プログラミング

納期のご確認や見積もりのご依頼などは、ぜひ当サイトをご利用ください！

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

テキスト用

IT・資格・デザインの分野で高い実績を誇る「インプレスグループ」が販売する書籍の中から、
多くの学校様や企業様にご採用いただいております、おすすめタイトルを厳選しました！

／ OS
Oﬃce

電子版 このマークが付いている書籍は
あり 電子版もございます。

IT・データサイエンス・AI
PC・各種資格試験 他

デザイン／グラフィック
3DCG・ゲーム・イラスト

「インプレスブックス」
より冒頭から数ページの試し読みが可能です

または ISBNコード で検索できます

https://books.mdn.co.jp/

※お問い合わせはメール、
またはFAXにてお願いします。

※在庫状況等により、
ご希望通りの出荷ができない場合もございますので、
事前にお問い合わせください。

MdN ……………………………………FAX : 03-4334-2919 [ 担当：宮本 ]

クロスメディア・パブリッシング ……FAX : 03-5413-3141 [ 担当：高木 ]
クロスメディア・ランゲージ …………FAX : 03-5413-3141 [ 担当：秋元 ]

近代科学社 ……………………………FAX : 03-6837-4829 [ 担当：山口・南雲 ]

無料進呈
カリキュラム変更や学部/
学科新設は献本サービスを
ご活用ください。

詳しくは裏面へ

理工書

インプレス ………………………………FAX : 050-3737-2813 [ 担当：嘉藤・野原・原田 ]

・
デザイン／
Photoshop
Illustrator/ Web
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

掲載書籍の詳細、その他書籍につきましては下記URLへ 書籍名

CAD

Webデザイン 他

グ ラ フィック／ カメラ／
デ ザイン

プログラミング

https://book.impress.co.jp/
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ビ ジネス

図書カタログ

各種資格試験

インプレスグループ
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Web制作／
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検索

ゲーム開発／

インプレス テキスト 採用

教育学習／人工知能／機械学習

https://book.impress.co.jp/saiyou

プログラミング
ゲーム開発／

教育学習／人工知能／機械学習

Web制作／

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

各種資格試験
ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本
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Oﬃce

デザイン／
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・
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制作
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スッキリわかる入門シリーズ

発売10年を超える大好評シリーズ！

スッキリわかる

サーブレット&JSP入門
第2版

電子版
あり
ベストセラー！

本書は、HTMLやHTTPといった各種仕様、セッションやスコープをと
いった概念など、多岐に渡る必須知識を仕組みやコツも含め、一歩ず
つ着実に習得できるよう1冊にまとめました。

Coming Soon

●3,080円（本体2,800円＋税10%） ●国本 大悟 著／株式会社フレアリンク 監修
●A5判／512ページ ●ISBN 978-4-295-00594-0 ●2019年3月25日発売

発売予定!!

スッキリわかる

電子版
あり

Java入門
第3版

ベストセラー！

Javaの「どうして？」
「 なぜそうなる？」が
必ずわかる入 門 書 の 決 定 版！Javaの 基
礎からオブジェクト指向まで、
「なぜ？」が
わかる丁寧な解説と約300点の豊富なイ
ラストで、楽しく・詳しく・スッキリとマス
ターできる一冊です！

●2,860円（本体2,600円＋税10%） ●中山 清喬／国本 大悟 著 ●A5判／752ページ
●ISBN 978-4-295-00780-7 ●2019年11月15日発売

スッキリわかる

電子版
あり

Python
入門

プログラミングの基礎を丹念に解きほぐ
し、楽しいストーリーとともに、つまずく
ことなく最 後まで読 み 通 せる入 門 書と
なっています。シリーズで好評の章末練
習問題や「エラー解決・虎の巻」も収録し
ています。
●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●国本 大悟／須藤 秋良 著／株式会社フレアリンク 監修 ●A5判／376ページ
●ISBN 978-4-295-00632-9 ●2019年6月13日発売

スッキリわかる

スッキリわかる

電子版
あり

Java入門
実践編 第3版

7年ぶりの大規模改版！①最新Java16対
応！②Git入門（章を全面改訂）③Maven
（新節として追加）④WebAPI（新節とし
て追加）⑤GUI開発(新章として追加)その
他、令和の開発現場にフィットする追補改
訂が盛りだくさん！
●3,300円（本体3,000円＋税10%） ●中山 清喬 著／株式会社フレアリンク 監修
●A5判／728ページ ●ISBN 978-4-295-01124-8 ●2021年4月20日発売

スッキリわかる

電子版
あり

Pythonによる

機械学習
入門

本 書 は、広 大 な 学 習 範 囲 に 対し て、ス
ムーズかつスッキリと学びきることができ
る入門書です。データ分析の「全体の流
れ」を繰り返し追いかけることで、機械学
習の全体像と本質が自然に染み込む仕掛
けとなっています。

●3,300円（本体3,000円＋税10%） ●須藤 秋良 著／株式会社フレアリンク 監修
●A5判／664ページ ●ISBN 978-4-295-00994-8 ●2020年10月16日発売

電子版
あり

C言語入門
第2版

累計60万部を突破した「スッキリわかる
入門シリーズ」の新世代C言語入門書に、
待望の進化改訂版が登場！この第2版で
は、クラウド学 習 環 境「dokoC」に対 応
し、初学者がつまづきがちな開発環境導
入の手間を省いて、すぐに学習を開始で
きるようになりました。
●2,970円（本体2,700円＋税10%）
●中山 清喬 著／株式会社フレアリンク 監修 ●A5判／ 760ページ
●ISBN 978-4-295-01278-8 ●2021年12月14日発売

第3版

2023年3月

スッキリわかる

電子版
あり

SQL入門
第3版

ベストセラー！

累計60万部突破の大人気シリーズの最
新改訂版！第3版では「dokoQL」を大幅
強化！豊富な図解とていねいな解説によ
り、やさしく・楽しくデータベースとSQL
を学習できる入門書です。巻末のSQL訓
練ドリルでは「正規化ドリル」が追加され、
更に問題数を256問に増量しております！
●3,080円（本体2,800円＋税10%）
●中山 清喬 著／株式会社フレアリンク 監修 ●A5判／512ページ
●ISBN 978-4-295-01339-6 ●2022年3月29日発売

電子版
あり

1週間でPython

本書は読み進めながら、一緒にサンプル
プログラミングを入力してみることで、プ
ログラミングの基礎＆Pythonの基礎が分
かるようになります。

1週間でC#の基礎が学べる本

電子版
あり

●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●伊藤 静香 著 ●A5判／256ページ
●ISBN 978-4-8443-3201-5
●2012年5月14日発売

●1,958円（本体1,780円＋税10%）
●立山 秀利 著 ●A5判／224ページ
●ISBN 978-4-295-00332-8
●2018年3月15日発売

基礎Visual

Basic 2022

電子版
あり 基礎

電子版
あり

C言語

Visual Basicによるプログラミングを学
ぼうとするすべての人のために書かれた
ものです。

本書はC言語によるプログラミングの入門
書です。これからソフトウェアの開発を始
める人が、その基礎から実践的な開発例
までを学ぶことができます

●3,520円（本体3,200円＋税10%）
●羽山 博 著 ●B5変形判／424ページ
●ISBN 978-4-295-01432-4
●2022年6月21日発売

●2,948円（本体2,680円＋税10%）
●株式会社アンク 著 ●B5変形判／256ページ
●ISBN 978-4-295-01395-2
●2022年5月23日発売

1週間でMySQL

の基礎が学べる本

電子版
あり

デ ー タベ ー スって な ん だろう？1週 間 で
MySQLがちょっとだけ使えるようになれる！
途中で読むことを挫折しないよう、ゆるい
ペースでナビゲートします！
●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●亀田 健司 著 ●A5判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01255-9
●2021年9月14日発売

1週間でC++の基礎が学べる本

電子版
あり

1週間でC言語

の基礎が学べる本

電子版
あり

プログラミングの基礎&C言語の基礎が分
かるようになり、ちょっとだけC言語でプ
ログラムが書けるようになります。
●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●亀田 健司 著 ●A5判／352ページ
●ISBN 978-4-295-00987-0
●2020年8月24日発売

1週間でPHPの基礎が学べる本

電子版
あり

一緒にサンプルプログラミングを入力する
事で、プログラミングの基礎&C++の基礎
が分かる様になり、ちょっとだけC++でプ
ログラムが書けるようになります。

1週間でPHPがちょっとだけ使えるようにな
れる! PHPでWEBプログラミングを始めて
みたいのだけど、勉強しても分からない…
理解できない…。そんな方にオススメの1冊!

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●亀田 健司 著 ●A5判／368ページ
●ISBN 978-4-295-00733-3
●2019年9月12日発売

●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●亀田 健司 著 ●A5判／328ページ
●ISBN 978-4-295-01103-3
●2021年3月12日発売

●2,728円（本体2,480円＋税10%）
●亀田 健司 著 ●A5判／352ページ
●ISBN 978-4-295-01357-0
●2022年3月15日発売

5th Edition

電子版
あり スラスラ読める

クラスの作り方からオブジェクトの生成、
継承等、ソフトウェアを合理的に設計し、
効率的な開発を実現する多くの知識を集
めています。
●3,740円（本体3,400円＋税10%）
●Matt Weisfeld 著／神林 靖 訳
●B5変形判／320ページ
●ISBN978-4-295-01008-1
●2020年10月23日発売

●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●リブロワークス 著／高橋 征義 監修
●A5判／216ページ
●ISBN 978-4-295-00590-2
●2019年3月15日発売

Excel VBA

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●リブロワークス 著／株式会社ビープラウド 監修
●B5変形判／192ページ
●ISBN 978-4-295-01296-2
●2021年12月1日発売

電子版
あり スラスラ読める

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふ
りがなをふる）」という手法で究極のやさ
しさを目指した、まったく新しいRuby（ル
ビー）の入門書です。

スラスラ読める
ふりがなプログラミング 増補改訂版

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふり
がなをふる）」という手法で究極のやさしさ
を目指した、まったく新しいスクレイピング
の入門書です。

Java

ふりがなプログラミング

まったく新しいプログラミンの解説書「ふ
りが な プ ロ グ ラ ミン グ」シリー ズ か ら、
Excel VBAの入門書が登場しました。

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●リブロワークス 著／株式会社ビープラウド 監修
●B5変形判／208ページ
●ISBN 978-4-295-01174-3
●2021年7月26日発売

●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●リブロワークス 著／谷本 心 監修
●A5判／232ページ
●ISBN 978-4-295-00855-2
●2020年3月19日発売

ふりがなプログラミング

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●リブロワークス 著／及川卓也 監修
●B5変形判／ 216ページ
●ISBN 978-4-295-01511-6
●2022年8月23日発売

電子版
あり

「スクリプトの読み方をすべて載せる（ふり
がなをふる）」という手法で究極のやさし
さを目指した、まったく新しいUnityで使
われるC#（シーシャープ）の入門書です。
●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●安原 祐二 著 ●A5判／216ページ
●ISBN 978-4-295-00557-5
●2019年1月25日発売

電子版
あり スラスラ読める

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふり
がなをふる）」という手法で究極のやさしさ
を目指した、まったく新しいJavaScriptの
入門書です。

Unity C#

PHP

ふりがなプログラミング

電子版
あり

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふり
がなをふる）」という手法で究極のやさしさ
を目指した、まったく新しいPHP（ピーエ
イチピー）の入門書です。
●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●リブロワークス 著／ピクシブ株式会社 監修
●A5判／208ページ
●ISBN 978-4-295-00767-8
●2019年10月25日発売

電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●リブロワークス 著
●B5変形判／ 224ページ
●ISBN 978-4-295-01359-4
●2022年3月15日発売

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふ
りがなをふる）」という手法で究極のやさ
しさを目指した、まったく新しいPython
の入門書です。

電子版
あり スラスラ読める

「プログラムの読み方をすべて載せる（ふ
りがなをふる）」という手法で究極のやさ
し さ を 目 指 し た、まった く新 し いJava
（ジャバ）の入門書です。

電子版
あり スラスラ読める JavaScript
ふりがなプログラミング 増補改訂版

Python

スラスラ読める
ふりがなプログラミング 増補改訂版

・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

Ruby

スラスラ読める
ふりがなプログラミング

Python

ふりがなプログラミング スクレイピング入門

グ ラ フィック／ カメラ／
デ ザイン

オブジェクト指向の考え方

／ OS
Oﬃce

C#でプログラミングを始めようと思って
入門書を買って勉強してみたものの、な
かなか理解できない・・・そんな方にオス
スメの1冊。

いち ば ん や さ しい 教 本

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●亀田 健司 著 ●A5判／328ページ
●ISBN 978-4-295-00853-8
●2020年3月13日発売

本書は、
「プログラミングとは何か」という
基本概念から、プログラミングスキルを身
に付ける上で最も重要な プログラミングの
真髄 について解説した超入門です。

ビ ジネス

の基礎が学べる本

電子版
あり

ベストセラー！

本書は、アルゴリズムの入門書の中でも、
一番最初に読んでいただきたい超入門書
です。最低限知っておくべき知識をとにか
くていねいに解説しています。

各種資格試験

●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●伊藤 静香 著
●A5判／272ページ ●ISBN 978-4-295-01345-7
●2022年3月10日発売

電子版
あり

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

いま急速にユーザー数が増え
い
て い るVisual Studio Code
（
（VSCode）
。VSCodeを 使 っ
て み た い ／ 使って い るユ ー
ザ
ザーが、
もっと便利に使いこ
な
なせるようになることを目指
し 基本からカスタマイズ、効
し、
率
率アップにつながる操作方法、
さ
さらにVSCodeが標準サポー
ト
トしているGitの使い方まで丁
寧
寧に解説しています。

ベストセラー！

プログラミングを、
はじめよう

Web制作／

ゼ
ゼロから始めて
使いこなせるようになる！
使

電子版
あり

ゲーム開発／

Webクリエイター &エンジニアの作業が
はかどる新世代エディターの操り方

アルゴリズムを、
はじめよう

教育学習／人工知能／機械学習

Visual Studio
Code完全入門

プログラミング

プログラミング
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プログラミング

ゲーム開発／ Web制作／教育学習
ゲーム開発

JavaScript入門

ゲーム開発／

教育学習／人工知能／機械学習

ゲームで学ぶ

電子版
あり

Unity3Dゲーム開発ではじめる

C#プログラミング
完全入門

〜ブラウザゲームづくりでHTML＆CSSも身につく！

Web制作／

増補改訂版

本書では、C＃の基礎から学習をスタートします。Unity開発環
境を使って簡単なゲーム用C＃スクリプトを作成し、応用・実践
へと展開します。

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

JavaScriptでココまでできる！――つくりながら学べるWeb
技術＆ゲームプログラミング入門書。JavaScriptを使用した
ブラウザゲームの作り方を解説します。

●3,960円（本体3,600円＋税10%）
●ハリソン・フェローネ 著／吉川 邦夫 訳
●B5変形判／360ページ ●ISBN 978-4-295-01245-0
●2021年8月23日発売

●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●田中 賢一郎 著
●B5変形判／336ページ ●ISBN 978-4-295-01568-0
●2022年12月20日発売

マンガでわかる

各種資格試験

Unityゲーム開発入門

電子版
あり

電子版
あり

ゲーム制作者になるための

3Dグラフィックス技術

改訂3版

ゲームを作ってみたい、ゲームクリエイターの仕事に興味が
ある、そんな人が最初に手にとる一冊として、
「楽しみながら
Unityを使ったゲーム作りが学べる」全編マンガの解説書が登
場しました。

ベストセラー！

ゲーム制作者を目指す人は必携の3DCG基礎知識解説書！新規追加章
「トゥーン・シェーディング」では、今注目のテレビアニメ調表現技術を解説！
ゲーム制作現場で必須となる3Dグラフィックスの基礎知識から、実際のゲー
ムで実装されている様々な技術の概要までを、この1冊で広く学べます。

ビ ジネス

●4,400円（本体4,000円＋税10%） ●西川 善司 著
●B5変形判／456ページ ●ISBN 978-4-295-00786-9
●2019年12月20日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%） ●もりやまゆうた 著
●A5判／288ページ ●ISBN 978-4-2950-1524-6
●2022年10月19日発売

Web制作
電子版
あり

1週間で

いち ば ん や さ しい 教 本

HTML&CSS

できるポケット Web制作必携

HTML&CSS全事典

HTMLの要素（タグ）とCSSのプロパティを解説したリファレンス。基
礎知識編ではHTMLやCSSの仕様、記述方法に加え、文字参照、URL
といったWeb制作者として不可欠な知識も解説しています。

HTML ってなんだろう？CSS ってなんだろう？と思っているあなたで
もHTMLとCSSの 基 礎 が 分かるようになり、1週 間 でスマホ用Web
ページがちょっとだけ作れるようになる!

