点を含む問題を分野別
に精選し、現在の法令や出題形式に合わせて、効率的な試験学習がで
きるように収載しています。基礎から合格に必要な知識までこの１冊
で万全の総合学習が可能です。第51回試験（平成29年）の問題・解答・
解説を掲載。刊行後の法改正についてはWebダウンロードで提供。

近年ますます難化傾向にある「通関実務」の学習法と解き方を、「輸出入
申告書作成問題」「計算問題」「商品分類問題」に分けて解説。著者オリジ
ナルの練習問題を丹念に解くことで、合格につながる得点力が養えま
す。最新の法令に対応。

1冊で合格力が身につく試験対策書の決定版です。難しい条文もイラス
トや図表を多用してやさしく解説しているので、初学者でもつまずく
ことなく学習を進められます。章末に確認問題、巻末に模擬試験を掲載。
2色刷りで読みやすく、赤い文字が見えなくなるシートが付いているの
で、暗記学習にも便利です。刊行後の法改正についてはWebダウン
ロードで提供。

著 ヒューマンアカデミー 　A5判　712頁 著 ヒューマンアカデミー 　A5判　416頁

著 ヒューマンアカデミー 　A5判　872頁

予価3200円　ISBN978-4-7981-5393-3 本体価格3000円　ISBN978-4-7981-5248-6

本体価格3600円　ISBN978-4-7981-5392-6

通関士教科書 通関士教科書

通関士教科書

販売士2級 一発合格テキスト問題集 第2版

最短で合格できることを目指した究極の販売士試験対策書です。改訂
版『公式ハンドブック』に完全対応。過去問を徹底的に分析し、出ると
ころばかり取り上げ、イラストと図表を多用してわかりやすく解説。
巻末には「予想模擬問題」を収載。この1冊で効率よく学べ、合格が確実
に狙えます。

著 海光歩　A5判　352頁
本体価格2000円　ISBN978-4-7981-4027-8
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販売士教科書

旅行業務取扱管理者【総合・国内】 テキスト＆問題集 第3版

旅行業界最大手のJTBが設立した専門学校の講師陣による試験対策書で
す。「試験に出るポイント」に絞って掲載し、最難関の「海外旅行実務」
も丁寧に解説します。さらに過去問題を徹底分析し、試験に出る問題
を厳選して収録。この1冊で国内・総合試験の両方に対応しており、ポ
イントを押さえた解説で効率的に学習できます。

著 学校法人 国際文化アカデミー JTBトラベル＆ホテルカレッジ　A5判　680頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4910-3

観光・旅行教科書

アロマテラピー検定1級・2級 合格テキスト＆問題集 ＜公式テキスト2015年7月改訂版対応＞

年2回(5月、11月)のアロマテラピー検定試験の1級と2級どちらにも、
「1回でこの1冊だけで」合格できる学習書です。試験に出るところを押
さえ、ポイントを絞って解説。写真やイラストが豊富でカラーページ
も多いため、飽きずに楽しく効率的に学習を進められます。模擬問題4
回分（1級・2級各2回）を収録。

著 アロマテラピー検定対策研究会　A5判　272頁
本体価格1600円　ISBN978-4-7981-4353-8

AROMA教科書

超スピード合格！衛生管理者 第1種＋第2種 テキスト＆問題集第2版

第1種、第2種どちらも最短で1回で合格できるよう、試験に出るとこ
ろをガッチリ押さえたテキスト＆問題集です。試験の出題パターンを
徹底分析し、合格に必要な要点をまとめました。節ごとに1問1答問題、
章末には練習問題と、繰り返し問題を解くことで合格力を養えます。
巻末には重要キーワード集も掲載し、赤字を隠せる赤シートを使って
重要語句を効率的に暗記できます。

著 立石周志　A5判　312頁
本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5075-8

安全衛生教科書

電子
書籍

電子
書籍

日本語教育能力検定試験 分野別用語集 第2版 秘書検定 2・3級 らくらく合格 テキスト＆問題集

試験を知り尽くしたヒューマンアカデミーの講師陣が書き下ろした、
日本語教育能力検定試験によく出る用語を解説した用語集です。厳選
された重要用語を簡潔に分かりやすく説明するとともに、関連用語、
重要度も掲載。試験対策のみならず、日本語教育に携わるすべての人
が持っておきたい１冊です。

秘書検定の評議委員でもあり、長年試験対策講師としても活躍してい
る著者による、秘書検定合格のための決定版登場！１つ１つのトピッ
クが、テキスト＆一問一答の見開き完結なので、短時間でサクサク読
み進められ、知らぬ間に得点力UPが期待できます。本文は豪華オール
カラー。巻末に模擬試験2回分＋著者による動画解説付き！

著 ヒューマンアカデミー　A5判　350頁 著 西村この実　A5判　224頁
予価2600円　ISBN978-4-7981-5348-3 予価1180円　ISBN978-4-7981-5420-6

日本語教育教科書 秘書教科書電子
書籍

日本語教育能力検定試験 合格問題集 第2版

日本語教師の登竜門、日本語教育能力検定試験のための問題集です。実
績あるヒューマンアカデミーの講師が過去問を分析し、分野別問題演
習と模擬試験の2部構成で執筆。苦手とする人が多い「音声」および「記
述」の問題は別章を設けて徹底対策しています。 本試験と同じ形式の
模擬問題で試験の雰囲気と傾向をつかむことができます。試験2対策用
の音声CD付き。

著 ヒューマンアカデミー　B5判　256頁
本体価格2600円　ISBN978-4-7981-3809-1

日本語教育教科書
CD日本語教育能力検定試験 完全攻略ガイド 第4版

日本語教育能力検定試験に多くの合格者を輩出しているヒューマンア
カデミーの講師陣が、幅広い試験分野を1冊で学習できるよう内容を厳
選して、わかりやすく解説します。実力をチェックできる練習問題付き。
試験Ⅱ（聴解）対策用にCDを付け、試験Ⅲの記述問題対策用に添削例や
模擬解答を入れているので、独学でも合格する力が十分につきます。

著 ヒューマンアカデミー 　B5判　544頁
本体価格3200円　ISBN978-4-7981-4894-6

日本語教育教科書
CD電子
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資格試験

福祉分野

ケアマネジャー 完全合格テキスト 2018年版

ケアマネジャー 出る！出る！一問一答 第2版 ケアマネジャー 完全合格過去問題集 2018年版

介護福祉士 完全合格過去＆模擬問題集 2018年版

介護福祉士 出る！出る！一問一答 第2版

社会福祉士 完全合格テキスト 専門科目

社会福祉士 出る！出る！要点ブック 

社会福祉士・精神保健福祉士 完全合格テキスト 共通科目

社会福祉士 完全合格問題集 2018年版

精神保健福祉士 完全合格テキスト専門科目 第3版

保育士 完全合格テキスト 上 2018年版 保育士 完全合格テキスト 下 2018年版

精神保健福祉士 出る！出る！一問一答 専門科目 第2版

ケアマネジャー試験の対策書です。試験分野別の構成で、効率よく学
習できます。豊富なイメージイラストで重要ポイントが覚えやすく、さ
らに「ココが出た」「用語解説」などの補足説明も充実。必要な知識をしっ
かり理解できる工夫が満載なので、独学に最適です。

ケアマネジャー試験の一問一答問題集です。 6年分の過去問題を徹底分
析し、頻出度の高い重要項目を一問一答形式の○×問題にして収録。
左ページに問題、右ページに解答解説を配した見開き構成で見やすく、
コンパクトなB6変判サイズなので持ち歩きにも便利です。スキマ時間
を活かして効率的に学習を進めたい人におすすめです。