／ OS
Oﬃce

●2,068円（本体1,880円＋税10%） ●加藤 善規／できるシリーズ編集部 著
●B6判／592ページ ●ISBN 978-4-295-01495-9 ●2022年8月22日発売

●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●亀田 健司 著
●A5判／ 344ページ ●ISBN 978-4-295-01526-0 ●2022年9月22日発売

いちばんやさしい

電子版
あり

改訂3版

の基礎が学べる本

ベストセラー！

電子版
あり

いちばんやさしい

HTML5&CSS3の教本

PHPの教本 第3版 PHP 8対応

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●赤間 公太郎／大屋 慶太／服部 雄樹 著
●B5変形判／296ページ ●ISBN 978-4-8443-8029-0 ●2016年3月18日発売

電子版
あり

講義+実習のワークショップ形式で、Webアプリを作りながら楽しく学
べる「はじめてでも挫折しない」PHPの入門書です。なぜそうするのか
を知りたい、仕組みが知りたい、応用できる基礎を身に付けたい、そん
な読者のさまざまな要望に応える新しい教本です。

実践的なWebサイトを作りながら学べる！ なぜそうするのかを知りた
い、応用できる基礎を身に付けたい、そんな要望に応える一冊です。更
には、学習しやすいソースコード＆全画像素材付き。

●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●柏岡 秀男／池田 友子／有限会社アリウープ 著
●B5変形判／ 248ページ ●ISBN 978-4-295-01286-3 ●2021年11月22日発売

教育学習
いちばんやさしい

Google for Educationの教本

電子版
あり

本書は、GIGAスクール構想によって、学校組織で導入率の高い「Google for Education」をい
ち早く使い始めた現役公立校の教諭が、
「いちばんやさしい」実践例をご紹介していく書籍です。
●2,310円（本体2,100円＋税10%） ●庄子 寛之／二川 佳祐／古矢 岳史 著
●B5変形判／192ページ ●ISBN 978-4-295-01260-3 ●2021年9月16日発売

できるMicrosoft

Teams for Education

電子版
あり

すぐに始めるオンライン授業

「Microsoft Teams for Education」の基本的な操作から、オンラインで授業を行ったり、課題
を作成してフィードバックを行ったりする方法などを具体的に解説。
●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●清水 理史 著 ●A5判／192ページ
●ISBN 978-4-295-01099-9 ●2021年3月8日発売

理工書

できるGoogle for Education
コンプリートガイド 導入・運用・実践編 増補改訂2版

電子版
あり

課題提出・採点・集計が簡単！校務省力化、対話的な学びの実現方法がわかる！多忙な先生を
助ける決定版です。
●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●株式会社ストリートスマート 著
●B5変形判／216ページ ●ISBN 978-4-295-01059-3 ●2020年12月17日発売
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電子版
あり

1週間で

電子版
あり

LaTeX

の基礎が学べる本

手軽にLaTeXが始められる
「Cloud LaTeX」を 利 用 す
る方法で解説してので、み
んなが最初につまづく
「LaTeXの 環 境 構 築」が 一
切 不 要！すぐに学 習 が 始 め
られます。途中で読むこと
を挫折しないよう、ゆるい
ペースでナビゲートします！

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●リブロワークス 著／谷本 心 監修 ●A5判／288ページ
●ISBN 978-4-295-01388-4 ●2022年7月14日発売

機械学習実践シリーズ

音声認識

音源分離

Pythonで学ぶ

できるビジネス

できるビジネス

統計学の基礎から学ぶ

全知識

全知識

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●三好大悟 著／竪田洋資 監修 ●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-01108-8 ●2021年3月15日発売

Pythonで学ぶ

達人データサイエンティストによる理論と実践

TensorFlow 電子版
あり

ではじめる

チュートリアルに掲載されているものより
も詳細を知りたい方を対象とした解説書
です。

●4,620円（本体4,200円＋税10%） ●Nick McClure 著
●B5変形判／392ページ ●ISBN 978-4-295-00200-0
●2017年8月14日発売

考える機械への道とディープラーニング

電子版
あり

AIがどのように開発され、どのような状況にあり、将来どのような姿になるのか、
本書はAI 有効に活用するための必読の入門書です。
●2,970円（本体2,700円＋税10%）
●Michael Wooldridge 著／神林 靖 訳 ●A5判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01370-9 ●2022年3月18日発売

Python

ソフトウェアデザインの原則と実践

●3,300円（本体3,000円＋税10%）
●Dane Hillard 著／武舎 広幸 訳 ●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01263-4 ●2021年11月16日発売

構築テンプレート

現場でAI技術の実装を行っている、AIプロ
ジェクトの管理を行っている方に必携です。
●2,970円（本体2,700円＋税10%）
●Adam Gibson ／新郷 美紀 著 ●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-00986-3 ●2020年9月23日発売

エンジニアなら知っておきたい

AIのキホン

電子版
あり

機械学習・統計学・アルゴリズムをやさしく解説
「AIとは何か」
「 AIで何ができるのか」をイメージできるようにした、全3部構
成です。
●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●梅田 弘之 著 ●A5判／288ページ
●ISBN 978-4-295-00535-3 ●2019年1月21日発売

Python

電子版

あり
データ分析／機械学習
のための基本コーディング！

pandas

ライブラリ活用入門
データの整備／集約、可視化、モデル採択、
正則化など、一連の定石的な手法を紹介。
●4,180円（本体3,800円＋税10%）
●Daniel Y. Chen 著 ●B5判／424ページ
●ISBN 978-4-295-00565-0 ●2019年2月22日発売

Python

機械学習プログラミング
PyTorch＆scikit-learn編

電子版
あり

機械学習の基本から、PyTorchによる先進的
手法まで本格解説！
！基本の理論からPyTorch
の実践まで包括的に学べる一冊です。

●4,620円（本体4,200円＋税10%）
●Sebastian Raschka／Yuxi (Hayden) Liu／ Vahid Mirjalili 著
株式会社クイープ 訳／福島真太朗 監修
●B5変形判／ 712ページ ●ISBN 978-4-295-00565-0
●2022年12月15日発売
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

この半世紀に培われた手法をマスター！ク
リーンで柔軟性の高いプログラムを開発で
きる！プロの品質を実現するデザイン手法
を多面的に解説

電子版
あり

［AIプロジェクトの
必須事項と技術的指針］

変 数 ／ プレ ー スホ ル ダと いったTensor
Flowの基本や、オープンデータを扱う方
法を詳細解説。

AI技術史

電子版
あり

ディープ
ラーニング

機械学習クックブック
Pythonベースの活用レシピ60＋

DeepLearning実装入門

プロフェッショナル

●4,400円（本体4,000円＋税10%） ●Sebastian Raschka／
Vahid Mirjalili 著 ●B5変形判／688ページ
●ISBN 978-4-295-01007-4 ●2020年10月22日発売

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

●2,695円（本体2,450円＋税10%） ●廣瀬 豪 著
●B5変形判／320ページ ●ISBN 978-4-295-01119-4
●2021年3月19日発売

本書は、機械学習コンセプト全般
をカバーし、理論的背景とPython
コーディングの実際を解説してい
ます。

／ OS
Oﬃce

Pythonを用い、ITエンジニア
が身につけたい王道アルゴリ
ズムを手を動かしながら学べ
る入 門 書 です。大 学や 専 門 学
校 で 情 報 処 理 を 学 ぶ 方 など、
プログラミングの力を伸ばした
いすべての方におすすめです。

TensorFlow 電子版
あり

●2,860円（本体 2,600円＋税10%） ●新村 拓也 著
●B5変形判／208ページ ●ISBN 978-4-295-00318-2
●2018年2月16日発売

電子版
あり

ベストセラー！ Python
ベストセラー！
アルゴリズムの
教科書 一生モノの知識と技術を身につける 機械学習プログラミング

さまざまなアルゴリズムを一挙に
把握できる。問題解決力、データ
活用力を養成！本書は、アルゴリズ
ムの基本から始まり、検索やソート
などの実例を示します。

●3,960円（本体3,600円＋税10%） ●Imran Ahmad 著／
株式会社クイープ 訳 ●B5変形判／368ページ
●ISBN 978-4-295-01267-2 ●2021年10月19日発売

電子版
［第3版］
あり

いち ば ん や さ しい 教 本

定番・最新系をPythonで実践！

これからデータ分析を行う人が知っておくべきことを学べる解説書
です。
「統計学の基礎からしっかり学ぶ」
「学んだことをExcelを使っ
て実践する」という構成になっています。

ビ ジネス

40のアルゴリズム

あり

電子版
あり

Excelデータ分析の

本書はデータサイエンスを、ビジネス実務を題材に、難しい話なし
で解説しています。また、データをどのように扱うか実感できるよ
うにExcelファイルを用意してあります。座学＋実践でしっかり腑に
落ちるデータサイエンス入門書の決定版です。
●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●三好 大悟 著 ●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-01363-1 ●2022年3月15日発売

ベストセラー！

各種資格試験

電子版
あり

AI&データサイエンスの

プログラマーなら知っておきたい 電子版

●3,850円（本体3,500円＋税10%）
●戸上 真人 著
●B5変形判／352ページ
●ISBN 978-4-295-00984-9
●2020年8月24日発売

●3,850円（本体3,500円＋税10%）
●高島 遼一 著
●B5変形判／352ページ
●ISBN 978-4-295-01138-5
●2021年5月20日発売

ビジネスの現場で使える

音源分離の基礎からPythonを用い
た実装までを詳しく解説しています。

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

●3,850円（本体3,500円＋税10%）
●山本 龍一／高道 慎之介 著
●B5変形判／352ページ
●ISBN 978-4-295-01227-6
●2021年8月12日発売

音声認識技術の発展経緯を学びな
がら、深層学習を用いた最新の音声
認識システムを実装できるまでを目
的とします。

Web制作／

従来の統計的音声合成システムの基
礎を解説した上で、深層学習技術に
よる近年の音声合成の発展について
詳説しています。

Pythonで学ぶ

電子版
あり

ゲーム開発／

音声合成

電子版
機械学習実践シリーズ
あり

教育学習／人工知能／機械学習

Pythonで学ぶ

電子版
機械学習実践シリーズ
あり

プログラミング

機械学習／AI ／データサイエンス
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プログラミング

クラウド／サーバー／ネットワーク関連
電子版
あり

AWS

ゲーム開発／

教育学習／人工知能／機械学習

ネットワーク入門 第2版

Web制作／

Linuxに お け るITプ ロ 向 け 定 番 書 籍 がRocky Linux 8 &
AlmaLinux 8に 対 応Rocky Linux 8 & AlmaLinux 8の 運 用 管
理にかかわるシステム管理者を対象に、システム管理の基礎、ネッ
トワーク、ストレージ、パフォーマンスチューニング、バックアップ、
障害対応など、IT現場で役立つ幅広いシステム管理手法を網羅し
ています。Rocky Linux 8 & AlmaLinux 8.5対応

AWSにおけるシステム構築に初めて取り組もうとするITインフ
ラ技術者・ネットワーク技術者に向けた最適の１冊です。グロー
バルネットワーク、最近のトレンドについても視野に入れて解説
してあります。

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

●3,080円（本体2,800円＋税10%） ●大澤 文孝 著 ●B5変形判／328ページ
●ISBN 978-4-295-01542-0 ●2022年10月19日発売

●3,520円（本体3,200円＋税10%） ●古賀 政純 著 ●B5変形判／ 512ページ
●ISBN 978-4-295-01419-5 ●2022年6月21日発売

Docker&仮想サーバー
完全入門

Webクリエイター＆エンジニアの

電子版
あり

ストーリーで学ぶ

ネットワークの基本

作業がはかどる開発環境構築ガイド

ベストセラー！

各種資格試験

コンテナや仮想化の仕組みを学びながら、Docker Desktopを使い
各種サーバーを構築する方法を解説しています。仮想化技術を敬遠し
ていたWebクリエイターや初級エンジニア向けにも最適です。

本書では、
「情報システム部に配属となった主人公が、ネットワークトラ
ブルを解決しながら成長していく」というストーリーに沿って解説を展
開しているので、
「楽しく」学べます。

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●リブロワークス 著
●A5判／240ページ ●ISBN 978-4-295-01531-4
●2022年9月22日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%） ●左門 至峰 著
●A5判／396ページ ●ISBN 978-4-295-00605-3
●2021年5月11日発売

エンジニアなら知っておきたい

ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

／ OS
Oﬃce

グ ラ フィック／ カメラ／
デ ザイン
デザイン／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

理工書
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電子版

Rocky Linux & あり
AlmaLinux 実践ガイド

コンテナのキホン

電子版
あり

エンジニアなら知っておきたい

システム設計とドキュメント

初級エンジニアにとって、コンテナの概念は非常に難解で、理解には時
間がかかります。本書は、250点に及ぶ図解を駆使して、コンテナの概
念と全体像をやさしく把握できるように書かれています。

企業が利用するシステム作りについて、現場的な観点から執筆し、ごく
一般的な企業のシステム開発の手順に即して展開。ユーザーやシステム
開発担当者の立場で読みやすい内容とします。

●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●株式会社BFT 著
●A5判／224ページ ●ISBN 978-4-295-01355-6
●2022年3月15日発売

ホワイトハッカー
入門

電子版
あり

●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●阿部 ひろき 著 ●A5判／240ページ
●ISBN 978-4-295-01002-9
●2020年10月23日発売

ITセキュリティのスペシャリスト「ホワイトハッカー」。その職に
就くために必要な素養や知識を、日本ではまだ数少ない現役ホ
ワイトハッカーがまとめた1冊！

Ansible

クックブック

電子版
あり

●3,740円（本体3,400円＋税10%）
●大嶋 健容／三枝 浩太／宮﨑 啓史／
宮﨑 啓史／横地 晃 著
●B5変形判／416ページ
●ISBN 978-4-295-01354-9
●2022年3月15日発売

本書は入門書の次のステップに適しています。Linux、VMware、
コンテナ、ネットワーク機器に対するユースケースごとに、サンプ
ルプレイブックと解説を掲載しています。

CentOS 8
実践ガイド

電子版
あり

●3,960円（本体3,600円＋税10%）
●古賀 政純 著 ●B5変形判／520ページ
●ISBN 978-4-295-00845-3
●2020年3月13日発売