ケアマネジャー試験対策の問題集です。科目別問題、予想問題、そして
最新の過去問題を解説とともに収録。さらに、科目別に「加点のポイン
ト」を掲載し、得点力アップが図れます。姉妹書の『完全合格テキスト』
と併用することで、より効率的な学習が可能です。

介護福祉士国家試験対策の問題集です。科目別問題、模擬問題、最新試
験問題(第29回)を解説とともに収録。最新試験問題を解いて最新の傾
向と苦手分野を確認し、科目別問題で自分の弱点を克服、さらに本番
前に模擬試験を解いて直前の総仕上げができます。（2018年4月に
2019年版刊行予定）

介護福祉士試験の一問一答問題集です。重要問題1061問を専門家が
ピックアップ。左ページに問題、右ページに解答解説を配した見開き
の構成となっており、かつ一問一答形式の○×問題なので、受験者は
幅広い範囲の暗記事項を短時間でしっかり学習できます。判型はコン
パクトなB6変判なので、持ち歩きにも便利。電車の中など移動中の学
習にも最適です。

社会福祉士国家試験の対策書です。受験対策講座などを行っている経
験豊富な執筆陣が、それぞれの専門分野をしっかり分析・解説。豊富な
イメージイラストに加え、「ココが出た」「用語解説」などの充実した補
足説明で、合格に必要な知識がしっかり身につきます。

過去10年の出題傾向を分析し、科目ごとに頻出テーマを整理して、コ
ンパクトにまとめた対策書です。試験直前の要点チェックはもちろん、
本格学習を始める前に試験傾向をつかみたい、短時間でポイントをお
さえて問題演習に力を入れたいなど、さまざまなスタイルに対応でき
ます。持ち歩きに便利なB6判でスキマ時間を活かした学習にも最適で
す。

社会福祉士および精神保健福祉士国家試験の共通科目の対策書です。
受験対策講座などを行っている経験豊富な執筆陣が、それぞれの専門
分野を徹底分析・解説。豊富なイメージイラストに加え、「ココが出た」
「用語解説」などの充実した補足説明で、合格に必要な知識がしっかり
身につきます。

近年の出題傾向をふまえ、頻出する重要な過去問題を選んで科目別に
収録。選択肢ごとにわかりやすく解説し、ほどよいボリュームで「勉強
がサクサク進む！」と好評な問題集です。巻末の直近試験（第29回）の問
題＆解説は、出題傾向の把握とともに、本番前の実力チェックにも使
えます。受験対策や福祉現場での経験豊富な執筆陣のノウハウが詰まっ
た1冊です。（2018年4月に2019年版刊行予定）

やさしく丁寧な解説、理解を助ける豊富な図解とイラストで、初めて
受験される方でも無理なく学習が進められます。専門科目の６科目に
ついて、受験指導の経験豊富な執筆陣が近年の出題傾向を分析して、
重要項目をわかりやすく解説。さらに欄外には、「ココが出た」「用語解
説」「ひとこと」など試験で差が出る補足説明を掲載。スラスラ読めて、
合格に必要な知識がしっかり身につく1冊です。

過去5回以上の試験を徹底分析してつくり上げた、保育士試験対策テキ
ストです。新しい保育所保育指針（平成30年4月施行）に対応。頻出項
目が一目でわかる「出題キーワード一覧」＆「ココが出た！」で効率的な
学習ができます。試験に必ず出る「保育所保育指針」を巻末に全文掲載。
上巻では「社会福祉」「児童家庭福祉」「保育の心理学」「子どもの保健」の4
科目を扱っています。

過去5回以上の試験を徹底分析してつくり上げた、保育士試験対策テキ
ストです。新しい保育所保育指針（平成30年4月施行）に対応。頻出項
目が一目でわかる「出題キーワード一覧」＆「ココが出た！」で効率的な
学習ができます。試験に必ず出る「保育所保育指針」を巻末に全文掲載。
下巻では「子どもの食と栄養」「保育原理」「教育原理」「社会的養護」「保育
実習理論」の5科目を扱っています。

受験指導の経験豊富な執筆陣が試験傾向を分析し、重要な問題を一問
一答形式でまとめました。右ページの解説文は重要キーワードが赤字
になっており、付属の赤シートを重ねると穴埋め問題としても使えま
す。携帯しやすいサイズで、移動中やちょっとした空き時間に効率よ
く学習を進められます。苦手科目の攻略、試験前の最終チェックにお
すすめです。

著 ケアマネジャー試験対策研究会　A5判　496頁

著 ケアマネジャー試験対策研究会　B6変判　304頁著 ケアマネジャー試験対策研究会　B5判　352頁

著 国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科　B5判　464頁

著 国際医療福祉大学医療福祉学部医療福祉・マネジメント学科　B6変判　328頁

著 社会福祉士試験対策研究会　A5判　456頁

著 社会福祉士試験対策研究会　B6判　256頁

著 社会福祉士試験対策研究会　A5判　600頁

著 社会福祉士試験対策研究会　B5判　496頁

著 精神保健福祉士試験対策研究会　A5判　432頁

著 保育士試験対策委員会　A5判　352頁 著 保育士試験対策委員会 　A5判　368頁

著 精神保健福祉士試験対策研究会　B6変判　328頁

予価2600円　ISBN978-4-7981-5304-9

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-4552-5本体価格2500円　ISBN978-4-7981-5306-3

本体価格2500円　ISBN978-4-7981-5129-8

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-4091-9

本体価格2900円　ISBN978-4-7981-4037-7

本体価格1980円　ISBN978-4-7981-4757-4

本体価格2900円　ISBN978-4-7981-4564-8

本体価格3600円　ISBN978-4-7981-5128-1

本体価格3000円　ISBN978-4-7981-5252-3

本体価格1900円　ISBN978-4-7981-5273-8 本体価格1900円　ISBN978-4-7981-5274-5

本体価格2500円　ISBN978-4-7981-5253-0

福祉教科書

福祉教科書福祉教科書

福祉教科書

福祉教科書

福祉教科書

福祉教科書

福祉教科書

福祉教科書

福祉教科書

福祉教科書 福祉教科書

福祉教科書

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

介護福祉士 完全合格 書き込み式ワークノート

2017年試験より受験資格に必須となった「実務者研
修」で学んだ「知識」を直接書き込むことで、効率よく
覚えられる書き込み式の学習書です。テーマごとに
設けている一問一答問題で得点力を、重要語句を自
分の言葉で説明するキーワード作文で応用力を養え
ます。試験によく出る箇所だけを厳選し、重要ポイ
ントを凝縮して掲載しているので、試験の総仕上げ・
直前対策に使えます。
【本書の特徴】

 ● 試験によく出る箇所だけを厳選して掲載
 ● 自分の手で書き込むことで、重要知識が効率よく覚
えられる

 ● テーマごとに掲載されている「一問一答」に挑戦して
得点力UP

 ● 重要語句を自分の言葉で説明するキーワード作文で
応用力もUP

著 介護福祉士試験対策研究会　B5判　304頁
本体価格1900円　ISBN978-4-7981-5286-8

福祉教科書 電子
書籍

Now
Printing
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実用書

介護/福祉

保育士 完全合格過去問題集 2018年版 新人保育士のきほん

保育士試験によく出る問題だけを集めた「完全合格」問題集です。新し
い保育所保育指針（平成30年4月施行）に対応。過去7年分の試験から、
頻出の合計352問を厳選して、丁寧な解説付きの解答とともに収録し
ています。赤字が隠せる赤シート付き。『福祉教科書 保育士完全合格テ
キスト2018年版』の上下巻と併用することでより効果的な学習が可能
です。