CentOS 8の運用管理にかかわるシステム管理者を対象に、シ
ステム管理の基礎、ネットワーク、ストレージ、パフォーマンス
チューニング、バックアップ、障害対応など、IT現場で役立つ幅
広いシステム管理手法を網羅しています。

Kubernetes
完全ガイド 第2版

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●梅田 弘之 著
●A5判／240ページ ●ISBN 978-4-295-01314-3
●2021年12月22日発売

AWS Lambda
実践ガイド 第2版

電子版
あり

●3,960円（本体3,600円＋税10%）
●大澤 文孝 著 ●B5変形判／512ページ
●ISBN 978-4-295-01330-3
●2022年3月3日発売

本書では、AWSにおけるLambdaによるシステム構築の設計
手法や具体的な事例の作成を通じてLambdaでのプログラミ
ング手法を解説します。第2版では、2022年の最新情報にアッ
プデート、SAM開発環境に対応しました。

Ansible

実践ガイド 第3版

電子版
あり

●3,740円（本体3,400円＋税10%）
●北山 晋吾／塚本 正隆／畠中 幸司 著
●B5変形判／416ページ
●ISBN 978-4-295-00764-7
●2019年10月18日発売

オープンソースの構成管理ツールの一つであるAnsibleの基本的
な使い方から、アプリケーションデプロイメントの自動化、クラウ
ドAPIとの連携などの応用的な使い方をまとめた実践ガイドです。

CentOS 8
実践ガイド

電子版
あり

［サーバ構築編］

［システム管理編］

電子版
あり

●4,400円（本体4,000円＋税10%）
●青山 真也 著
●B5変形判／680ページ
●ISBN 978-4-295-00979-5
●2020年8月7日発売
本書は、本書ではKubernetesに関して、アプリケーション開
発者およびインフラエンジニアが利用する機能を網羅的に取り
上げます。

電子版
あり

●4,620円（本体4,200円＋税10%）
●古賀 政純 著 ●B5変形判／608ページ
●ISBN 978-4-295-01129-3
●2021年4月23日発売
CentOS 8におけるサーバ構築の解説書。従来型のサーバシ
ステムの構築から最先端のクラウドネイティブ型サーバ構築に
至るまで、IT基盤を支える必須技術を集約。2020年代を生き
抜くためのITプロの必須技術

Docker

実践ガイド 第2版

電子版
あり

●4,180円（本体3,800円＋税10%）
●古賀 政純 著
●B5変形判／496ページ
●ISBN 978-4-295-00552-0
●2019年2月18日発売
Dockerが利用される環境や背景を説明し、導入前のシステム
設計、Dockerの基本的な利用方法、Dockerﬁleによる自動
化の手法、管理・監視ツールについて、実際に操作をしながら
解説します。

電子版
あり

GitLab
実践ガイド

ベストセラー！

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●北山 晋吾 著 ●B5変形判／264ページ
●ISBN 978-4-295-00303-8
●2018年2月1日発売
本書は、アプリケーション開発支援ツールであるGitLabの基
礎から、実務の開発ワークフローの運用で使える機能までを
網羅した実践ガイドです。

電子版
あり

できるPRO

CentOS 7

サーバー

ベストセラー！

●3,300円（本体3,000円＋税10%）
●辻 秀典／渡辺 高志 著
●B5変形判／432ページ
●ISBN 978-4-8443-8034-4
●2016年5月26日発売

Linuxサーバーの構築がゼロからわかる! CentOS 7のインス
トールや基本操作から解説。本書を読むことで、さまざまなサー
バーの構築方法がわかります。

Kubernetes
実践ガイド

電子版
あり

クラウドネイティブ
アプリケーションを支える技術

●3,850円（本体3,500円＋税10%）
●早川 博／北山 晋吾 著
●B5変形判／432ページ
●ISBN 978-4-295-00663-3
●2019年7月12日発売

本書では、クラウドネイティブに求められる背景やトレンドを押さ
えるとともに、
「Kubernetes」やそのエコシステムを利用し、クラ
ウドネイティブアプリケーションの実装について解説しています。

軽量

Alpine Linuxによる

電子版
あり

Dockerコンテナ構築術

●3,520円（本体3,200円＋税10%）
●中島 能和 著 ●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01165-1
●2021年6月24日発売
本書は、コンテナ作成に広く使われる軽量ディストリビューショ
ン「Alpine Linux」について解説するものです。OSとしての
Alpine Linuxの導入や操作を解説し、それらをDockerコン
テナとするための手順も詳しく説明していきます。

プログラミング

資格試験
IoT技術検定/ネットマーケティング/ウェブ解析士
ビジネス著作権検定

公式テキスト［初級・上級］第3版

ネットマーケティング検定

インターネットマーケティング［基礎編］第3版

電子版
あり

●
●2,200円
（本体
（本体2,000円＋税10%） ●藤井 裕之 著 ●A5判／344ページ
●ISBN 978-4-295-00571-1 ●2019年2月22日発売

2023年版 2023年2月発売予定

第4版 2023年3月発売予定

計算が苦手でも合格できる 電子版

あり

日商簿記3級

●1,430円（本体1,300円＋税10%）
●関東学院大学経営学部教授 江頭 幸代 著
●A5判／512ページ
●ISBN 978-4-295-01379-2
●2022年4月21日発売
最新の出題範囲に対応し、算数レベルの計算から仕訳の肝ま
でをていねいに解説した日商簿記3級テキストです。

電子版

教科書＋実践問題 第3版

出題傾向を徹底分析！よく出題されるポイントを中心にまとめ
たテキスト＆問題集です。暗記学習が捗る赤シートが付属。

解き方が必ず身につく問題集＋予想問題

●1,320円（本体1,200円＋税10%）
●関東学院大学経営学部教授 江頭 幸代 著
●A5判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01380-8
●2022年4月21日発売

試験時につまづきそうなポイントをピックアップし、解答のプ
ロセスをフローチャートでナビゲートしているので、暗記学習
ではなく「解き方」自体がしっかり身に付きます。

試験にココが出る！

消防設備士4類

電子版
あり

［甲種・乙種］教科書＋実践問題 第3版

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●ノマド・ワークス 著／
一般社団法人 東京防災設備保守協会 監修
●A5判／416ページ
●ISBN 978-4-295-01549-9
●2022年11月4日発売

第3版は赤シート付、直前で役立つ「一夜漬け○×ドリル」も巻
末に追加され、合格力が素早く身に付くテキスト＆問題集です。

解き方がわかる
問題集 2022-2023年版

電子版
あり

●1,430円（本体1,300円＋税10%）
●堀川 洋 著 ●A5判／352ページ
●ISBN 978-4-295-01398-3
●2022年6月7日発売
過去にFP3級試験で実際に出題された問題を参考にして作問
しています。解くことが理解の助けになる良問や、よく出され
る問題を厳選して収録しました。

試験にココが出る！

消防設備士6類

電子版
あり

教科書＋実践問題 第2版

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●株式会社ノマド・ワークス 著
●A5判／336ページ
●ISBN 978-4-295-01091-3
●2021年2月18日発売
巻末の模擬問題を1回分追加。最新の出題傾向に合わせて改訂！
本書は、忙しい社会人が効率的に学習できるように、出題傾向を徹
底分析し、よく出題されるポイントを中心に解説を行っています。

公務員試験/SPI3
1週間で解き方がわかる
数的推理

電子版
あり

いちばんやさしい公務員試験
テキスト＆問題集

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●西川 マキ 著 ●A5判／328ページ
●ISBN 978-4-295-01521-5
●2022年9月21日発売

受講生がつまずきやすい問題や苦手とする部分に対して、
「解き
方」のコツを、過程を含めて基礎からていねいに伝授！効率的に実
力が身に付く公務員試験「数的推理」対策テキスト＆問題集です。

1週間で解き方がわかる
判断推理

電子版
あり

いちばんやさしい公務員試験
テキスト＆問題集

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●西川 マキ 著 ●A5判／328ページ
●ISBN 978-4-295-01522-2
●2022年9月21日発売

試験対策講座で多数の学生たちに講義している著者がメソッド
を伝授、効率的に実力が身に付く公務員試験「判断推理」対策
のテキスト＆問題集です。

基礎からステップアップ！

SPI3突破

電子版
あり

テキスト＆問題集
2023年度版
●1,540円（本体1,400円＋税10%）
●西川 マキ 著 ●A5判／344ページ
●ISBN 978-4-295-01092-0
●2021年2月22日発売
着実に解法を身につけることで、難易度高めの問題も解ける
ようになる、SPI3対策テキスト＆問題集の決定版です。

宅地建物取引士
2023年版 合格しようぜ！ 電子版
宅建士 過去15年問題集 あり

●3,080円（本体2,800円＋税10%）
●宅建ダイナマイト合格スクール 著
●A5判／752ページ
●ISBN 978-4-295-01545-1
●2022年10月18日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%）
●宅建ダイナマイト合格スクール 著
●A5判／648ページ
●ISBN 978-4-295-01577-2
●2022年12月22日発売

音声講義35時間付き

的確で楽しい解説テキストにラジオ番組のような録り下ろしの
音声解説によって、スムーズに合格力が身につく宅建基本書
の決定版！

音声解説付き

最新2022年10月の過去問題を含めて、計17回分の過去問題
＋解説を収録。本試験問題を見開き完結方式で学習できる過
去問の新定番。

2023年版 合格しようぜ！

電子版
あり

宅建士 テーマ別
よく出る問題333 音声解説付き
●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●宅建ダイナマイト合格スクール 著
●A5判／512ページ
●ISBN 978-4-295-01546-8
●2022年10月18日発売

2023年度版は本文を2色刷化し、赤シート付き!! わかりやす
い見開き完結構成は変わらず、選び抜いたテーマ別重要問題
を333問掲載！
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

2023年版 合格しようぜ！ 電子版
あり
宅建士 基本テキスト

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●株式会社ノマド・ワークス 著
●A5判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01350-1
●2022年3月3日発売

日商簿記3級

1週間でFP3級の

／ OS
Oﬃce

試験にココが出る！

乙種第4類危険物取扱者 あり

あり

いち ば ん や さ しい 教 本

いちばんやさしいテキスト＆仕訳問題集

計算が苦手でも合格できる 電子版

ビ ジネス

日商簿記 / 危険物 /FP

各種資格試験

インターネットマーケティング関連の知識保有度を測定する資格「ネットマーケティン
グ検定」。その唯一の公式テキストが改訂して第3版に！本書では、おもにネットサー
ビスやマーケティング手法を最新の状況にあわせて更新。最終章では過去問題を掲
載しています。

ウェブ解析を実践するための知識保有度を測る資格「ウェブ解析士認
定試験」の対策問題集です。この問題集は、ウェブ解析士協会が発売
する最新の『ウェブ解析士認定試験公式テキスト』に準拠しています。

●2,750円（本体2,500円＋税10%） ●ウェブ解析士協会カリキュラム委員会 著
●A5判／304ページ ●ISBN 978-4-295-01341-9 ●2022年2月22日発売

公式テキスト

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

電子版
あり

2022年版 ウェブ解析士
認定試験 公式問題集

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●和田 宏徳／坂本 優／藤原 正樹 著／
紋谷 暢男／土肥 一史 監修 ●A5判／304ページ
●ISBN 978-4-295-01499-7 ●2022年8月3日発売

Web制作／

「ビジネス著作権検定」の初級・上級の試験範囲をフルカバーす
る唯一の公式テキストです。わかりやすい表現で初心者も無理
なく読み進められる内容となっています。第3版では近年の法
改正に併せ改訂しており、索引追加し学習後も辞書的な活用が
可能となります。

2022年に部分改訂されたMCPC IoTシステム技術検定（基礎編）に完全準拠した公
式テキストが登場！新たにDXを学びたい読者に向けてDXの動向や「2025年の崖」の
克服に必要なこと、DX推進によるビジネスモデルやIoTプラットフォームの変化、仮
説検証に関する記述を追加しました。
●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●MCPCモバイルコンピューティング推進コンソーシアム 監修 ●A5判／280ページ
●ISBN 978-4-295-01532-1 ●2022年9月22日発売

電子版
あり

ゲーム開発／

改訂3版 MCPC IoTシステム技術検定［基礎］対応

電子版
あり

教育学習／人工知能／機械学習

IoT技術テキスト 基礎編

7

プログラミング
ゲーム開発／

教育学習／人工知能／機械学習

Web制作／

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

各種資格試験
ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

／ OS
Oﬃce

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

理工書
8

ベンダー試験
Cisco /ディープラーニング /Microsoft

徹底攻略

データ
サイエンティスト検定
問題集［リテラシーレベル］対応

電子版
あり

徹底攻略

Cisco CCNA

電子版
あり

問題集［200-301 CCNA］対応

黒本で最先端の資格をいち早く取得しよう！2021年よりスタートしたデータ
サイエンティスト検定（通称DS検定）
。その「リテラシーレベル」試験に対応
した問題集です！

●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●スキルアップAI株式会社 小縣 信也／斉藤 翔汰／山田 弦太朗 著
●A5判／ 320ページ ●ISBN 978-4-295-01381-5 ●2022年4月21日発売

電子版
あり

徹底攻略

1週間でCCNA

の基礎が学べる本

新CCNA対策は実績の黒本で！2020年の試験改定により出題範
囲が広くなり、さらに対策が難しくなったCCNA。本書では、この
広大な範囲の知識が問題を解くだけで自然と身に付くよう、問題
を構成しています。また、各問題には、ネットワーク初心者でも理
2020年の大幅改定により、さらにハードルが高くなったCCNA。しかし、試
解できるよう丁寧で詳細な解説を掲載しているので、途中でつま
験対策書は試験範囲についてのみ解説しているものが多く、初心者が理解す
ず くことは ありま せ ん。読 者 限 定 特 典 とし て 模 擬 問 題1回 分
るのは困難です。本書は、初心者がスムーズに試験対策を行えるよう、事前
に基礎固めを行うためのネットワーク入門書です。試験情報や模擬問題も掲 （PDF）と、スマホ問題集（豊富な132問の模擬問題＋IPアドレス
「教科書を超える丁寧な解説」
＋
「豊富な問題」
載しているので、CCNA取得を視野に入れた効率的な基礎学習が行えます。 の計算問題）付き。
で、CCNA一発合格を目指せます！
第3版は、出題が増えている無線LANに関する知識を1章分のボリュームで解
説するなど、新CCNA対策の下準備がしっかり行える内容となっています。

第3版

●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●宮田 かおり 著／株式会社ソキウス・ジャパン 編
●A5判／328ページ ●ISBN 978-4-295-01073-9 ●2021年4月13日発売

徹底攻略

ディープラーニング

電子版
あり

G検定ジェネラリスト

ディープラーニング

電子版
あり

第2版

●6,050円（本体5,500円＋税10%）
●スキルアップAI株式会社 小縣 信也／斉藤 翔汰／
溝口 聡／若杉 一幸 著 ●A5判／520ページ
●ISBN 978-4-295-01158-3
●2021年5月31日発売

●2,310円（本体2,100円＋税10%）
●明松 真司／田原 眞一 著 ●A5判／288ページ
●ISBN 978-4-295-01163-7
●2021年6月22日発売

新シラバスに完全対応！G検定受験者必携の問題集が増補改訂して再登場！2021年春に
公開された最新シラバスに沿って収録問題を増補しました。

AWS認定

徹底攻略

E資格エンジニア問題集

問題集 第2版

徹底攻略

●3,828円（本体3,480円＋税10%）
●株式会社 ソキウス・ジャパン 編・著 ●A5判／688ページ
●ISBN 978-4-295-01128-6 ●2021年4月21日発売

電子版
あり

内容を精査して再登場！AIエンジニアは必携の資格【ディープラーニングE資格（エンジ
ニア）】対応の問題集。出題傾向を徹底分析した模擬問題を収録で合格力がさらにアップ！

改訂新版 徹底攻略

AWS認定

電子版
あり

デベロッパー - アソシエイト

ソリューションアーキテクトアソシエイト

●3,960円（本体3,600円＋税10%）
●株式会社NTTデータ 川畑 光平 著
●A5判／496ページ ●ISBN 978-4-295-01308-2
●2022年2月22日発売

●2,618円（本体2,380円＋税10%）
●鳥谷部 昭寛／宮口 光平／菖蒲 淳司 著
●A5判／264ページ ●ISBN 978-4-295-01065-4
●2021年1月8日発売

教科書［DVA-C01］対応

教科書［SAA-C02］対応

AWS技 術 書 に 匹 敵 する濃 厚 な 解 説！試 験 対 策 書 を 超 えたDVA-C01対 応 の 学 習 書！ 「AWS認定 ソリューションアーキテクト ‒ アソシエイト」の新試験［試験番号：SAA-C02］に対
AWS提供のサービスを幅広く網羅して細かく解説しています。
応した受験対策教科書です。現場で役立つAWSのクラウド活用についても解説しています。

徹底攻略

Microsoft

Azure

電子版
あり

Fundamentals

教科書［AZ-900］対応

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●横山 哲也／伊藤 将人／今村 靖広 著
●A5判／304ページ ●ISBN 978-4-295-01141-5
●2021年5月20日発売
2020年11月に更新された最新試験に対応した対策教科書です。合格に直結する知識を
解説しつつ、特に試験で狙われるポイントを「試験対策」欄に集約、重要ポイントがひと
目でわかります。

徹底攻略

Microsoft

Azure

電子版
あり

Administrator

教科書［AZ-104］対応

●3,498円（本体3,180円＋税10%）
●株式会社ソフィアネットワーク 新井 慎太朗 著
●A5判／560ページ ●ISBN 978-4-295-01369-3
●2022年3月23日発売
2021年9月に更新された最新試験に対応した対策教科書です。Azureの初学者でも本
書だけで理解できるよう基礎から活用までとにかく丁寧に解説しています。

プログラミング

Java SE / LinuC/VCP

徹底攻略

［1Z0-816］対応

●4,400円（本体4,000円＋税10%） ●志賀 澄人 著 ●A5判／624ページ
●ISBN 978-4-295-01256-6 ●2021年9月16日発売

電子版
あり

徹底攻略

Java SE 8 Silver

の基礎が学べる本

問題集［1Z0-808］対応

Javaプログラミング知識の「基礎の基礎」から学べる！プログラミング
の考え方・しくみから、オブジェクト指向までを丁寧に解説した、はじめ
てJava試験に挑戦する人は必携の一冊です。

Linux

第3版

本書は、初心者がスムーズに試験対策
を行えるよう、事前に基礎固めを行う
Linux入門書です。試験情報や練習問
題も多数掲載しているので、資格取得
を視野に入れた効率的な基礎学習が
行えます。

システムの仕組み

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●中島 能和 著 ●A5判／320ページ
●ISBN 978-4-295-00636-7
●2019年6月20日発売

徹底攻略

電子版
あり

ITプロを目指す初心者が、CentOS 8
を通してLinuxのシステム管理とサー
バ構築の基本操作を学習していくた
めの入門書です。

●3,960円（本体3,600円＋税10%）
●Brian Ward 著／柴田 芳樹 訳
●B5変形判／496ページ
●ISBN 978-4-295-01349-5
●2022年3月8日発売

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●大津 真 著
●B5変形判／ 320ページ
●ISBN 978-4-295-00871-2
●2020年4月22日発売

徹底攻略

●3,080円（本体2,800円＋税10%）
●ソキウス・ジャパン 著
●A5判／256ページ
●ISBN 978-4-295-00664-0
●2019年7月22日発売

電子版
あり

問題集［Ver.2.0］対応

本書は、LPI-Japanの実施するオープ
ンソースデータベース技術者認定試験
【OSS-DB Silver Ver.2.0 試 験 番 号：
OSDFBS-02】に完全対応した、安心
して学習できる教材です。
●3,520円（本体3,200円＋税10%）
●ソキウス・ジャパン 著
●A5判／254ページ
●ISBN 978-4-295-00874-3
●2020年4月17日発売

徹底攻略

VCP-DCV

電子版
あり

教科書 VMware vSphere7対応

「VCP-DCV 2020/2021」に 対 応！
VMwareの 認 定 講 師 が 試 験 内 容を
徹底分析し、VCP-DCV試験に合格
する為に必要な知識を厳選して展開
します！
●4,070円（本体3,700円＋税10%）
●二岡 祐介／坂井 大和 著
●A5判／392ページ
●ISBN 978-4-295-01180-4
●2021年7月26日発売

電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

PHP開発者向けの新試験PHP7技術
者認定［初級］試験に完全対応した問
題集が登場！経験豊富な講師陣による
書き下ろし問 題173問 を 掲 載し、設
問ひとつひとつにていねいな解説。

サーバ入門［CentOS 8対応］

Linuxの動作・構成・設定とその関係
が理解できる！そ れ ぞ れ の 背 景・理
論・実例を全面的に解説。Linuxで実
践したいことができるように内部動
作を把握しよう。

PHP7技術者認定［初級］試験 OSS-DB Silver
問題集

Linux

電子版
あり

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

の基礎が学べる本

●3,520円（本体3,200円＋税10%） ●志賀 澄人 著 ●A5判／544ページ
●ISBN 978-4-8443-3993-9 ●2016年1月18日発売

電子版 スーパーユーザーなら知っておくべき 電子版
あり
あり

徹底攻略

1週間でLPIC

厳選された問題＆本試験と同構成の模擬試験問題×2回分で合格力に差
が付きます！ポリモーフィズムや例外処理も詳しく解説。テキスト本がな
くてもこの1冊でしっかり学習できます。

／ OS
Oﬃce

2週間でJava SE Bronze

●2,970円（本体2,700円＋税10%） ●志賀 澄人 著 ●A5判／560ページ
●ISBN 978-4-295-00142-3 ●2017年10月17日発売

電子版
あり

徹底攻略

いち ば ん や さ しい 教 本

Java資格対策書の定番である徹底攻略シリーズ。Bronze、
Silverの対策問題集で人気の著者が、新しくJava Gold SE
11試験［試験番号：1Z0-816］に対応した問題集を書き下ろし
ました。

ビ ジネス

Java SE 11
Gold 問題集

電子版
あり

各種資格試験

●3,740円（本体3,400円＋税10%） ●志賀 澄人 著
●A5判／608ページ ●ISBN 978-4-295-00762-3
●2019年10月18日発売

●2,750円（本体2,500円＋税10%） ●志賀 澄人／山岡 敏夫 著／株式会社ソキウス・ジャパン 編
●A5判／336ページ ●ISBN 978-4-295-00895-8 ●2020年6月19日発売

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

Java資格対策書で人気の徹底攻略シリーズから、2020年開始
のJava Bronze SE［1Z0-818］試験に対応した問 題集が登
場。解き進めるだけで自然と体系的な知識が身に付くよう問題
を構成しています。教科書を超えるやさしく丁寧な解説で、初
心者でもつまずくことなくJavaの基本、オブジェクト指向がよ
くわかります。

］対応

オラクル社の資格試「Oracle
Certiﬁed Java Programmer, Silver SE 11 認定資格
（試 験 番 号：1Z0-815-JPN）」
に完全対応！新しい試験範囲
を完全に網羅。教科書テキスト
がなくても、この問題集1冊で
とても丁寧に解説しているの
で、ラムダ式やモジュールにつ
いてもすんなりと理解できま
す。巻末には、本番の試験と同
じ構成・問題数の【総仕上げ問
題】を2回分収録！試験直前の
実力確認までバッチリサポート
します！
！

Web制作／

問題集［1Z0-818］対応

ゲーム開発／

Java SE Bronze

Java SE 11
問題集
Silver
1Z0-815

［

電子版
あり

徹底攻略

教育学習／人工知能／機械学習

電子版
あり

徹底攻略
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プログラミング

情報処理技術者試験
基本情報技術者

ゲーム開発／

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

電子版
あり

かんたん合格

基本情報技術者教科書

基本情報技術者教科書

令和5年度

電子版
あり

科目A、科目Bを一気に攻略！過去問題をベースにした実践問題を連続で展開する
スモールステップ方式の構成で効率的に合格力が身につくテキスト問題集です。

！
新定番

スタンダード版

●1,738円（本体1,580円＋税10%） ●月江 伸弘 著 ●A5判／ 640ページ
●ISBN 978-4-295-01550-5 ●2022年11月22日発売

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

人気書籍が、授業や研修で使いやすい
「長く使える特別編集版」として新登場！
基本情報の膨大な試験範囲を出題頻度
の高い項目に絞り、 IT初心者でも理解
できる言 葉 を 使って わ かりや すく解
説。更に「どこが」
「どのように」出題さ
れるのかもひと目でわかるので、IT初
心者が最短で合格レベルの知識を身に
付けられる一冊です。通学・通勤時間も
学習できる本書の電子版（PDF）、スマ
ホで学べる単語帳「出る語句200」付き。

かんたん合格

基本情報技術者過去問題集

令和4年度
下期

電子版
あり

各種資格試験

CBTに完全対応！
！巻頭特集ではCBTならではの対策方法などについて丁寧に解説
しているほか、別日に受験可能となった午前試験、午後試験をわけて掲載。試験ご
とに集中して対策が行えます。
●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●株式会社ノマド・ワークス 著
●B5判／560ページ ●ISBN 978-4-295-01420-1 ●2022年6月7日発売

イモヅル式

※本 書 は、教 育 機 関や 企 業 での 採 用を目的とし、
「かんたん合格 基本情報技術者教科書 令和2年
度」の内容を追加・修正しています。

基本情報技術者午前 コンパクト演習

電子版
あり

ビ ジネス

出題傾向を徹底分析し、合格に必要な知識をコンパクトにまとめたFE午前過去問
演習本。重要事項を効率的に学びとることができる良問を厳選、知識が体系的かつ
強固に身につく「イモヅル式」の様態に執筆・編集。

●1,408円（本体1,280円＋税10%） ●五十嵐順子＆ラーニング編集部 著
●A5判／ 472ページ ●ISBN 978-4-295-01498-0
●2022年7月21日発売

●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●堀川 洋 著 ●新書判／256ページ
●ISBN 978-4-295-01106-4 ●2021年4月8日発売

いち ば ん や さ しい 教 本

ITパスポート / 応用情報技術者
かんたん合格

ITパスポート
教科書&必須問題 令和5年度

電子版 かんたん合格
あり

ITパスポート過去問題集

電子版 イモヅル式
あり

ITパスポート

電子版
あり

コンパクト演習

令和5年度 春期

／ OS
Oﬃce

広大な出題範囲をよく出る項目に絞り、IT
にあまりなじみのない方にも わかる言葉
で解説しているので、挫折せずに最後まで
学習できます。

ずっと売上ナンバー1！最新シラバス6.0に
完全対応した 信頼と実績の過去問題集で
合格しよう！

出題傾向を徹底分析し、重要事項を効率
的に学びとることができる良問を厳選、
知識が体系的かつ強固に身につく「イモ
ヅル式」の様態に執筆・編集。

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●坂下 夕里 著 ●A5判／464ページ
●ISBN 978-4-295-01557-4
●2022年11月24日発売

●1,298円（本体1,180円＋税10%）
●間久保 恭子 著 ●B5判／ 480ページ
●ISBN 978-4-295-01580-2
●2022年12月22日発売

●1,408円（本体1,280円＋税10%）
●石川 敢也 著 ●新書判／256ページ
●ISBN 978-4-295-00917-7
●2020年7月17日発売

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

徹底攻略

ITパスポート教科書＋模擬問題

電子版
あり

令和4年度

最新試験範囲【シラバス Ver.6.0】に完全対応！ITパスポート過去問題集で実
績ナンバー 1の著者がていねいに解説。高等学校の「情報Ⅰ」に対応した新シ
ラバスに含まれる擬似プログラミング言語の問題も分かりやすく解説。
●1,738円（本体1,580円＋税10%） ●間久保 恭子 著 ●A5判／528ページ
●ISBN 978-4-295-01351-8 ●2022年3月10日発売

徹底攻略

応用情報技術者教科書

電子版
あり

令和5年度

はじめての学習にも頻出分野に絞った復習にも使える、オールマイティのテ
キスト＆問題集です。

●2,618円（本体2,380円＋税10%） ●株式会社わくわくスタディワールド 瀬戸 美月 著
●A5判／ 824ページ ●ISBN 978-4-295-01547-5 ●2022年10月24日発売

2023年3月改訂予定

SG / SC / DB / NW
徹底攻略

情報セキュリティマネジメント
教科書 令和5年度

電子版
あり

情報セキュリティマネジメント試験対策年間版テキストで売上No.1！徹底攻略
教科書のAP、SC、NW、DBも手がける著者陣がAIも活用して分析。情報セ
キュリティ分野他、テクノロジ系、ストラテジ系などの関連する内容も完全網羅。
●1,958円（本体1,780円＋税10%）
●株式会社わくわくスタディワールド 瀬戸 美月 著／株式会社わくわくスタディワールド 齋藤 健一 著
●A5判／584ページ ●ISBN 978-4-295-01571-0 ●2022月12年20日発売

徹底攻略

理工書

データベーススペシャリスト
教科書 令和4年度

電子版
あり

最新の動向を踏まえて解説を強化した改訂版が登場！この1冊で合格力は
もちろん、これからの時代に必要なデータベースエンジニアとしての知識
や考え方が身につきます。

●2,838円（本体2,580円＋税10%） ●瀬戸 美月 著 ●A5判／736ページ
●ISBN 978-4-295-01358-7 ●2022年3月15日発売
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徹底攻略

徹底攻略

情報処理安全確保支援士
教科書 令和5年度

電子版
あり

現場経験豊富な著者陣が出題傾向を徹底分析。
「スモールステップ方式」で、
効率的に実力が身に付くセキスペ（SC）対策の決定版！
●3,168円（本体2,880円＋税10%）
●株式会社わくわくスタディワールド 瀬戸 美月 著／株式会社わくわくスタディワールド 齋藤 健一 著
●A5判／ 768ページ ●ISBN 978-4-295-01538-3 ●2022年9月28日発売

徹底攻略

ネットワークスペシャリスト
教科書 令和5年度

電子版
あり

過去問題を例題として随所に挟み込んだ「スモールステップ方式」で、効率
的に実力が身に付くNW対策決定版！重要事項リスト「項目別要点チェック」
も備え、直前対策も万全。

●3,058円（本体2,780円＋税10%） ●株式会社わくわくスタディワールド 瀬戸 美月 著
●A5判／ 736ページ ●ISBN 978-4-295-01512-3 ●2022年8月25日発売

Web3.0

電子版
あり

本書はストーリーや図解を絡めながら、知識と実践方法をやさしく解説。
本書は「Excel」を使って計算するため、数式を覚える必要はありません。

電子版
あり

先端事例からトッピクスまで「知りたい」内容をわかりやすく、
サクッと識者がお答えいたします。

●1,540円（本体1,400円＋税10%）
●斎藤 創／佐野 典秀／酒井 麻里子 著
●A5判／176ページ ●ISBN 978-4-295-01567-3
●2022年12月6日発売

noteではじめる

電子版
あり

新しいアウトプットの教室

楽しく続けるクリエイター生活 改訂版

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●コグレマサト／まつゆう* 著 ●四六判／240ページ
●ISBN 978-4-295-01127-9 ●2021年4月23日発売