経験が浅い新人保育者のために、現場で働く上で知っておきたい基本
的な知識をまとめた1冊です。子どもの保育のポイント、保護者への対
応、先輩・同僚との連携、書類を作成するときの注意点など、基本的す
ぎて少し聞きづらい仕事のコツから、先輩の先生方が保育現場で実際
に使っているちょっとした仕事のテクニックまで「保育現場で働くため
に必要な知識」を解説します。

著 保育士試験対策委員会　B5判　432頁 著 中野悠人 ほか　B5変判　160頁
本体価格2000円　ISBN978-4-7981-5275-2 本体価格1680円　ISBN978-4-7981-4669-0

福祉教科書 先輩が教えてくれる！

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
書

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

工
学
書

資
格
試
験

■
福
祉
分
野

実
用
書

■
介
護
／
福
祉

ビ
ジ
ネ
ス
書

介護福祉士便利帖

介護計画書便利帖＜書き方・作り方＞

介護福祉士の各業務の一歩踏み込んだ進め方や、いざというときに知っ
ておきたい知識、現場で役立つ目からうろこの情報等を図解で丁寧に
解説します。さらに巻末には介護報酬や医療用語解説など各種資料も
収載。新人介護福祉士はもちろん、リーダー的な役割を求められる介
護福祉士3年目くらいの方に特におすすめの1冊です。

好循環が生まれる介護計画の立て方・作り方・書き方を解説します。最
近の潮流である、 ICF（国際生活機能分類）を使った科学的な介護計画
の立て方についても説明。介護計画の基本はもちろん、 ICFの使い方
を知りたい人にもおすすめの1冊です。

著 田中元　B5変判　160頁

著 吉田輝美 ほか　B5変判　160頁

本体価格1680円　ISBN978-4-7981-2569-5

本体価格1680円　ISBN978-4-7981-2924-2

現場で使える

現場で使える

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

会話の引き出し便利帖

医療知識＆お薬便利帖

ケアマネのリハビリ知識便利帖

デイサービス生活相談員便利帖

一口に高齢者といっても、 90代と70代では20年も開きがあり、打て
ば響く会話ネタも変わってきます。本書は、高齢者と何を話していい
かわからないと困っている介護現場の方に向けて、各年代別に当時の
社会情勢や会話のきっかけとなるネタやポイント、注意点などを提供
します。利用者の背景を調べる、興味・関心の下調べにも使うなど、さ
まざまな場面で役立ててください。

高齢者に多くみられる疾患について介護職が日々のケアの際に知って
おきたい医療知識と、必要な薬についてまとめています。疾患の主な
症状・原因・治療法・処方される薬・日常生活の注意点などを、項目ご
とに解説。ほかに口腔ケア、感染症、緊急時対応、看取り、多職種連
携など、最近よく話題になる情報も盛り込んでいます。

アセスメントやケアプラン作成の際に最低限知っておきたいリハビリ
知識をまとめた1冊です。利用者の本当のニーズをとらえるための質問
方法やアセスメントのコツ、リハビリの専門職との連携のコツ、生活
状態の維持・改善のためのプランのポイントなどについて、図やイラス
トを多用してやさしく解説します。

生活相談員は職場に一人という事業所も多く、何をどうすればよいの
か試行錯誤している人がたくさんいます。本書は、そのような「現場の
声」をもとに、日常の業務全般から仕事をスパイラルアップさせる具体
策までを丁寧に解説。さらに、認知症利用者へのベストケアや実務で
役立つ介護・医療・看護に関する専門用語、介護関連の法令知識なども
収載した充実の内容です。

著 布施克彦　B5変判　160頁

著 介護と医療研究会 　B5変判　176頁

著 リハビリ研究会　B5変判　160頁

著 浅岡雅子　B5変判　160頁

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-3467-3

本体価格1680円　ISBN978-4-7981-5370-4

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3407-9

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4107-7

介護現場で使える

介護現場で使える

現場で使える

現場で使える

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

新人ケアマネ便利帖 第2版

ケアマネの医療知識便利帖

ケアプラン便利帖＜書き方・文例集＞

ケアマネの各業務の進め方や、いざというときに知っておきたい知識、
現場で使える情報をやさしく解説。近年重要となってきた、医療・看護・
リハビリテーションなどとの多職種連携や、老健などの施設・行政・地
域などとの連携についても触れ、これからのケアマネに求められる、
新しい仕事の進め方を伝授します。

症状、原因、治療法、服薬の種類、生活面で危惧される点や医療専門
用語など、高齢者に多い疾患に関してケアマネが必要とする医療知識
をまとめた1冊です。医療用語、福祉用具・医療用具、薬一覧など便利
な情報も収載。ケアプラン作成、アセスメント、医療職との連携時に
役立つ便利帖です。

ケアプランの書き方・文例集です。ケアプランの書き方や問題の整理法
などについて、図表やイラストを多用してやさしく解説。さらに医療
系の情報（疾病や薬関係）も網羅。「基本的なことすぎて、先輩に聞きづ
らい…」という新人ケアマネの方におすすめの1冊です。

著 田中元　B5変判　168頁

著 介護と医療研究会　B5変判　160頁

著 ケアプラン研究会　B5変判　160頁

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-4298-2

本体価格1900円　ISBN978-4-7981-3795-7

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-2594-7

現場で使える

現場で使える

現場で使える

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

介護記録便利帖 ＜書き方・文例集＞

コミュニケーション便利帖

基礎から学べる介護記録の書き方マニュアルです。
介護記録の目的や役割などの基本から体系立てて丁
寧に説明しているので、新人介護スタッフの方でも、
スムーズに「伝わる記録」が書けるようになります。
巻末資料では、身体各部の名称や姿勢の説明図を示
し、介護関係の専門用語を概説。新人介護スタッフ
必携の1冊です。
【本書の特長】

 ● 利用者の様子や異変を観察するときの着眼点と、そ
の記入例をシーン別に詳しく紹介

 ● 実際の書式を使って、「悪い例」と「改善例」を掲載
記録の仕方や表現がリアルにわかる

 ● 身体各部の名称や姿勢（体位・肢位）の説明図を示し
ているので、体各部の名称や専門用語も学べる

「今の介護現場」を知り尽くした著者が、食事、排泄、
入浴など状況ごとの対応方法から認知症の人との関
わり方まで詳しく解説します。さらに、「ユマニチュー
ド」「バリデーション」といったプラスαのメソッドも
詳解。本書で学べる「言葉がけ技法」を実践すること
で、よりよい介護ケアへと好循環していくでしょう。
【本書の特長】

 ● 状況に応じた対応技法が時系列にそって学べる
例：（1）食事をしたがらない→（2）食べない「理由」を
考える→（3）理由ごとの行動・声掛け

 ● 認知症の人との円滑な関わり方や、その際の注意
点を詳しく解説

 ●［食事］［排泄］［入浴］［レク］［わがまま］など状況ご
との実践的な対応が見開きでひと目でわかる

著 浅岡雅子　B5変判　160頁

著 尾渡順子　B5変判　160頁

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-3688-2

本体価格1700円　ISBN978-4-7981-3995-1

現場で使える

現場で使える

電子
書籍

電子
書籍
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ビジネス書

ビジネスの「きほん」

「商品企画」のきほん

新しい価値をもつ製品を、「売り方」までしっかり狙って企画するため
の考え方を、一流のマーケティングプランナーがわかりやすく解説。
企画書の書き方から開発プロジェクトの進め方まで、マーケティング
理論に則ってしっかりとまとめました。商品企画、製品企画の担当者
はもちろん、経営者、マーケター、営業マンなど、「売れる新商品」に
興味を持つ方すべてに読んでいただきたい入門書です。

著 末吉孝生　A5判　148頁
本体価格1400円　ISBN978-4-7981-3531-1

コレが欲しかった！と言われる
「フレームワーク」のきほん

「ビジネスモデル」のきほん

「ポーターの5F」「ブルーオーシャン戦略のERRC」「アイデア生産の
SCAMPER」など、アイデア出し、販促企画、事業計画など「考える」仕
事に必ず役立つフレームワークをまとめた１冊です。参考文献の紹介
も充実しているので、ブックガイドとしてもおすすめです。

「ビジネスモデル」の意味・使い方・作り方を、日本の第一人者である著
者がわかりやすく解説。図や事例もふんだんに用いた説明で、どんな
方でも「ビジネスモデル」が無理なく理解できます。

著 山田案稜 ほか　A5判　160頁

著 川上昌直　A5判　148頁

本体価格1400円　ISBN978-4-7981-3530-4

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-3956-2

考える仕事がスイスイ進む

これから伸びる人の必修科目

介護ビジネス 第2版

実地指導 介護事業

介護保険 第3版

介護事故・トラブル

障害者差別解消法  第2版

障害者総合支援法

障害年金

最新の介護ビジネスについて知っておきたい情報をまとめた1冊です。介
護事業・サービスを取り巻く話や、事業を始めたとき、イザというときに
知っておきたい情報などを、たくさんの事例とともに図解で説明。介護
ビジネスの立ち上げを検討したい方、介護業界で働いていて将来的な起
業に興味を持つ方、異業種から介護業界への参入を考えている方、事業
を引き継ぐ方などにおすすめです。 2015年4月の介護保険改正対応。

介護事業者や施設長、管理者にとって避けて通れない大きなハードル
である「実地指導」の対策法を解説します。年間およそ250回以上のセ
ミナーを実施し、そのほとんどすべてが満員御礼となる著者が、実地
指導とはいったい何で、どのような流れで行われ、また何が問題にな
るのか、何を準備しておくべきか、などについてポイントを絞ってわ
かりやすく伝授します。

難解な介護保険制度を、図表を用いてわかりやすく解説します。平易
な表現で説明しているのでスラスラ読むことができ、仕事で介護保険
について知っておくべき方はもちろん、介護サービス利用者やそのご
家族の方にもおすすめです。 最新の介護保険改正に対応。

介護現場で実際に起きた事例を分析し、「事故が起きたとき、何が・ど
こが問題として責任が問われたか」を解説します。日々の業務で注意し
たいポイントや、知っておきたい法律知識をわかりやすくまとめている
ので、万一のときに使える知識を得られます。現場の事故・トラブルに
対して責任のある事業者、施設長、管理者、責任者、介護リーダーな
どにおすすめの1冊です。

「障害者総合支援法」について、図解たっぷりで解説します。専門職と
して制度を知っておかなければならない人はもちろん、利用者本人や
家族、障害者を支援する企業の担当者、申請をサポートする士業、ま
た福祉を勉強する学生さんなどが制度の概要や利用方法について学べ
る１冊となっています。 2018年4月の改正に対応。

「障害者総合支援法」について、図解たっぷりで解説します。専門職と
して制度を知っておかなければならない人（サービス事業者、相談支援
専門員、医療職員、自治体福祉関係者）はもちろん、利用者本人や家族、
障害者を支援する企業の担当者、申請をサポートする士業、また福祉
を勉強する学生さんなどが制度の概要や利用方法について学べる１冊
となっています。

障害年金を専門に活躍するキャリア10年の社会保険労務士の著者が、
制度の仕組みや手続きなどの基礎知識、請求・受給のポイントを、図表
とともにわかりやすく解説します。対象となる可能性があるにもかか
わらず「制度を知らない」「手続きがわからない」などの理由から受給し
ていない人にぜひ読んでほしい1冊です。

著 辻川泰史　A5判　200頁

著 小濱道博　A5判　184頁

著 高野龍昭　A5判　208頁

著 介護リスクマネジメント研究会 ほか　A5判　208頁

著 二本柳覚　A5判　200頁

著 遠山真世 ほか　A5判　184頁

著 松山純子　A5判　176頁

本体価格1600円　ISBN978-4-7981-4398-9

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4663-8

予価1300円　ISBN978-4-7981-5308-7

本体価格1980円　ISBN978-4-7981-4456-6

予価1800円　ISBN978-4-7981-5378-0

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-3059-0

本体価格1500円　ISBN978-4-7981-4679-9

これならわかる＜スッキリ図解＞

これならわかる＜スッキリ図解＞

これならわかる＜スッキリ図解＞

これならわかる＜スッキリ図解＞

これならわかる＜スッキリ図解＞

これならわかる＜スッキリ図解＞

これならわかる＜スッキリ図解＞

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

電子
書籍

訪問看護便利帖 サービス提供責任者便利帖

訪問看護師の役割や仕事の流れ、在宅での医療行為、疾患別の看護知識、
看取りのサポート、地域医療・多職種との連携など在宅看護の仕事のす
べてを、基礎知識からしっかりと解説します。新人訪問看護師はもちろ
ん、ケアマネジャーなど高齢者介護・看護に携わる人にもおすすめで
す。

スケジュール作成、ヘルパーのまとめ役、他事業担当者との連携窓口
など多岐に渡るサービス提供責任者の仕事について、図解とイラスト
でわかりやすく解説します。業務の流れや内容、情報の整理方法など、
実際の現場で使える知識を伝授。「サービス提供責任者を任されたけど、
どうしたらいいかわからない」「自己流で不安」という方におすすめです。

著 介護と医療研究会　B5変判　160頁 著 田中元　B5変判　160頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4680-5 本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4524-2

現場で使える 現場で使える【訪問介護】電子
書籍

電子
書籍

聴く・伝える・共感する技術便利帖

主に介護・福祉・医療・看護業界で働く専門職やその
他さまざまな現場で、さまざまな人の相談にのる方
に向けて、仕事にすぐに役立つ「傾聴の技術・伝える
技術・共感の技術」をやさしく解説する本です。
読者対象は、ソーシャルワーカー（社会福祉士、精神
保健福祉士）、生活相談員、施設職員、ケアマネ
ジャー、介護福祉士、ヘルパー、民生委員、児童委員、
スクールカウンセラー、児童指導員・相談員、医療職・
看護職、自治体職員、カウンセラー、士業の方など。 
【本書の特長】

 ● 心理学をベースとした、傾聴・対話・共感の技術を
やさしく解説

 ● 心理学用語からも読みたいページが引ける
 ●「自分はこれをできているか」のチェックリストや演
習用ワークシートもご用意

 ● ワークシートはWebにてダウンロード提供

著 大谷佳子　B5変判　160頁
本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5255-4

対人援助の現場で使える 電子
書籍

Now
Printing

Now
Printing
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「ビジネスマナー」のきほん

「問題解決」のきほん

「会社の数字」のきほん

みだしなみや挨拶、電話対応、訪問・接客、ビジネス文書・メール作成、
冠婚葬祭など、多岐にわたるビジネスマナーの中から、必ず知ってお
きたいことを厳選して紹介。新入社員の方から、社会人2～3年目の転
職者まで、この1冊で社会人として恥ずかしくないマナーがしっかりと
身につきます。