できる仕事がはかどる

電子版
あり

「表の見た目を整える」、
「複数のシートから集
計シートを作成する」等、身近な業務を想定
した用例を豊富に用意！

理解と実践

電子版
あり

業務プロセス改革を進化させる最終手段
欧米企業を中心に活用が広がるプロセスマイ
ニング。ビジネス(業務プロセス)改革の手段
としてマイニング技術で精査し実態を分析し
ていきます。
●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●近藤 裕司 著／百瀬 公朗 監修 ●A5判／208ページ
●ISBN 978-4-295-01563-5 ●2022年11月30日発売

シーンごとにマネして作るだけ！

見やすい資料の

デザイン図鑑

電子版
あり

●2,310円（本体2,100円＋税10%） ●森重 湧太 著
●B5変形判／240ページ ●ISBN 978-4-295-01285-6
●2021年12月9日発売

実践 スタンフォード式

デザイン思考

●1,430円（本体1,300円＋税10%） ●唐木 元 著 ●四六判／208ページ
●ISBN 978-4-8443-3872-7 ●2015年8月7日発売

電子版
あり

できるやさしく学ぶ

Excel統計入門

難しいことはパソコンにまかせて
仕事で役立つデータ分析ができる本
本書では、問題解決のために何をすべきか、
どういう手法を利用して統計の結果を求める
かを豊富な図解とイラストを交え、丁寧に解
説しています。
●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●羽山 博 著
●B5変形判／240ページ ●ISBN 978-4-8443-3731-7
●2015年2月3日発売

できる仕事がはかどる

Google Apps Script

電子版
あり

業務でよく使うスプレッドシートの操作を例
に、シートやセルの自動処理化、ドライブとの
連携といった基本を徹底解説。

●2,530円（本体2,300円＋税10%）
●リブロワークス 著／吉田 哲平 監修 ●A5判／280ページ
●ISBN 978-4-295-01023-4 ●2020年11月20日発売

速効メソッド

ITエンジニアのための
ビジネス文書作成術

電子版
あり

世界一クリエイティブな問題解決

見やすい資料の

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●ジャスパー・ウ 著／見崎 大悟 監修 ●四六判／224ページ
●ISBN 978-4-295-00732-6 ●2019年9月6日発売

Excel

効率化の教科書

Excelの業務効率化ポイントをまとめた好評
書籍がパワーアップして新登場！半日仕事が
5分で終わるような目からウロコなテクニック
を、テキスト＋画面でわかりやすく紹介。

●1,760円（本体1,600円＋税10%） ●奥谷 隆一 著
●A5判／ 352ページ ●ISBN 978-4-295-01387-7
●2021年5月19日発売

電子版
あり

できる仕事がはかどる

Excelマクロ
全部入り。

単純だけど時間がかかる業務を自動化しよ
う！マクロを使えばExcelの操作を自動化で
き作業効率が劇的に変わります。

●1,848円（本体1,680円＋税10%） ●古川 順平 著
●A5判／320ページ ●ISBN 978-4-295-00371-7
●2018年7月20日発売

外国人留学生のための

就職活動テキスト

電子版
あり

ベストセラー！

●2,508円（本体2,280円＋税10%） ●髙橋 慈子／藤原 琢也 著
●A5判／208ページ ●ISBN 978-4-295-01045-6
●2021年7月21日発売

電子版
あり

一生使える

電子版
あり

今すぐ実務に直結する

ベストセラー！

日本企業へ就職したい外国人留学生のため
のハンドブック！就職活動の流れから内定ま
でに必要なスキルをマスターしよう！
●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●アークアカデミー 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-00637-4
●2019年6月21日発売

一生使える
一

プレゼン上手の
プ

資料作成入門
資

電子版
あり
ベストセラー！

面倒なパソコン作業が、ぎゅっと時短テクで楽になる。レベル
に合わせて使えるコツとテクニックを214個掲載。

実務で即役立つ資料作成の入門書。
「即OK！」がもらえる資料
実務で即役立つ資
作りの「ちょっとしたコツ」が満載の一冊です。

●1,100円（本体1,000円＋税10%） ●クライス・ネッツ 編
●A4変形判／128ページ ●ISBN 978-4-295-01396-9
●2021年5月31日発売

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●岸 啓介 著
●B5変形判／184ページ ●ISBN 978-4-295-00069-3
●2017年3月3日発売

できるビジネス

電子版

あり
ひと目で伝わる
プレゼン資料の全知識

ひと目で伝わる プレゼン資料を作るために
必要な考え方にPowerPointのテクニック（操
作方法）をしっかり解説。

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●日比 海里 著
●A5判／272ページ ●ISBN 978-4-295-00810-1
●2020年3月17日発売

クリエイターが ベストセラー！
知っておくべき権利や法律を
教わってきました。
クリエイターが創作活動するうえで、知らな
いと損する著作権をはじめとする法律や知
識、ノウハウが盛りだくさん！

●1,320円（本体1,200円＋税10%） ●鷹野 凌 著
●四六判／144ページ ●ISBN 978-4-8443-3797-3
●2015年4月24日発売
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

デザイン思考を身に付けるための具体的なノ
ウハウを解説。デザイン思考の考え方やスキ
ルを身に付けられる構成！

電子版
あり

実用性を強く意識して丁寧にわかりやすく書
き下ろした、無駄な記述のないITエンジニア
向けビジネス文書作成指南書。

デザイン入門

「あるある」なお悩みや目的別に、見やすい資料を作るためのデ
ザイン作例とノウハウを紹介しているデザイン図鑑です。

できるビジネス

苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング

カルチャーニュースサイト「ナタリー」で実践されている文章の書き方を、一般向けに解説
する初めての書籍。

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

●2,365円（本体2,150円＋税10%） ●リブロワークス 著／
株式会社ビープラウド 監修 ●A5判／280ページ
●ISBN 978-4-295-00983-2 ●2020年8月24日発売

電子版
あり

新しい文章力の教室

自動処理 全部入り。

自動処理 全部入り。

プロセスマイニング

●1,650円（本体1,500円＋税10%）●田中 慶子 著 ●四六判／208ページ
●ISBN 978-4-295-01492-8 ●2022年7月20日発売

／ OS
Oﬃce

Python&Excel

本当に自分に必要な英語力を手に入れる！著者・田中慶子氏のコーチングスキルを用いた
英語の学び方・使い方を解説しています。

いち ば ん や さ しい 教 本

本書は『noteではじめる 新しいアウトプットの
教室』の改訂版です。noteは会員数260万人
越えのWebサービスとして成長中！

同時通訳者が教える本当に使える英語術

ビ ジネス

できるビジネス

電子版
あり

新しい英語力の教室

各種資格試験

メタバース&NFT

●1,760円（本体1,600円＋税10%） ●羽山 博 著
●A5判／256ページ ●ISBN 978-4-295-00365-6
●2018年6月22日発売

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

先読み！
IT×ビジネス講座

Web制作／

未来のインターネットはどうなっていくのか、その行方を紐解く
1冊。より注目を集めるWeb3.0についての教科書。

ゲーム開発／

の教科書

ベストセラー！

教育学習／人工知能／機械学習

統計の教科書

●2,530円（本体2,300円＋税10%） ●のぶめい 著
●A5判／ 304ページ ●ISBN 978-4-295-01429-4
●2023年1月11日発売

電子版
あり

やさしく学ぶ

データ分析に必要な

プログラミング

ビジネス／アップスキリング

11

プログラミング
ゲーム開発／

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

各種資格試験
ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

／ OS
Oﬃce

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

理工書
12

いちばんやさしい教本シリーズ
いちばんやさしい

プログラミングの教本

電子版
あり

人気講師が教える
すべての言語に共通する基礎知識

初心者の方でも絶対に挫折し
ない、必ず基礎が身につく学習
サンプルをご用意しています。

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●廣瀬 豪 著
●A5判／ 224ページ ●ISBN 978-4-295-01305-1
●2021年12月16日発売

いちばんやさしい

ベストセラー！

Pythonの教本 第2版

電子版
あり

講義+実習のワークショップ形式で、
会話bot「pybot」を作りながら楽しく
学 べ る「はじ め て で も 挫 折 し な い」
Pythonの入門書です。なぜそうする
のかを知りたい、仕組みが知りたい、
応用できる基礎を身に付けたい、そん
な読者のさまざまな要望に応える新し
い教本です。

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●鈴木 たかのり／
株式会社ビープラウド 著 ●B5変形判／272ページ
●ISBN 978-4-295-00985-6 ●2020年8月24日発売

いちばんやさしい

ベストセラー！

HTML5&CSS3の教本

電子版
あり

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●赤間 公太郎／
大屋 慶太／服部 雄樹 著 ●B5変形判／ 296ページ
●ISBN 978-4-8443-8029-0 ●2016年3月18日発売

ベストセラー！

JavaScript の教本 第2版

電子版
あり

応用できる基礎が身に付く！講義+実
習のワークショップ形式で、小さなプロ
グラムを作りながら基本を学べる「はじ
め てでも挫 折しない」JavaScriptの
入門書です。

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●鈴木 たかのり／岩田 宇史 著 ●B5変形判／272ページ
●ISBN 978-4-295-00592-6 ●2019年3月22日発売

いちばんやさしい

EC担当者の教本

新しいサーバーの教本

電子版
あり

電子版
あり

人気講師が教える新任1年目に身につけたい実務と知識
「業務上、どうしても基礎を学ばなければ
ならない」というEC担当者に向け、新任
1年目に必ず知っておいてほしい「実務と
知識」を網羅した教本です。

●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●中島 郁／南茂 理恵 著
●A5判／296ページ ●ISBN 978-4-295-01520-8
●2022年11月16日発売

いちばんやさしい

Git&GitHubの教本

電子版
あり

人気講師が教える
動かして理解する基礎からコンテナまで

第2版 人気講師が教える

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●水野 源／宮原 徹 監修 ●B5変形判／192ページ
●ISBN 978-4-295-01318-1 ●2022年1月20日発売

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●横田 紋奈／宇賀神 みずき 著 ●B5変形判／240ページ
●ISBN 978-4-295-01361-7 ●2022年3月17日発売

本 書 で は、読 者 の み なさ
んが実際に手を動かして、
具 体 的に理 解 できるのが
特徴です。

いちばんやさしい

ベストセラー！

Python機械学習の教本

電子版
あり

注 目 を 集 め るPython（パ イソン）を
使った機械学習の、実践的な基礎が学
べる解説書です。小さいサンプルプロ
グラム（bot）に機 能を追 加しながら
データ収集から前処理、学習、予測、
評価まで周辺技術も含めた機械学習
の全体像が学べます。

●2,860円（本体2,600円＋税10%） ●鈴木 たかのり／降籏 洋行／
株式会社ビープラウド／平井 孝幸 著 ●B5変形判／304ページ
●ISBN 978-4-295-00641-1 ●2019年6月21日発売

待望の第2版

2023年2月23日発売予定

いちばんやさしい
PHPの教本 第3版

●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●柏岡 秀男／池田 友子／
有限会社アリウープ 著 ●B5変形判／ 248ページ
●ISBN 978-4-295-01286-3 ●2021年11月22日発売

Excelピボットテーブルの教本

電子版
あり

ピボットテーブルはExcelのデータ集
計を便 利に行うため の 機 能 ですが、
機能だけを学んでも使いこなせませ
ん。本書ではピボットテーブルで集計
するために適した「元データの整形方
法」や、集計の切り口に応じた「必要
な列の求め方」など、応用がきく基礎
をしっかり解説！

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●羽毛田 睦土 著 ●B5変形判／288ページ
●ISBN 978-4-295-00728-9 ●2019年8月23日発売

いちばんやさしい

Google for
Educationの教本

実際のワークフローをイメージ
しながら実践的なGit/GitHub
の使い方が身につきます。前
半は、手元のパソコンでファ
イルを実際にバージョン管理
しながら基本的な使い方を解
説。後半では、実践的なワー
クフローに沿ってチームメン
バーと一緒に開発を進めるた
めの知識が身につきます。

いちばんやさしい

量子コンピュータの教本

電子版
あり

本書は、GIGAスクール構想によって、
学 校 組 織 で 導 入 率 の 高 い「Google
for Education」を い ち 早 く使 い 始
めた現役公立校の教諭が、
「いちばん
やさしい」実践例をご紹介していく書
籍です。

●2,310円（本体2,100円＋税10%） ●庄子 寛之／二川 佳祐／
古矢 岳史 著 ●B5変形判／192ページ
●ISBN 978-4-295-01260-3 ●2021年9月16日発売

電子版
あり

量子の基本的な性質から量子計算の基
礎、主要な量子アルゴリズムの仕組みま
で、量子コンピューターの「今」が楽しみ
な が ら 理 解 で き ま す。ま た 量 子 コ ン
ピューターのシミュレーターをつかった
演習レッスンで、学んだことを実際に体
験できるのも本書の特長です。

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●湊 雄一郎 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-00607-7
●2019年5月20日発売

いちばんやさしい

講義+実習のワークショップ形式で、
Webアプリを作りながら楽しく学べる
「はじめてでも挫折しない」PHPの入
門書です。なぜそうするのかを知りた
い、仕組みが知りたい、応用できる基
礎を身に付けたい、そんな読者のさま
ざまな要望に応える新しい教本です。

いちばんやさしい

バージョン管理＆共有入門

電子版 【2022年法改正対応版】
あり

PHP 8対応

実践的なWebサイトを作りながら学
べる！なぜそうするのかを知りたい、
応用できる基礎を身に付けたい、そ
んな要望に応える一冊です。更には、
学習しやすいソースコード＆全画像素
材付き。

いちばんやさしい

いちばんやさしい

電子版
あり

不動産の教本 人気講師が教える
土地建物の基本と取引のしくみ
土地や建物、取引に関する基本的な知識
やノウハウを解説。2023年4月施行予定
の新しい相隣関係規定、相続登記の義務
化など、今後行われる改正まで先取りし
た内容になっています。

●1,650円（本体1,500円＋税10%） ●林 秀行 著
●A5判／ 240ページ ●ISBN 978-4-295-01496-6
●2022年7月20日発売

いちばんやさしい

Excel VBAの教本

電子版
あり

Excelマクロを自分で作れるようにな
るために、学習しなければならない項
目はたくさんあります。そこで本書で
は、学習項目を絞り、より少ない知識
で使える簡単なマクロを作ることを目
指します。

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●伊藤 潔人 著 ●B5変形判／304ページ
●ISBN 978-4-295-00306-9 ● 2018年1月17日発売

いちばんやさしい

資料作成＆プレゼンの教本

電子版
あり

資料の内容設計から伝わるデザイン＆
話し方まで、成功するプレゼンのノウ
ハウが全部わかる「いちばんやさしい」
資料作成＆プレゼンの入門書です。
【内
容づくり】
【資料のデザイン】
【伝え方の
練習】の3ステップで「成功率」が劇的
にアップするプレゼンのルールを解説。
●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●髙橋 惠一郎 著
●B5変形判／224ページ ●ISBN 978-4-295-00600-8
●2019年4月5日発売

電子版
あり

いちばんやさしい

人気講師が教えるカーボンニュートラルの最前線

WordPressの教本
第5版 5.x対応

人気講師が教える本格Webサイトの作り方

待望の第6版 2023年3月16日発売予定

ビジネスモデルの教本

電子版
あり

「あの会社のビジネス」がどのよう
なプロセスを経て成功に至ったの
か、多くの人が関心を持つテーマ
です。本書では、完成したビジネス
モデルだけでなく、ビジネスを立ち
上げて成長させるまでのプロセス、
そしてマネタイズのカラクリを事例
を通じて詳しく解説。起業家や商
品企画担当者、マーケターはもち
ろん、すべてのビジネスパーソンに
役立つ学びが満載の1冊です。