問題解決の手法について、難しい用語をいっさい使わずにわかりやす
く解説した指南書です。問題に対する本当の原因「真因」を追究するの
に必要な論理的思考のほか、解決に向けてのアイデア発想法や収束法、
具体的な実行方法まで網羅。本書を読んでおけば、問題が起きたとき
にもあせらず、慌てず、悩まずにスマートに対処できます。

会社全体の数字(決算)や、現場でよく使われる数字についてその見方を
わかりやすく解説。さらに商売をする上で必須の利益（コスト）感覚を
身につける方法、経営を継続する上で必要となる経営分析の知識など
も詳解し、会社数字の活かし方が手に取るようにわかるようになる1冊
です。

著 TNB編集部　A5判　156頁

著 鈴木進介　A5判　160頁

著 石上芳男　A5判　144頁

本体価格1280円　ISBN978-4-7981-4066-7

本体価格1400円　ISBN978-4-7981-4139-8

本体価格1380円　ISBN978-4-7981-4149-7

これだけ知っておけば大丈夫！

あわてず悩まず！本質を見極める

コスト感覚がしっかり身につく

「マーケティング」のきほん

ビジネスモデル・ジェネレーション ビジネスモデル設計書

年々需要が高まるマーケティングの正しい知識
を身につけることは、マーケティング部門はも
ちろんのこと、営業部門や商品企画部門、広報・
PR部門など、市場（マーケット）に係るすべての
ビジネスパーソンにとって欠かせないものに
なってきました。本書ははじめてマーケティン
グを学ぶ方や新入社員の方などを対象に、その
「楽しさ」を伝えることを目的に書かれた入門書
です。

ビジネスモデルを9つの要素に分解することで、
顧客、販売チャネル、パートナー、収入の流れ、
原価構造などが深いレベルで理解できます。そ
の一般的なパターンを、本書は豊富な事例を元
にイラストを用いて詳細に解説します。ビジネ
スモデルの理解、設計、実行を系統的に学ぶこ
とができ、イノベーションを起こすための革新
的かつ斬新な「ビジネスモデル発生装置」といえ
る1冊です。

著 庭山一郎　A5判　164頁

著 アレックス・オスターワルダー ほか　B5変判　288頁

本体価格1400円　ISBN978-4-7981-3788-9

本体価格2480円　ISBN978-4-7981-2297-7

サラサラ読めるのにジワッとしみる

「考え方・伝え方」のきほん

学校を卒業して社会人としてスタートを切って
から戸惑うことはありませんか。 先輩から言わ
れたことの意味がわからず、ストレスをためな
がら仕事をしたり、一生懸命仕事をしているに
もかかわらず、なかなか評価されなかったり。
その原因は、学校と会社ではルールが異なる点
にあります。先輩や上司は、長く「会社」の中で
働いていて、そこで培われた「考え方」をもとに
仕事をしています。
しかし、その考え方は残念なことに、学校では
教えてもらっていません。本書では、そういっ
た会社で働く際に必要となる基本的な「考え方」
と、考えたことを相手に理解してもらうための
「伝え方」についてまとめました。

著 （株）HRインスティテュート　A5判　156頁
本体価格1400円　ISBN978-4-7981-3856-5

20代でマスターしたい仕事のルール
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ビジネス書

経営/マーケティング
/人材育成

図解ビジネスモデル・ジェネレーション ワークブック

図解ビジネスモデル・ジェネレーション ワークショップ

『ビジネスモデル・ジェネレーション』のフレームワーク「キャンバス」の
活用方法を図解と事例を用いて解説します。著者が行っているワーク
ショップや、企業の著名なビジネスプランを挙げてケース別実例を掲
載。キャンバスを使ったワークショップや事業計画を検討されている
方におすすめの1冊です。

『ビジネスモデル・ジェネレーション』で提唱したフレームワーク「ビ
ジネスモデル・キャンバス」の活用方法をワークショップ形式で解説
します。事業別キャンバスの実例をはじめ、各企業や産業別、サー
ビス種類別に数多くのサンプルを紹介。さらにケース別実例集では、
多様なシチュエーションで使えるキャンバスの活用例、個人として
の利用シーンとそのキャンバスのサンプルを収録しています。

著 今津美樹　A5判　176頁

著 今津美樹　B5判　168頁

本体価格1480円　ISBN978-4-7981-3106-1

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-3696-7
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ビジネスモデル・ナビゲーター

ビジネスモデル・ナビゲーター 55パターンカード

スイス・ザンクトガレン大学のガスマン教授の長年の研究により、成功
企業のビジネスモデルは55種類のモデルパターンのいずれかに分類さ
れるということが突き止められました。本書は、この55パターンの組
み合わせや創造的な模倣によって、新しいビジネスモデルを創出する
ツールを紹介します。ビジネスモデルのイノベーションは、天才のひら
めきによって生まれると思われがちですが、システマチックに構築す
ることも可能なのです。 55種類のパターンを学ぶことでビジネスモデ
ル革新に挑戦してください。

55種類のビジネスモデルの概要や適用例をコンパクトにまとめて、そ
れぞれ1枚づつに記載したカードのセットです。アイデア出しの作業や
社内ブレストによる合意形成などの場で活用できます。
※本商品は翔泳社直販およびAmazon限定販売の商品となります。

著 オリヴァー・ガスマン ほか　A5変判　424頁

著 オリヴァー・ガスマン ほか　その他　55枚＋5枚（使用方法など）

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4688-1

本体価格15000円　ISBN978-4-7981-5029-1

電子
書籍

ビジネスモデル分析術

財務データ（決算書）からその企業の戦略・ビジネスモデルを見つけ出し
て分析する手法を解説します。財務データ分析の基本から、経営分析
指標を経営に役立てる手法まで網羅。企業の財務データを読み解き、
自社の事業戦略に活かす分析スキルが財務の専門知識がない方でも習
得できます。

著 株式会社APMコンサルティング　A5判　304頁
本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3992-0

決算書から読み解く 電子
書籍
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バリュー・プロポジション・デザイン 日本のイノベーションのジレンマ

うまくいかないアイデアに時間を浪費していませんか？　「バリュー・
プロポジションキャンバス」を使って「価値創造のパターン」を可視化す
ることで、利益の出るビジネスモデルを上手にデザインすることがで
きるようになります。 30以上の言語で出版された世界的なベストセ
ラー『ビジネスモデル・ジェネレーション』の続編。

クレイトン・クリステンセン教授からイノベーションのマネジメントに
ついて指導を受け、『イノベーションのジレンマ』の監修を務めた著者
が、「破壊的イノベーション」の構造・原理・フレームワークの解説と、
「テレビ」「携帯電話」「カメラ」のイノベーションの歴史と日本企業敗戦
の理由、そして最新の理論に基づいた日本企業に対する処方箋を提供
します。

著 アレックス・オスターワルダー ほか　B5変判　320頁 著 玉田俊平太　A5変判　304頁
本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4056-8 本体価格2000円　ISBN978-4-7981-2821-4

クリステンセン教授に学ぶ「イノベーション」の授業

本書は、必読だが難解だと言われるクリステンセン教授の『イノベー
ションのジレンマ』、『イノベーションへの解』をわかりやすく図解と事
例で解きほぐします。玉田俊平太（関西学院大学経営戦略研究科教授）
監修。難しすぎて挫折した人はもちろん、まだ読んでいない人でも、
イノベーションの名著2冊がこの1冊で理解できます。

著 イノウ　A5判　192頁
本体価格1600円　ISBN978-4-7981-3496-3

マンガと図解でわかる

教育 × 破壊的イノベーション 教育現場を抜本的に変革する

学校教育をめぐるさまざまな問題や、その現場で局所的に起こってい
るイノベーション、それらすべての現象を「破壊的イノベーション理論」
で体系づけて説明します。本書は学校教育を抜本的に変えていくため
の問題提起の書です。なぜ学校が生徒に自発的動機づけを与えるよう
な方法で教えることができないのか、どうすればこの状況を変えるこ
とができるのかを解明します。

著 クレイトン・M・クリステンセン ほか　四六判　288頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-1773-7

イノベーション・オブ・ライフ

多数の名著を著した技術経営の大家クレイトン・クリステンセンが、こ
れまで自身が教えてきた経営戦略を人生訓に落としこんで語る1冊で
す。HBSに掲載され、本書の元となった論文は史上最多のダウンロー
ド数を獲得。 2007年に心臓発作、そして2年後にガン、さらに2010
年には脳卒中で倒れた彼が弱った体に鞭打ち、最後の授業で伝えたかっ
たことは？　人生のジレンマを乗り越えるために必読の書です。

著 クレイトン・M・クリステンセン ほか　四六判　254頁
本体価格1800円　ISBN978-4-7981-2409-4

エスケープ・ベロシティ

数字思考力×EXCELでマーケティングの成果を上げる本

論理思考×PowerPointで企画を作り出す本

オープン＆クローズ戦略 日本企業再興の条件 増補改訂版

キャズム Ver.2［ 増補改訂版］ 新商品をブレイクさせる「超」マーケティング理論

タイトルとなっている「エスケープ・ベロシティ」はロケットが地球の重
力圏を離れて宇宙に飛び立つための「脱出速度」を指します。本書は抵
抗勢力に打ち勝ち、過去のやり方から離脱するための戦略となる13の
フレームワークを解説。過去の繰り返しではなく、真に革新的な戦略
をどのように立案すべきかという点を事例とともに説き、過去のやり
方を踏襲していてはいけないという提言を行います。

「マーケターがExcelを使えるとどんなメリットがあるのか？」という基
本知識からはじめ、「数字の集計」「集計した数字の分析」「分析に基づく
予測」「報告資料の作成」など、利用シーンに合わせたExcelの活用法を、
現役のマーケターである著者が徹底解説します。世の中の全てのマー
ケティング担当者に、ぜひ手に取っていただきたい1冊です。

本書は「論理思考ツール」としても極めて有用であるPowerPointを使っ
て、論理的・客観的な企画立案の方法を指南する本です。市場や競合を
マッピングしたり、ターゲットの「課題」や「その解決策」「実現のための
方策」などを整理して考える手法を解説します。本書を読めば、誰もが
「説得力のある企画」を立てられるようになります。

欧米企業が生み出した周到な知財マネジメントとビジネスモデルの構
造を分析した長年の実証研究に基づく成果から、日本企業が本質的な
課題を克服して活力を取り戻し、再成長するための戦略を提起します。
また、進行しつつある「IoT/インダストリー4.0」が日本に及ぼす影響
と、日本企業のとるべき方策についても言及します。

「一時的な流行」から始まった革新的なハイテク製品には、例外なくや
がて売れない時期がやってきます。これが“キャズム（深い溝）”であり、
新たなテクノロジー、新たな商品が“ブレイク”するうえで必ず越えな
くてはならないものです。本書は、実際にキャズムを乗り越えた企業
の実例をもとに、どうすれば最新の技術、サービス、商品を世に広め
ることができるかを紐解きます。

著 ジェフリー・ムーア　四六判　272頁

著 植山周志　A5判　272頁

著 田中耕比古　A5判　256頁

著 小川紘一　四六判　458頁

著 ジェフリー・ムーア　四六判　348頁

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-2500-8

本体価格1600円　ISBN978-4-7981-4639-3

本体価格1600円　ISBN978-4-7981-5181-6

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-4425-2

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3779-7
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『リサーチ』
多彩なデータから顧客の「すべて」を知る新しいルール（MarkeZine BOOKS）

『マーケティング』
「顧客ファースト」の時代を生き抜く新しいルール（MarkeZine BOOKS）

社内プレゼンの決定力を上げる本 シンプル×Excel

マーケティングの成否を決めるのは「リサーチ」
です。本書は、デジタルを駆使した最新手法か
ら従来手法の効果的な使い方まで解説する入門
書です。初めてリサーチを担当する方や、デー
タ活用を考えている方が「リサーチの大枠」をつ
かむために最適な1冊です。
【本書の特長】

 ● 基礎や考え方、手法や事例の紹介を中心に解説
 ● 基本的なインターネットリサーチから、テクノロ
ジーを駆使した最先端分野まで、デジタルとリアル
を行き来する、いまの生活者に有効なリサーチ手法
を解説

 ● リサーチ現場の第一線で活躍する著者がすぐに使え
る知識を伝授

時代の変化にあわせて「マーケティング」もその
意味合いが大きく変わっています。特に昨今、
従来のような「企業視点」ではなく「顧客視点」が
重視されており、「顧客1人1人が求める情報を」
「求めるタイミング、求める形で提案し」「何度も
買い物してもらう」というアプローチが欠かせま
せん。本書は、そんな「今」の時代に即したマー
ケティングの入門書です。
【本書の特長】

 ● 新人でもわかるように基本から解説
 ● デジタルとリアルを行き来する、いまの時代に有効
なマーケティングの考え方を解説

 ●「マクドナルド」「タワーレコード」「キタムラ」「オイ
シックス」など、先端企業の事例や各企業のマーケ
ティング担当者のインタビューを多数掲載

「引き算」をキーワードに、プレゼンを成功へと
導くコツを伝授します。シンプルな資料を作成
することにより、相手に考える隙を与えること
なく、そして自分の作業時間も大幅に減らしな
がらラクして「一発OK」を得ることができるので
す。プレゼンをする側、される側を渡り歩いて
きた著者だからこそわかるプレゼンと資料作成
のノウハウを解説し、あなたに百発百中のプレ
ゼンスキルを授けます。
【本書はこんな方におすすめです】

 ● 百発百中のプレゼンをしたい方
 ● 資料作成の時間を短縮したい方
 ● どうやって資料を作成したらいいのか悩んでいる方
 ● プレゼンの技術を1から学びたい方

著 石渡佑矢　四六判　192頁

著 逸見光次郎　四六判　208頁

著 天野暢子　A5判　256頁

本体価格1680円　ISBN978-4-7981-5406-0

本体価格1380円　ISBN978-4-7981-5404-6

本体価格1600円　ISBN978-4-7981-5226-4

デジタル時代の基礎知識

デジタル時代の基礎知識
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売上がUPするPOSデータの使い方 経理の力で会社の課題がわかる本 利益最大化×Excel

EC担当者の知識と実務

小売店で役立つデータ分析の入門書です。どんなお店でも扱っている
POSデータやレシートデータをもとに、「儲かる商品」や「集客できる商
品」を見つける方法を解説します。また、 Excelが苦手な人でもデータ
加工ができるように、丁寧な操作解説も掲載。本書を読めば、勘や経
験ではなくデータに基づいた「売り場づくり」「品ぞろえ」「チラシづくり」
ができるようになります。

本書はキャリアアップしたい経理担当者に、そのために必要な「会社の
数字を読み解き課題を『見える化』して現場を動かすスキル」を授ける本
です。経営側と現場側で起こりがちな数字についての認識のかい離を
埋めるために必要になる、 7つのスキルを軸に解説していきます。本
書でワンランク上の経理スキルを身につけてください。