いちばんやさしい

マーケティング
の教本

電子版
あり

誰もが手軽に「マーケティングツー
ル」を使える今だからこそ 身につ
けておきたい、すぐに役立つマー
ケティングの 知 識＆実 践ノウハウ
が満載！

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●市谷 聡啓／新井 剛／小田中 育生 著 ●A5判／224ページ
●ISBN 978-4-295-00883-5 ●2020年5月1日発売

いちばんやさしい

DXの教本

電子版
あり

本書は、DXのために必要な知識と
実行ステップを、現場目線で丁寧に
解説しています。ペーパーレス化な
ど小さく始められるデジタル化から
行い、徐々にビジネスプロセス、ビ
ジネスモデルの変革を目指せるよ
うに、豊富な図を用いて解説してい
るのが特徴です。

いちばんやさしい

デジタルマーケティング
の教本 第2版

電子版
あり

入り口が見えにくいデジタルマーケ
ティングの仕事の全体像を、実務と
教 養 の 両 面から整 理。Webサイト
運営やネット広告の領域で次々に登
場する最新技術を正しく吟味できる
ように、仕 事 全 体 の「見 取り図」を
提供します。

●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●田村 修 著
●A5判／216ページ ●ISBN 978-4-295-01254-2
●2021年9月22日発売

講義+実習のワークショップ形式
で、
「シンプルなペットアプリ」を
作りながら楽しく学べる「はじめ
てでも挫折しない」Javaの入門
書 です。応 用 できる基 礎を身に
付けたい、そんな読者に最適な
教本です。

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●石井 真／株式会社カサレアル 著 ●B5変形判／256ページ
●ISBN 978-4-295-01033-3 ●2020年11月20日発売

いちばんやさしい

5Gの教本

電子版
あり

5Gは社会や産業に何をもたらすの
か？ といったビジネス関連のトピッ
クから、その変革はどのようなテク
ノロジーに支えられているのか？と
いった技術的な内容まで、わかりや
すく解説した「いちばんやさしい教
本」です。

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●藤岡 雅宣 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-00826-2
●2020年1月21日発売

いちばんやさしい

電子版
あり

アプリマーケティング
人気講師が教える
の教本 スマホアプリ収益化の大原則

アプリビジネスが未経験の人でも、
「アプリが売れる」ための全体像が
一冊で分かる最適な入門書です。

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●森下 明 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-01279-5
●2021年12月22日発売
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

●1,760円（本体1,600円＋税10%） ●中野 崇 著
●A5判／208ページ ●ISBN 978-4-295-00634-3
●2019年8月22日発売

DX時代を迎えた今、
「アジャイル開
発」が注目されています。アジャイ
ル開発は、短期間でリリースして改
善するサイクルを繰り返すことで
ニーズを的確にとらえ、すばやくプ
ロダクトを送り出すための開発手法
です。本書は、ソフトウェア開発の
現場でアジャイル開発を実践して
きた著者陣が、その知見を丁寧に
まとめたものです。

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●亀田 重幸／進藤 圭 著 ●A5判／192ページ
●ISBN 978-4-295-00980-1 ●2020年9月18日発売

●1,760円（本体1,600円＋税10%） ●山口 高弘 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-00570-4
●2019年7月23日発売

Javaの教本

電子版
あり

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

いちばんやさしい

いちばんやさしい

／ OS
Oﬃce

●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●石川 栄和／大串 肇／星野 邦敏 著 ●B5変形判／280ページ
●ISBN 978-4-295-01164-4 ●2021年6月22日発売

アジャイル開発
の教本

電子版
あり

いち ば ん や さ しい 教 本

WordPressの 入 門 書 に、最 新
バージョン5.xに対応した第5版が
登場！セミナー経験も豊富な著者
陣が実践的なコツを織り交ぜて丁
寧に解説。機能性・デザイン性に
優 れ た 人 気 テ ー マ「Lightning」
を使って、パソコン＆スマホ両対
応の本格的なWebサイトが作れ
ます。

いちばんやさしい

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●神武 直彦／恩田 靖／片岡 義明 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-01406-5
●2022年6月16日発売

ビ ジネス

電子版
あり

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●藤本 峰雄／松田 有希／丸田 昭輝 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-01366-2
●2022年3月23日発売

誰もが手軽に衛星画像を利用
できるクラウドサ ービスの 登
場 で、一 次 産 業 から金 融・投
資の分野まで続々と新たなビ
ジネスが誕 生しています。衛
星画像を自社のビジネスにど
う活かせるか？ 豊富な事例と
気づきが満載の1冊です。

各種資格試験

いちばんやさしい

本 書 は、
「脱 炭 素 と は 何 か」
「脱 炭 素 を実 現しないとどう
なるの か」といった 概 要 から
はじまり、脱 炭 素を巡る世 界
の潮流や注目される新エネル
ギーについて、業種別の脱炭
素への取り組み事例などを交
え て 網 羅 的 に 解 説し て い ま
す。印刷には環境に配慮した
用紙とベジタブルインクを使
用しています。

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●山浦 直宏／高田 和資／藤田 佳浩 著
●A5判／256ページ ●ISBN 978-4-295-01510-9
●2022年8月26日発売

人気講師が教えるデータを駆使した宇宙ビジネス最前線

Web制作／

Web行 動 計 測 の ポ イント が
しっかりわ かるWebサイトの
ユーザーの行動計測・分析に
欠かせない「Googleアナリティ
クス4」の導入から活用までを、
講演やコンサルティング経験の
豊富な講師陣がやさしく解説。
これからGoogleアナリティク
ス4を使いはじめる人にも、知
識を整理しスキルアップしたい
人にも役立つ1冊です。

衛星データ
ビジネスの教本

電子版
あり

ゲーム開発／

人気講師が教える行動計測とユーザー理解の基本

いちばんやさしい

教育学習／人工知能／機械学習

脱炭素社会
アナリティクス4の教本 の教本

Google

電子版
あり

プログラミング

いちばんやさしい
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プログラミング

Word/Excel/PowerPoint

ゲーム開発／

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

Office 2021 & Microsoft 365両対応

両対応

プレゼン資料の作成から発表に必要な知識がこの1冊で身に付く！
説得力のあるプレゼンを成功に導くノウハウも満載！

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

●1,298円（本体1,180円＋税10%）
●井上 香緒里／できるシリーズ編集部 著
●B5変形判／320ページ ●ISBN 978-4-295-01362-4
●2022年4月21日発売

●1,298円（本体1,180円＋税10%） ●羽毛田 睦土／
できるシリーズ編集部 著 ●B5変形判／352ページ
●ISBN 978-4-295-01324-2 ●2022年4月1日発売

できる

電子版
あり

できるWord 2021

各種資格試験

Office2021 & Microsoft 365両対応

両対応

Microsoft Oﬃceの 中 でも人 気 の「Word」と「Excel」の 使 い 方
を1冊にまとめました。
「基本編」と「活用編」に分かれており、仕事
に役立つ知識とテクニックが身に付きます！

●1,298円（本体1,180円＋税10%）
●田中 亘／できるシリーズ編集部 著
●B5変形判／352ページ ●ISBN 978-4-295-01325-9
●2022年4月1日発売

ビ ジネス

パーフェクトブック

電子版
あり

いち ば ん や さ しい 教 本

困った！＆便利ワザ大全
Office 2021/2019/2016 &
Microsoft 365対応

できる

イラストで学ぶ
入社1年目からの

電子版
あり

Word
& Excel 2021
Office 2021 & Microsoft 365

必須の知識が覚えられる「基本編」と、仕事に役立つ便利技を満載
した「活用編」の二部構成とし、Wordに必要な知識とテクニックが
1冊で身に付くようにしました。

できるExcel

電子版
あり

PowerPoint
2021
Office 2021 & Microsoft 365

累計7500万部突破のパソコン入門書、
「できる」シリーズを大幅に
刷新しました！丁寧な解説はそのままに、デザインを刷新して見や
すさをアップ。必須の知識が覚えられる「基本編」と、仕事に役立つ
便利技を満載した「活用編」の二部構成とし、Excelに必要な知識と
テクニックが1冊で身に付くようにしました。

●2,156円（本体1,960円＋税10%） ●田中 亘／羽毛田 睦土／
できるシリーズ編集部 著 ●B5変形判／544ページ
●ISBN 978-4-295-01384-6 ●2022年5月17日発売

電子版
あり

できる

イラストで学ぶ
入社1年目からの

電子版
あり

Excel関数

Excel

パソコン参考書の決定版「できるパーフェクトブック」シリーズ
を大幅に刷新しました。章ごとのテーマカラーを一新し、項目
を探しやすくしています。

Excelに苦手意識がある人のための入門書です。Excelに備
わった膨大な機能の中からビジネスシーンでよく使われる マ
ストな機能 を厳選して解説。

本書はExcel関数をできるだけ簡単に習得したいと考えてい
る方に向けた入門書です。関数を使う上での基礎となる、し
くみや式のルールをかみ砕いて解説。

●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●きたみ あきこ 著
●B5変形判／400ページ ●ISBN 978-4-295-01506-2
●2022年8月12日発売

●1,650円（本体1,500円＋税10%） ●きたみあきこ 著
●A5判／256ページ ●ISBN 978-4-295-01259-7
●2021年9年14日発売

●1,485円（本体1,350円＋税10%） ●尾崎 裕子 著
●A5判／ 208ページ ●ISBN 978-4-295-01123-1
●2021年6月17日発売

／ OS
Oﬃce

できる

Excel関数

電子版
あり

Office 2021/2019/2016 &
Microsoft 365対応

できる逆引き

Excel VBA

電子版
あり

極める勝ちワザ716

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

2021/2019/2016＆
Microsoft 365対応

できる

Excelグラフ

電子版
あり

魅せる＆伝わる
資料作成に役立つ本
Office 365/2019/2016/

2013対応

基本編と活用編の2部構成となっており、基本編では関数の基
礎的な知識や操作を、活用編ではデータの集計や整形、分析
など広く業務に役立つ関数を厳選して解説しています。

売上No.1のExcel VBA書籍にExcelの最新バージョンに対応
した新刊がついに登場。仕事で使えるExcel VBAの「勝ちワ
ザ」を716項目収録！

データの分析から視覚化、プレゼン資料用の強調などグラフ活
用のノウハウが満載！プレゼン資料で見栄えがする実践的なデ
ザインまで丁寧に解説。

●1,738円（本体1,580円＋税10%） ●尾崎 裕子 著
●B5変形判／304ページ ●ISBN 978-4-295-01507-9
●2022年8月17日発売

●3,520円（本体3,200円＋税10%）
●国本 温子／緑川 吉行 著 ●A5判／912ページ
●ISBN 978-4-295-01331-0 ●2022年3月23日発売

●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●きたみ あきこ 著
●B5変形判／400ページ ●ISBN 978-4-295-00793-7
●2019年11月29日発売

できるExcel
データベース

電子版
あり

入力・整形・分析の
効率アップに役立つ本
2019/2016/2013＆
Microsoft 365対応

できるExcel
ピボットテーブル

電子版
あり

Office 2021/2019/2016 &
Microsoft 365対応

できる

Excel VBA

電子版
あり

プログラミング入門

仕事がサクサク進む
自動化プログラミングが作れる本

Excelでデータベースを構築するためのノウハウをまとめた解
説書です。

ピボットテーブルの定番入門書を大幅リニューアル！ピボット
テーブルを駆使する上で必要なスキルとテクニックが身につき
ます。

本書では、Excel VBAを使って、プログラミングの基礎を学
べるだけでなく、日々の仕事で役立つ自動化プログラムが作
れます。

●2,288円（本体2,080円＋税10%） ●早坂 清志 著
●B5変形判／320ページ ●ISBN 978-4-295-01028-9
●2020年11月6日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%） ●門脇 香奈子 著
●B5変形判／336ページ ●ISBN 978-4-295-01514-7
●2022年9月14日発売

●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●小舘 由典 著
●B5変形判／256ページ ●ISBN 978-4-295-00475-2
●2018年9月21日発売

できる

PowerPoint

電子版
あり

パーフェクトブック

困った！＆便利ワザ大全
Office 365/2019/2016/

2013対応

理工書
14

できる

電子版
あり

できるExcel 2021

できる

UiPath
Studio X

電子版
あり

はじめての業務RPA

できるゼロからはじめる 電子版
あり

ワード＆
エクセル超入門
2021&Microsoft 365対応

PowerPointを初めて使うときに知っておきたい必須スキル
から、クオリティの高い資料を作るための応用的なテクニック
まで丁寧に解説！

ExcelやWebの操作を簡単に自動化できる！業務を自動化す
る方法とポイントをレッスン方式で紹介、実務シーンを想定し
たテンプレートの使い方を徹底解説。

WordとExcelの基本がこの1冊で分かる！大きな画面と大き
な文字で読みやすく、知識ゼロからでもはじめられる一番やさ
しい解説書です。

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●井上 香緒里 著
●B5変形判／336ページ ●ISBN 978-4-295-00843-9
●2020年2月28日発売

●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●清水 理史 著
●B5変形判／192ページ ●ISBN 978-4-295-01069-2
●2021年2月5日発売

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●井上香緒里／柳井美紀 著 ●B5変形判／272
●ISBN 978-4-295-01494-2 ●2022年7月14日発売

Googleスプレッドシート 現場の教科書

Excel 現場の教科書

Access

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●きたみ あきこ／国本 温子 著 ●B5変形判／464ページ
●ISBN 978-4-295-01112-5 ●2021年3年19日発売

本書はクエリの基本的な使い方から関数を使った効率的な抽出
方法、Excelとの連携などビジネスに役立つテクニックを満載。
●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●国本 温子／きたみ あきこ／できるシリーズ編集部 著
●B5変形判／304ページ ●ISBN 978-4-295-01024-1
●2020年10月23日発売

できる

Microsoft
365 Business/Enterprise対応

Office 2021＆Microsoft 365両対応

Microsoft 365を使った社内での情報共有から、音声通話や
ビデオ会議といったテレワーク等も詳細に解説。

●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●山田 祥平 著
●B5変形判／ 288ページ ●ISBN 978-4-295-01533-8
●2022年10月4日発売

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●株式会社インサイトイメージ／できるシリーズ編集部 著
●B5変形判／224ページ ●ISBN 978-4-295-00922-1
●2020年7月27日発売

できるポケット

時短の王道

Windows 11

Chromebook
新しいGoogleのパソコンを
使いこなす本

手軽に扱うことができ価格も手頃なことから注目されている
「Chromebook」をセットアップから実践的な使いこなしまで
画面入りで丁寧に解説。
●1,650円（本体1,500円＋税10%）
●法林 岳之／清水 理史 著 ●B5変形判／192ページ
●ISBN 978-4-295-01169-9 ●2021年7月28日発売

電子版
あり

できるポケット

最強のメモ術

ショートカットキー
全事典

パーフェクトブック
困った！＆便利ワザ大全

電子版
あり

OneNote全事典

OneNote for Windows 10 &
iPhone/Android対応

知りたいことがすみずみまでわかる！Windows 11を徹底的に
活用する1冊！
！この1冊でWindows 11がより使いこなせます。

定番ショートカットキー事典の最新版です。見やすいキーボー
ドイラストと、時短できるスピードが分かる「倍速マーク」付き
で、すぐに役立つ操作を楽しく身に付けられます。