「他業界からEC業界に入ってきた人」や「いきなり店長に任命されてし
まった人」でも理解できるように、 EC業界の全貌や「今日から使える」
売上アップのコツを伝授します。楽天、Amazon、Yahoo!の三大モー
ルをメインに、チャネル別の施策を解説し、モバイル対策や商品ジャ
ンル別の売り方のコツも網羅。 EC担当者に必要な知識と実務が横断的
にわかる1冊です。

著 石井真人　A5判　220頁 著 小栗勇人　A5判　288頁

著 株式会社いつも.　A5判　256頁

本体価格1600円　ISBN978-4-7981-4579-2 本体価格1680円　ISBN978-4-7981-5267-7

本体価格1980円　ISBN978-4-7981-5333-9

店長・エリアマネージャーが知っておきたい

先輩がやさしく教える

ザ・コミュニケーション【BCSAスキル定義準拠】 ～気づいてわかる、できて身につく社会で輝く9つのスキル～ 

組織内研修の極意 ～講師が知っておくべき12のスキル～【CompTIA CTT+】 

「ビジネス・コミュニケーション・スキル」習得のための実践ドリルで
す。実際にビジネス社会で経験するさまざまなケースや豊富な具体例
を通して、自身の普段の生活を振り返ってチェックし、ポイントを読
みながら考え、考えながら演習できます。学生や新人社会人はもちろん、
ビジネスコミュニケ―ションを指導する立場にある人の手引書として
もおすすめです。

企業内研修講師や教員、各種スクールのインストラクターにとって欠
かせないスキルを「12のインストラクタースキル」として1冊にまとめ
ました。コース（講義）の準備から、わかりやすいプレゼンテーション
の行い方、受講者との信頼関係の築き方までを詳細に解説。これらの
スキルを習得することにより、受講者から信頼されるインストラクター
になることができます。

著 加藤竜哉 ほか　B5判　168頁

著 佐野雄大 ほか　B5判　160頁

本体価格1800円　ISBN978-4-7981-4530-3

本体価格3800円　ISBN978-4-7981-4960-8
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“ビジネスシーン”で活躍する人材へ
【ハーバード・ビジネススクール・セレクション】

世の中には多くの情報が、玉石混交で氾濫しています。氾濫する情報の
中で、自分に本当に役立つものだけを選び出し、知識として得ることが
今まで以上に求められている今日、本シリーズは知識欲旺盛なビジネス
パーソン諸氏の期待に応えるべく創刊されたシリーズです。
数ある米国のビジネス・スクールの中でも、特に優秀な人材を輩出する
ことで有名な、ハーバード・ビジネススクール。
そのビジネススクールをささえる教授陣をはじめ、各業界、コンサルタ
ントなど多種多才な執筆陣によって書かれた書籍を刊行するのがハー
バード・ビジネススクール・プレス（HBSP）であり、その優れた刊行物の
うち、特に現在の日本の読者にとって必要と思われるものを厳選して、 
翻訳刊行しているものが当「ハーバード・ビジネススクール・セレクショ
ン」になります。当シリーズが、日本のビジネスシーンで活躍される皆様
のお役に立てれば幸いです。

イノベーションへの解

イノベーションの最終解

イノベーションのジレンマ 増補改訂版

イノベーションへの解 実践編

どうすれば最強の競合企業を打ち負かせるのか？　どのような製品を
開発すべきか？　もっとも発展性のある基盤となるのはどのような初
期顧客か？　製品の設計、生産、販売、流通のなかでどれを社内で行い、
どれを外部に任せるべきか？　̶̶それぞれの意思決定の際に求めら
れる「解」を明らかにする。新事業を予測通りに発展させなければなら
ない立場にあるマネージャーに与える指針。

『イノベーションのジレンマ』、『イノベーションへの解』などで展開し
てきた理論をさまざまな業界に応用し、イノベーションがもたらす破
壊を予見するための手法を示した画期的到達地点。業界全体の動向を
判断するための理論的枠組みを提示し、ビジネスチャンスのありか、競
争相手の実力、戦略的判断、非マーケット要因の見きわめ方を詳述し、
業界全体の未来を見通すレンズを提示する。

業界を支配する巨大企業が、その優れた企業戦略ゆえに滅んでいくジ
レンマの図式を分析し、既存事業を衰退させる可能性を持つ破壊的イ
ノベーションに対して、経営者はどう対処すべきかを解説する。さま
ざまな業界で起きた「破壊的イノベーション」を検証し、それに対処で
きない大手企業の宿命ともいえる法則を導き出す。

「破壊的イノベーション」の実現には必ずしも大きな変革が必要ではな
い。理論はわかっても実践に移すのは難しい。本書は、クレイトン・ク
リステンセン教授が共同創立者として立つ、イノサイト社のトップら
によって、さまざまな企業事例の集大成から導き出されたイノベーショ
ンを阻む壁を突き破るための実践的かつ市場で実証されたツールとア
プローチを提供する。

著 クレイトン・M・クリステンセン ほか　四六判　392頁

著 クレイトン・M・クリステンセン ほか　四六判　480頁

著 クレイトン・M・クリステンセン　四六判　344頁

著 スコット・アンソニー ほか　四六判　432頁

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-0493-5

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3231-0

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-0023-4

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-1673-0
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イノベーションのDNA

破壊的イノベータは、そして彼らが興した会社は、ほかの起業家や企
業とどこが違うのだろう？　イノベーションを起こす人々に共通する
能力とは？　6年の年月を費やして、スティーブ・ジョブズ、ジェフ・
ベゾス(アマゾンCEO)などに代表される革新的な経営者25人と、
3500人を超える先見の明のある起業家を分析し、彼らがどのように創
造的なアイデアや事業戦略を生み出したのかを解明する。

著 クレイトン・M・クリステンセン ほか　四六判　336頁
本体価格2000円　ISBN978-4-7981-2471-1
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チェンジ・ワーキング
イノベーションを生み出す組織をつくる

多くの企業が「働き方変革」に取り組んでいますが、
その多くは単なる「時短労働」や「会議の短縮」に止
まっておりイノベーションを生むという究極的な目
標を果たせていません。本書は働き方変革を進めた
いリーダー層向けて、社内で新規に立ち上げるプロ
ジェクトメンバーの選び方からマネージャ層を巻き
込む方法、トップとして関与すべき範囲に至るまで
成功に導く手法を事細かに解説します。著者は、大
企業を中心に150以上のコンサルティングの実績を
重ねるなかで知的生産性を向上させるという最も困
難な挑戦を続けてきました。実績に裏打ちされた内
容はどれも示唆に富むものです。企業と従業員の両
方に幸せをもたらしイノベーションが生まれるよう
な組織風土をつくりたいリーダーにとって本書は大
きな助けとなるでしょう。

著 平山信彦　A5変判　256頁
本体価格1800円　ISBN978-4-7981-5492-3
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エンパワード

人材を活かす企業

オープンビジネスモデル

成功するイノベーションは何が違うのか？

ひるまないリーダー

90日変革モデル

発明家に学ぶ発想戦略 戦略的データマネジメント

90日で成果を出すリーダー

ストラテジック・イノベーション

グランズウェル インテンション・エコノミー

キーストーン戦略

ザ・ファーストマイル

ソーシャルメディアを支える新しいテクノロジーを使った試みは、経
営主導のトップダウン方式で行えるものではない。今後、マーケティ
ング、販売、カスタマーサービス、経営、 ITの役割は、どのように変
わればいいのか？ 誰が変えるのか？ 本書は、この課題に取り組むため
のヒントを提供する。

人材価値に重きを置くことは不変的なテーマだ。だが、いまだ多くの
企業が人材管理の変革を試みながら、困難に直面している。人員削減
によるコスト削減を批判し、優れた人財管理能力に基づいた収益向上
こそが重視されるべきと主張する著者の論旨は徹底して揺るがない。
広範なデータと企業事例から、「人材重視の経営」が結果的に企業の収
益を生み出す最良の戦略であることを明らかにする。

企業が社外のアイデアやテクノロジーを有効に活用する一方で、自社
のアイデアを他社に活用してもらい、イノベーションの価値を高める
「オープン・イノベーション」にはIP（知財）戦略が重要な役割を果たす。
本書はIP戦略も含め、二律背反と考えられがちなオープン性と知財に
ついて、新しいプロセスと評価基準、そして従来型の戦略の見直しを
しながら、収益モデルを構築するフレームワークを提示する。

MBAに代表される伝統的なマネジメント手法は、既存業務の課題には
機能するが、イノベーションが求められる新規事業の立ち上げなど不
確実な状況での課題にはうまく機能しない。既存企業においてこの不
確実性をどのように管理するべきなのか。その回答として、何百もの
企業やスタートアップを調査し、導き出された「イノベーション実現メ
ソッド」を提示する。

未来がはっきりせず、誰もが短期指標に基づいて実績を出さざるを得
ないプレッシャーをかけられ、長期的なコミットメントを果たすための
人材や活動を十分にコントロールする権限が与えられていない時代に、
ひるまずにリーダーシップを発揮できるのか？　本書は、「現代に即し
たリーダーシップとは何か？」という難しい問題への解を示しつつ、苦
悩しながらやり抜くリーダー像に迫る。

90年代にもてはやされたリエンジニアリングへの批判や、その非効率
性を受け、編み出された「90日変革モデル」というフレームワークを提
示する。これは30日ごとに3つのフェーズに分け、各段階で問題を突
き止め、実行計画を立案するというものであり、現代ビジネスで利用
できる効果的な変革の実践方法である。

インベンション（発明）はイノベーションの要である。画期的な発明に
よるイノベーションが企業を育て、社会を豊かにしてきたことは疑い
もない事実だ。本書はその発明家に光をあて、彼らの貢献を理解する
ために、インベンションの源泉を探しにいく。発明にはマニュアルも
教科書もない。だが、本書を読めば発明が生まれるプロセスを理解で
きるだろう。

データは企業の運命を握る戦略の根源である。米国のデータ管理の第
一人者が30年間の経験に基づき、データ統合、データ品質、データの
経営上の価値など、ファンダメンタルな話題をわかりやすく実際の事
例に基づいてまとめた1冊。データの価値を最大化するための具体的処
方が満載である。

昇進した管理職のために、最初の90日を乗り切るロードマップを示す。
最初の90日（移行期）は新任リーダーにとって非常に重要な時期である。
あらゆるレベルの管理職に役立つ、より柔軟なフレームワークを示し
ながら、上司との関係、部下の評価、組織戦略などを掘り下げていく。
90日という期間で管理職（リーダー）が何をするべきなのか、実践的か
つ体系的に学べる1冊。

偉大な戦略と偉大な実施とではどちらが大切か？　̶̶イノベーショ
ンについては実施のほうが重要だ。どんなによく練られた事業計画も、
かなりの推測が織り交ぜられている。問題はアイデアではなく、それ
をどう実施するかなのだ。本書では単なる事業計画（創造性中心）を爆
発的な成長へと導く10のルールを明らかにする。

現代の消費者はソーシャルテクノロジーを使って、企業や製品を語り
合い、格付けし、選択している。すべての産業に影響を及ぼすこの社
会現象を著者らは「グランズウェル（大きなうねり）」と呼ぶ。グランズ
ウェルは人々の生活だけでなく、ビジネスのあり方にも影響を及ぼし
ている。本書は、このグランズウェルをビジネスに活かす方法を豊富
な事例に基づいて解説する。

顧客がインターネットによって大量の情報を有効活用できるようになっ
ていく中で、「インテンション・エコノミー」という新しい経済が、広告
の登場以来マーケティングや販売活動の中心となってきた「アテンショ
ン・エコノミー」を凌駕していく。顧客の「意思」で企業を選択するVRM
（企業関係管理）の世界へシフトする̶̶。

いまや、自社単独で実現できるイノベーションの余地はほとんど存在
しない。ビジネスのやり方を変えるには、複雑な他社との共生関係へ
の影響を熟慮しなければならない。競争の舞台は企業間から企業ネッ
トワーク間へと変化しつつある。自社中心ではなく、まずは事業環境
としての共生的な企業間関係があって、そのなかでの自社のあり方を
捉えていく「エコシステム戦略」を体系化した1冊である。

「ファーストマイル」と呼ばれる、アイデアを計画から市場に投入する
実行フェーズについての解説書。クレイトン・クリステンセン教授が創
設したイノサイト社の共同経営者として活躍する著者が、イノベーショ
ンを実現させるために必要な新たなツールを紹介。実際に扱った事例
とともに、苦労して得た教訓とノウハウを提示する。

著 ジョシュ・バーノフ ほか　四六判　336頁

著 ジェフリー・フェファー　四六判　304頁

著 ヘンリー・チェスブロウ　四六判　288頁

著 ネイサン・ファー ほか　四六判　368頁

著 ジョゼフ・L・バダラッコ　四六判　208頁

著 ベナム・タブリージ　四六判　432頁

著 エヴァン・I・シュワルツ　四六判　304頁 著 トーマス・C・レドマン　四六判　336頁

著 マイケル・ワトキンス　四六判　312頁

著 ビジャイ・ゴビンダラジャン ほか　四六判　304頁

著 シャーリーン・リー ほか　四六判　348頁 著 ドク・サールズ　四六判　432頁

著 マルコ・イアンシティ ほか　四六判　328頁

著 スコット・D・アンソニー　四六判　296頁

本体価格2200円　ISBN978-4-7981-2281-6

本体価格2400円　ISBN978-4-7981-2081-2

本体価格2300円　ISBN978-4-7981-1501-6

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-4057-5

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3615-8

本体価格2300円　ISBN978-4-7981-1527-6

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3232-7 本体価格2200円　ISBN978-4-7981-2080-5

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3550-2

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-3230-3

本体価格2000円　ISBN978-4-7981-1782-9 本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3026-2

本体価格2500円　ISBN978-4-7981-1243-5

本体価格2800円　ISBN978-4-7981-3839-8
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世界でいちばん大切にしたい会社

「意識の高さ」を成長に変える、世界の超優良企
業が実践する経営スタイルを紹介。イケア、ス
ターバックス、パタゴニア、コストコ、サウス
ウエスト航空、ジェットブルー航空、タタ、ト
ヨタ、トレーダー・ジョーズ、ポスコなど、数
多くの事例を取り上げ、今後も生き抜いていく
企業のあるべき姿を提案する。

著 ジョン・マッキー ほか　四六判　432頁
本体価格2200円　ISBN978-4-7981-3454-3
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翔泳社の書籍に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします。

◦書籍に関するお問い合わせ
◦購入いただける書店のご案内

◦法人購入、教材採用に関するご相談
◦電子教科書に関するご相談　ほか

株式会社翔泳社 販売推進2課　〒160-0006 東京都新宿区舟町5

電話  03-5362-3810 FAX  03-5362-3817 e-メール  houjin@shoeisha.co.jp