ノートブックやセクションでの分類、モバイルアプリの活用、ビ
ジネスシーンでの活用まで、幅広く解説しています。

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●法林 岳之／一ケ谷 兼乃／清水 理史 著
●B5変形判／368ページ ●ISBN 978-4-295-01290-0
●2022年2月2日発売

●1,078円（本体980円＋税10%）
●株式会社インサイトイメージ／できるシリーズ編集部 著
●B6判／240ページ ●ISBN 978-4-295-01364-8
●2022年3月16日発売

●1,188円（本体1,080円＋税10%）
●株式会社インサイトイメージ／できるシリーズ編集部 著
●B6判／240ページ ●ISBN 978-4-295-00735-7
●2019年9月13日発売

テレワーク/オンライン授業
できるポケット テレワーク必携

Microsoft

Teams全事典

電子版
あり

Microsoft 365＆無料版対応

メッセージ投稿からビデオ会議までの基本動作、チャットでのルール作りにおけ
るヒントや外部ツールの連携の活用法まで幅広く解説しています。
●1,408円（本体1,280円＋税10%） ●株式会社インサイトイメージ 著 ●B6判／224ページ
●ISBN 978-4-295-00999-3 ●2020年9月4日発売

できるポケット 必修アプリ超活用

Microsoft Teams全事典 改訂版 2022年12月20日発売
ビデオ会議やオンライン授業、ウェビナーが使いこなせる本

電子版
あり

最新改訂版

本書は、ビデオ会議ツール「Zoom(ズーム)」の使い方を分かりやすく丁寧に解
説した書籍です。ビジネスで役立つ使い方を多数掲載！
●1,738円（本体1,580円＋税10%） ●法林 岳之／清水 理史 著 ●B5変形判／208ページ
●ISBN 978-4-295-01265-8 ●2021年9月22日発売

定番アプリ超活用

テレワーク全事典

電子版
あり

Slack＋Zoom＋Teams＋Google Meet＋Googleライブ
業務と相手にあわせたベストな使い分け

ビデオ会議やビジネスチャットは使えるという方に、より効率的に業務を進める
応用ワザを提案します。
●1,518円（本体1,380円＋税10%） ●コグレマサト／堀 正岳 著／できるシリーズ編集部 著
●B6判／240ページ ●ISBN 978-4-295-01004-3 ●2020年10月1日発売

できる Google ビジネス＋テレワーク
パーフェクトブック 困った！＆便利ワザ大全

電子版
あり

本書は仕事に役立つGoogleの各種サービスを、基本の操作方法から使いこな
し・連携方法まで網羅しました。

理工書

できる Zoom

できるポケット

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

電子版
あり

電子版
あり

／ OS
Oﬃce

Outlookの使いこなしを余すことなく解説！各種機能の基本操
作から応用的なテクニックまでこの1冊に凝縮。

できる

●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●あーちゃん／できるシリーズ編集部／
株式会社ASAHI Accounting Robot研究所 監修
●B5変形判／ 208ページ ●ISBN 978-4-295-01175-0
●2021年7月20日発売

いち ば ん や さ しい 教 本

Outlook2021

インストールから基本操作の説明、実際にアプリを活用した自
動化できる作業などを解説しております。

電子版
あり

できる

電子版
あり

Power Automate
Desktop ノーコードで実現する
はじめてのRPA

クエリ＆レポート
データの抽出・集計・加工に役立つ本
2019/2016/2013＆Microsoft 365対応

電子版
あり

できる

できる

ビ ジネス

Accessの全方位テクニック集！Accessを使った業務に関わる
すべての人の疑問を解決するテクニックが満載の1冊です。

電子版
あり

各種資格試験

困った！＆便利ワザ大全
2019/2016/2013＆
Microsoft 365対応

●1,650円（本体1,500円＋税10%） ●長内 孝平 著 ●A5判／208ページ
●ISBN 978-4-295-00558-2 ●2019年2月1日発売

できる

Access パーフェクトブック

電子版
あり

人気YouTuberの長内孝平さんがビジネスの現場で学んだExcel仕事術を解説。本書は
その人気コンテンツを1冊に凝縮。テキストだけでは掴みにくい操作の動きや、著者の生
の声でポイントが分かるように動画も用意しています。

●1,100円（本体1,000円＋税10%）
●法林 岳之／一ヶ谷 兼乃／清水 理史 著
●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01566-6
●2022年12月1日発売

電子版
あり

ベストセラー！

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

できるYouTuber式

Web制作／

●1,848円（本体1,680円＋税10%） ●神川 陽太／長内 孝平 著
●A5判／224ページ ●ISBN 978-4-295-01249-8 ●2021年9月22日発売

ゲーム開発／

本書は大人気YouTubeチャンネル「Youseful/人材教育の図書館」と完全に連携しており、
リモート仕事におけるGoogleスプレッドシートの活用ノウハウが面白いように理解できる構
成になっています。

2022年9月に公開されたWindows 11の
最 新 アップ デ ート（Windows 11 2022
Update）に完全対応！本書は基本編と活
用編の二部構成で、基本操作はもちろん、
一歩進んだ便利な使い方まで分かります。
作業がはかどるショートカットキーを厳選
して収録した特別版小冊子付き！

できる

電子版
あり

できるYouTuber式

教育学習／人工知能／機械学習

2023年 改訂2版

電子版
あり

プログラミング

できるWindows 11

●1,980円（本体1,800円＋税10%） ●株式会社インサイトイメージ 著
●B5変形判／272ページ ●ISBN 978-4-295-01009-8 ●2020年9月24日発売
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり
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プログラミング

グラフィック／デザイン

ゲーム開発／

Premiere Pro

よくばり入門

本 書 で は 動 画 編 集 の 定 番 アプリ
「Premiere Pro」の 基 本 操 作 から
プロの演出テクニックまでを網羅的
に解説しています。

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

各種資格試験

Premiere Pro

Photoshop Illustrator
先輩に聞かずに

よくばり入門

ビ ジネス

本書は、Premiere Proを使った動
画編集の基本をはじめ、様々なテク
ニック等を初心者にもわかりやすく
解説しています。

9割解決できる

いち ば ん や さ しい 教 本

クリスタ 操作術

CLIP STUDIO PAINT PRO/EX/iPad対応

独習ナビ 改訂版

／ OS
Oﬃce

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●サイドランチ 著
●B5判／208ページ
●ISBN 978-4-295-01338-9
●2022年3月1日発売

ベストセラー！

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●ingectar-e 著
●A5判／224ページ
●ISBN 978-4-295-00889-7
●2020年6月12日発売

伝わる絵の見本帖

ベストセラー！

電子版
あり

ロジカルデッサンの技法

電子版
あり

知識いらずの絶品3分デザイン
Photoshopを使って簡単にかっこ
い い デ ザ イ ン が 作 れ る「ズ ボ ラ
Photoshop」のアイデアやテクニッ
クを1冊に凝縮したレシピ集。

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●トミナガハルキ 著
●B5変形判／256ページ
●ISBN 978-4-295-01005-0
●2020年10月1日発売

Inkscape
独習ナビ

電子版
あり
ベストセラー！

Windows＆Mac対応

GIMP解 説 書 が 最 新 バ ー ジョン
2.10につ いに対 応。全 機 能ガイド
の「リファレンス」で知りたい 機 能
を徹底的に調べられます。

プロのテクニックが学べるInkscape
解説書の決定版！
「レッスン」
、
「リファ
レンス」
、
「練習問題」の3ステップで
完全習得！

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●ドルバッキーヨウコ／
オブスキュアインク 著
●B5判／320ページ
●ISBN 978-4-295-00825-5
●2020年1月17日発売

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●大西 すみこ／小笠原 種高／
羽石 相／山本 潤一 著
●B5判／288ページ
●ISBN 978-4-8443-8155-6
●2016年9月26日発売

電子版 見てわかる、迷わず決まる配色アイデア 電子版 線一本からはじめる
あり
あり

配色が苦手でも、センスに自信がな
くても。たった 3色 でおしゃれ な
配色が完成する配色アイデアを多
数収録。

3ステップでらしく描ける

#ズボラ
Photoshop

電子版 できるクリエイター
あり

Windows＆Mac OS X対応

クリスタの基本からプロ級までわか
る！知らないともったいないイラス
ト上達テクニック満載！

見てわかる、迷わず決まる配色アイデア

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●senatsu 著
●B5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-01242-9
●2021年10月21日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%）
●Power Design／
インプレス編集部 編
●B5変形判／256ページ
●ISBN 978-4-295-01321-1
●2022年1月25日発売

GIMP 2.10

決定版

電子版
あり

グラフィックデザイン
超基礎

電子版 できるクリエイター
あり

プロ絵師の技を完全マスター

本書は自分で撮った写真をより魅
力 的 にし た い、SNSで「い い ね」
がもらえる映える写真を作りたい、
そんな方に向けた画像編集を学ぶ
ための本です。

データの作り方、データの書出し、
印刷入稿方法、デザイン知識まで、
現場のリアルな仕事を解説。

●2,948円（本体2,680円＋税10%）
●金泉 太一 著
●B5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-00981-8
●2020年9月18日発売

電子版
あり

よくばり入門

「Adobe Illustrator」の 初 心 者 向
け 解 説 書 で す。Illustratorの 基 本
操作から、実践で使えるさまざまテ
クニックまでを実際に手を動かして
楽しみながら学べます。

電子版 デザイン初心者のための
あり

できるよくばり入門

センスのいい色

Photoshop

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●石川 洋平／清水 建次／
堀内 良太 著
●B5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-01097-5
●2022年1月20日発売

●3,520円（本体3,200円＋税10%）
●GIV（宮本 裕也）著
●B5判／384ページ
●ISBN 978-4-295-01389-1
●2022年6月21日発売

3色だけで

電子版 できるよくばり入門
あり

Illustrator

よくばり活用事典

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

理工書
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電子版 できるよくばり入門
あり

できるよくばり活用

3色だけで

伝わる絵の描き方

センスのいい色 PART2

電子版
あり

ロジカルデッサンの技法

累計17万部突破！今、一番売れてい
る配色本「３色だけでセンスのいい
色」の第2弾がついに発売。第二弾
では、ヒーリング、ポジティブ、メロ
ウ、レトロなど「定番」も「今っぽい」
も詰まった８つのカテゴリーを収録。

本書は「絵を描くロジックを知る」
というアプローチで絵の描き方を
学ぶ、デッサンの教科書です。

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●ingectar-e 著
●A5判／224ページ
●ISBN 978-4-295-01555-0
●2022年11月22日発売

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●OCHABI Institute 著
●B5変形判／176ページ
●ISBN 978-4-295-00335-9
●2018年3月16日発売

鉛筆一本からはじめる

光と陰の描き方

電子版 鉛筆一本から始める
あり

ロジカルデッサンの技法

人物の描き方

電子版
あり

ロジカルデッサンの技

大人気ロジカルデッサンシリーズか
ら、描 い て楽しい！見 ても楽しい！
たくさんのモチーフがつまった見本
帖が登場！

本 書 では、光と陰 の 描き方をはじ
め、形のとらえ方や色、奥行き、質
感の表現方法を学んでいきます。

絵を描きたい人の悩みと要望を「絵
のロジック」で解決する、まったく
新しい人物デッサンの教科書です。

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●OCHABI Institute 著
●B5変形判／176ページ
●ISBN 978-4-295-01117-0
●2021年3月8日発売

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●OCHABI Institute 著
●B5変形判／176ページ
●ISBN 978-4-295-00584-1
●2019年3月15日発売

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●OCHABI Institute 著
●B5変形判／176ページ
●ISBN 978-4-295-00836-1
●2020年4月10日発売

世界一わかりやすい

写真にまつわるさまざまな知識、写
真家、被写体に関する「123のキー
ワード」を知ることで、写真への理
解が深まり、写真が楽しくなる本で
す。写真表現や技術について随想
的にまとめています。

本書は、全体を2部構成として、第
1部で制作演習による課題、第2部
で撮影のためのさまざまな基礎知
識を学びます。作例やイラストを
数多く掲載しているので、すぐに
内容を理解出来ます。

●2,090円（本体1,900円＋税10%） ●大和田 良／他5名 著
●B5変形判／128ページ ●ISBN 978-4-8443-8022-1
●2016年3月24日発売

／ OS
Oﬃce

●1,760円（本体1,600円＋税10%） ●中原 一雄 著
●B5変形判／144ページ ●ISBN 978-4-295-00334-2
●2018年3月16日発売

写真史から学ぶ撮影表現

●2,547円（本体2,315円＋税10%） ●大和田 良 著
●A5判／256ページ ●ISBN 978-4-295-00572-8
●2019年2月8日発売

できるAutoCAD

できるゼロからはじめる

Jw_cad 8 超入門

2022/2021/2020対応

本書はJw̲cadの使い方を、パソコンが苦手な方でもスムーズに身に付けて
いただけるように解説した入門書です。
●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●ObraClub 著
●B5変形判／240ページ ●ISBN 978-4-295-01120-0
●2021年4月2日発売

できる

イラストで学ぶ

AutoCAD

パーフェクトブック

困った！＆便利技大全

本書は、AutoCADの基本と使いこな
し、トラブル解決までを幅広く取り上げ
た解説書です。
●3,190円（本体2,900円＋税10%） ●矢野 悦子 著
●B5変形判／320ページ ●ISBN 978-4-295-00336-6
●2018年3月20日発売

●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●Obra Club 著
●A5判／336ページ ●ISBN 978-4-295-00358-8
●2018年5月17日発売

できる

Jw-cad

電子版
あり

電子版
あり

できるポケット

Jw-cad

パーフェクトブック

ハンドブック

1つ1つの操作を図解付きで解説して
いるので、初めてでも簡単に読み進
められる一冊です。

Jw̲cadの基本的な作図操作だけでなく、
作図した図形の編集や変形方法を目的別
のワザで解説。

困った！＆便利ワザ大全

●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●稲葉 幸行 著
●B5変形判／240ページ ●ISBN 978-4-8443-3979-3
●2016年2月15日発売

困った！＆便利ワザ
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●2,178円（本体1,980円＋税10%） ●稲葉 幸行 著
●B6判／288ページ ●ISBN 978-4-295-00249-9
●2017年10月13日発売
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

2018/2017/2016/2015対応

Jw_cad

本書はやさしく楽しくJw̲cadを学べる入門書です。イラストをふんだんに使っ
て分かりやすく解説しているので、ストンと納得しながら読み進められます。

●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●矢野 悦子 著 ●B5変形判／352ページ
●ISBN 978-4-295-01244-3
●2021年9月22日発売

電子版
あり

電子版
あり

・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

AutoCADを学び始める人や、他のCADソ
フトからステップアップする人に最適。初め
て使う人向けに操作や手順を厳選し、線分
を引く、円を描くといった基本的な作図方法
から、実際の図面を使った操作まで画面を掲
載して丁寧に解説しています。さらに、作業
効率をアップするノウハウや新たに搭載され
た「Express Tools」の使い方まで掲載。こ
の1冊でAutoCADの基礎から応用までよく
身に付きます。

できる

電子版
あり

グ ラ フィック／ カメラ／
デ ザイン

Jw-cad / AutoCAD
電子版
あり

いち ば ん や さ しい 教 本

カメラやレンズ の 基 本、光 や 色、
構 図 からRAW現 像 まで、写 真 を
始める上で欠かせない基礎知識を
網羅。写真をこれからはじめる人
が覚えておきたいことをひと通り
全部解説する写真入門書です。

ベストセラー！

電子版
あり

写真を紡ぐ
キーワード123

ビ ジネス

センス&知識ゼロからの
写真のはじめかた、教えます。

電子版
あり

各種資格試験

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●デジタルカメラマガジン 編 ●B5変形判／160ページ
●ISBN 978-4-295-01118-7 ●2021年3月18日発売

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

定番の写真現像ソフト・Lightroom Classicの入門書。豊
富な現像機能を網羅的に解説する基本編からRAW現像の
基本的な知識・活用方法まですべてを学べる1冊です。

Web制作／

Lightroom
Classicの教科書

さぁ、写真をはじめよう

写真の教科書

電子版
あり

上達やくそくBOOK

ゲーム開発／

●4,048円（本体3,680円＋税10%）
●岡嶋 和幸 著 ●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-00227-7 ●2017年9月15日発売

●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●中井 精也 著 ●B5変形判／144ページ
●ISBN 978-4-295-01037-1 ●2021年3月19日発売

電子版
あり

ベストセラー！

カメラや撮影の基礎から実践、RAW現像・フォトレタッチ、プ
リント、写真展開催に至るまで、網羅的にまとめた写真撮影
に関する「総合」教科書。写真愛好家のあらゆるニーズに対
応できる決定版です！

中井精也が写真の撮り方を教える、大
人気「デ写教」シリーズの最新作が登場！
カメラを買って写真を撮ってみても
「なんか、イマイチだなぁ」って感じてい
る人はぜひ読んでみてください。
「なぜ
イマイチなのか」
「それをどうしたら、す
てきな写真に変化するのか」その考え
方、撮り方 を 教 えます！さらに 付 属 の
DVDで中井精也が実際にどう撮影して
い る の か を 動 画 で も 解 説 し ま す。
Youtubeにもアップしていますので、
スマートフォンからも視聴できます。

写真のことが
全部わかる本

電子版
あり
教育学習／人工知能／機械学習

デジタルカメラと
写真の教科書 ミラーレス編

写真総合

電子版
あり

プログラミング

カメラ／CAD
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Design & Graphic
株式会社エムディエヌコーポレーションは、グラフィックデザイン及びWebデザイン
のノウハウと可能性を伝えるべく、デザインの総合情報を発信する出版社です。
第一線で活躍するプロデザイナーからも高い支持を受け続けています。

ゲーム開発／

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

「デザインを学ぶ・考える」◆デザイン教育の標準テキストと、デザインを考える上で必須のテキスト

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

なるほどデザイン

ポートフォリオ見本帳

目で見て楽しむ新しいデザインの本

クリエイティブ業界で採用時に提出を求められるポートフォリオの
基本から、採用担当者の視点で見た業界別のチェックポイントを、
実際に内定を勝ち取った実例32点とともに解説。

「デザイン＝楽しい」を実感できる新し
いデザイン書籍。デザインする上で必
要な基礎、概念、ルール、プロセスを
別のものに例えて見方を変えてみた
り、図解やイラスト、写真などの豊富な
ビジュアルで解説しています。現場で
活躍しているデザイナーがわかりやす
く教えてくれる「なるほど！」と思える内
容が盛りだくさんです！
「どうすればよ
くなるか」を豊富なビジュアルとともに
わかりやすく紐解いた、楽しみながら
デザインのあれこれがわかる本です。

各種資格試験
ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

／ OS
Oﬃce

グ ラ フィック／ カメラ／
デザイン／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB
理工書
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デザイン・クリエイティブ業界を
目指す人のための

●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●MdN編集部 編
●B5判／128ページ ●ISBN 978-4-8443-6829-8
●2019年1月30日発売

［デザイン技法図鑑］

●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●筒井 美希 著 ●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-8443-6517-4
●2015年7月29日発売

［デザイン技法図鑑］

ひと目でわかる
配色デザインの基本。
●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●柘植 ヒロポン 監修
●B5変形判／160ページ
●ISBN 978-4-8443-6977-6
●2020年3月31日発売

レイアウトに役立つ具体的な配色の基本ルールの解説から、さま
ざまなイメージに合った配色の考え方、色相環や実際の配色例
により、配色デザインの考え方を学べる初心者のための教科書。

デザインを学ぶ 1

グラフィックデザイン基礎

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●生田 信一／青木 直子／清原 一隆／
トモ・ヒコ／板谷 成雄 著／ファー・インク 編
●B5変形判／144ページ
●ISBN 978-4-8443-6344-6
●2013年5月31日発売

デザインを学び、理解を深め、身につけることを目的とした、
新しいタイプの教科書。
「講義」と「演習」で構成されており、デ
ザインを学びたいと思う学生や初心者への最適な入門書。

あるあるレイアウト
●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●ingectar-e 著
●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-20143-4
●2021年5月28日発売
『あるあるデザイン』を基にしたレイアウトカタログ。あるある
なレイアウトを分かりやすく、そのまま真似して制作できるよう
に紹介。デザインの引き出しが増えること間違いなしの一冊。

たのしごとデザイン論

［完全版］

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●カイシ トモヤ 著
●A5判／384ページ
●ISBN 978-4-295-20224-0
●2021年10月22日発売
デザインや創作を仕事にする上では、何を作るか? だけでな
く、どう作り、どう人と関わり、どう世に出していくか? という
文脈づくりが欠かせない。Webで話題となった講義を新たに
収録した完全版。

ひと目でわかる
レイアウトの基本。

シンプルでわかりやすいサンプルや概念図などのビジュアルを豊富
に使い、デザインレイアウトの基本的なセオリーや手法を直感的に
理解することができる入門書。

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●大里 浩二 監修
●B5変形判／160ページ ●ISBN 978-4-8443-6930-1
●2019年9月27日発売

［デザイン技法図鑑］

ひと目でわかる
フォントが活きる
デザインの基本。

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●伊達 千代 監修 ●B5変形判／160ページ
●ISBN 978-4-295-20039-0
●2020年12月22日発売

文字の基礎、フォントの選び方、イメージごとのフォントのデザ
インへの活かし方、文字を中心としたデザインテクニックを「ひ
と目でわかる」ように直感的に理解できる解説書。

鬼フィードバック

デザインのチカラは
“ダメ出し”で育つ

●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●前田 高志 著
●B5変形判／208ページ
●ISBN 978-4-295-20200-4
●2021年9月17日発売

根底の問いかけから最終的な微調整まで、人気デザイナーとの
対話形式によってデザイン案をブラッシュアップしていく過程を
通じてデザインの思考を体験し、デザインの本質を学べる一冊。

色の大事典

基礎知識と配色・カラーチャート・
伝統色・慣用色名

DIGITAL COLORS for DESIGN
●3,300円（本体3,000円＋税10%）
●井上 のきあ 著 ●B5判／264ページ
●ISBN 978-4-295-20207-3
●2021年9月17日発売

RGBとCMYK・色相環・色立体といった色の基礎知識から、色
の役割や機能、グラデーション・色と面積比・対比と同化といった
配色の技法まで、あらゆる情報が詰まった色彩の解説＆資料集。

MdN新世代
デザイナーズファイル
一流アートディレクターが
推薦する気鋭の91人

●3,300円（本体3,000円＋税10%）
●MdN書籍編集部 著
●B5変形判／224ページ
●ISBN 978-4-295-20209-7
●2021年10月22日発売
国内の第一線で活躍するベテラン・アートディレクター 14人が
推薦する、91名の新世代デザイナー。その仕事とプロフィール
を、推薦者たちの考察を交えて紹介するデザイン年鑑。

あるあるデザイン

言葉で覚えて誰でもできる
レイアウトフレーズ集

●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●ingectar-e 著 ●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-8443-6842-7
●2019年1月18日発売
デザインでよく使う手法を、豊富な作例とともに紹介したレイア
ウトフレーズ集。魅力的なデザインを作りたいときに便利なデザ
イン手法を、言葉で覚えて誰でも使えるフレーズにまとめました。

やさしいレイアウトの
教科書［改訂版］

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●大里 浩二／内藤 孝彦／山崎 澄子／
長井 美樹 著 ●B5変形判／144ページ
●ISBN 978-4-8443-6786-4
●2018年9月14日発売

デザイン初心者のためのレイアウト入門書。はじめてレイアウト
をするデザイン初心者のために、作業をする前に知っておきたい
基礎知識から具体的な手法までをまとめた好評書籍の改訂版。

基礎から楽しく学ぶ

ファッション画

人物・アイテム・コーディネートの描き方
●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●木村 知世 著／高村 是州 監修
●B5変形判／184ページ
●ISBN 978-4-295-20199-1
●2021年8月31日発売

ベースとなる人物の描き方から着色の方法までやさしく丁寧に解
説したはじめてファッション画を学ぶ人のための入門書。豊富な基
本知識を身につけ、ファッションデザインの発想力を高められます。

MdN

デザイナーズファイル

2022

●4,400円（本体4,000円＋税10%）
●MdN書籍編集部 編
●A4判／272ページ
●ISBN 978-4-295-20236-3
●2022年2月21日発売

国内外で活躍するアートディレクターやデザイナーの最新ポー
トフォリオとプロフィールを紹介するデザイン年鑑の最新2022
年版。
（2023年春「2023年版」発売予定。）

プログラミング

Photoshop・Illustrator／DTP／イラスト技法
Photoshop・Illustrator/ DTP

プロの手本でセンスよく!

初心者からちゃんとしたプロになる

Photoshop
誰でも入門

「基本知識を学ぶ Study → 作例をつくってみる Try」の構成になっ
ており、操作の基本をしっかり理解した上でPhotoshopを使えるよう
になる、Photoshopをこれから学ぶすべての方に向けた入門書。

Illustrator
デザインベーシック

●3,080円（本体2,800円＋税10%）
●森 裕司 著
●B5変形判／344ページ
●ISBN 978-4-295-20087-1
●2020年12月18日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%）
●井上 のきあ 著
●B5判／240ページ
●ISBN 978-4-295-20113-7
●2021年3月18日発売

初心者からちゃんとしたプロになる

基礎入門

基礎入門

Photoshop

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●おの れいこ／髙橋 宏士朗 著
●B5変形判／304ページ
●ISBN 978-4-295-20088-8
●2021年2月2日発売

基本操作から、効率的・効果的な「プロの使い方」までをやさしく
説く決定版。アプリの操作だけではなくエディトリアルデザイン
も押さえた解説内容で、プロとしてのノウハウが身につきます。

Adobe Illustratorの膨大な機能の中から、誰もが使う基本的
な機能をまとめ、複数のアプローチを整理することで、効率よ
く学べるように集約した機能リファレンスガイドです。

Photoshopレタッチ 仕事の教科書

デザインのネタ帳

3ステップでプロの思考を理解する

商品デザインからSNSへの掲載まで、Photoshopを使いこなしてより
本格的に写真に力を持たせることを目的とした多彩な写真加工テクニッ
クをステップ・バイ・ステップ形式で解説する。

プロがどのような点に着目し、どのような機能を使って写真を仕上げて
いくかをステップ・バイ・ステップで追いながら、Photoshopレタッチの
プロセスと詳細なテクニックが学べる解説書。

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●永樂 雅也／コネクリ／Photoshop Book／内藤 孝彦／
マルミヤン／遊佐 一弥 著 ●B5変形判／200ページ
●ISBN 978-4-295-20335-3 ●2022年8月31日発売

●3,080円（本体2,800円＋税10%）
●高嶋 一成／マルミヤン／佐藤 悠大 著 ●B5判／256ページ
●ISBN 978-4-295-20188-5 ●2021年9月10日発売

イラスト技法 /デジタル画法
基礎から学ぶ

基礎から学ぶ

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●石川 聡／岡田 浩志 著／
代々木ゼミナール造形学校 監修
●B5判／176ページ
●ISBN 978-4-8443-6955-4
●2020年1月29日発売

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●石川 聡／岡田 浩志 著／
代々木ゼミナール造形学校 監修
●B5判／160ページ
●ISBN 978-4-295-20084-0
●2020年12月8日発売

鉛筆デッサン

デッサンを描く上で重要なモチーフの構造や特徴、質感、構図、光
と陰影などといった基本的な知識と上達のポイントを凝縮。実績
のあるベテラン講師による「真のデッサン力」が身につく教科書。

人物デッサン

手、顔、全身といった「人物」のモチーフについてデッサンの基
礎力を高める1冊。有機的な曲線が多く捉えることが難しい人
物デッサンの技法を、豊富な図解でわかりやすく解説。

詳解

CLIP STUDIO

描き分け教室

公式ガイドブック［改訂版］

キャラクターの

キャラクターづくりに不可欠である「特徴づけ」と「描き分け」
にフォーカスした解説書。キャラクターの設定や性格を表現す
る方法を、豊富な図解と丁寧な文章で解き明かします。

●2,200円（本体2,000円+税10%）
●株式会社セルシス 監修
●B5判／184ページ
●ISBN 978-4-295-20033-8
●2020年10月28日発売
ソフト 発 売 元 で あ る 株 式 会 社 セ ル シ ス が 監 修 し たCLIP
STUDIO PAINT PRO唯一の公式ガイドブックの最新改訂版。
スマートフォン版、タブレット版の操作に対応。

動き・流れ・質感の表現カタログ
●2,200円（本体2,000円＋税10%）
●松岡 伸治 著
●B5判／144ページ
●ISBN 978-4-8443-6957-8
●2020年3月25日発売

イラスト表現における「エフェクト」の特徴を表現別に分類し、
その考え方と表現のパターンなど実体を持たない「現象」の作
画について基本的な描き方を図解します。

CLIP STUDIO

PAINT EX

公式ガイドブック［改訂版］
●2,530円（本体2,300円+税10%）
●株式会社セルシス 監修
●B5判／232ページ
●ISBN 978-4-295-20116-8
●2021年3月30日発売
ソフト発売元である株式会社セルシスが監修したCLIP STUDIO
PAINT EX唯一の公式ガイドブック。誰でもすぐにマンガ制作を
はじめられる全ユーザー必携の入門書の最新改訂版。

理工書

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●松岡 伸治 著
●B5判／112ページ
●ISBN 978-4-295-20128-1
●2022年3月30日発売

PAINT PRO

エフェクト
グラフィックス

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

プロ並みに使える写真加工 Photoshop

／ OS
Oﬃce

グラフィック、エディトリアル、Webなど幅広い分野で必要に
なるPhotoshopの基本から初級の実制作までを丁寧に説き
明かす、デザインでプロを目指す方へ向けた解説書。

制作に役立つ基本とテクニック

いち ば ん や さ しい 教 本

InDesign

初心者からちゃんとしたプロになる

ビ ジネス

●2,310円（本体2,100円＋税10%）
●米澤 緑／塩谷 正樹／滝川 雄貴 著 ●B5判／208ページ
●ISBN 978-4-295-20227-1 ●2022年5月31日発売

各種資格試験

プロの手本でセンスよく!

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

●2,310円（本体2,100円＋税10%）
●高橋 としゆき／浅野 桜／
五十嵐 華子／mito 著
●B5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-20152-6
●2021年7月30日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%）
●尾花 暁／高橋 としゆき／樋口 泰行／川端 亜衣／五十嵐 華子 著
●B5変形判／320ページ ●ISBN 978-4-295-20089-5
●2021年5月7日発売

Web制作／

章ごとに「基本知識を学ぶ Study →
作例をつくってみる Try」の構成で、
操作の基本をしっかり理解した上で技
術が身につくIllustratorをこれから学
ぶ人のための決定版入門書。実用性
の高い作例を手本にプロによる分かり
やすい解説でぐんぐん上達できます
（作例に必要な素材は、学習用のサン
プルデータとしてダウンロード可能）。

Illustratorの基本である「図形」
「文字」
「線と塗り」に関わる機能と使
いどころを、ただ読むだけでなく手を動かしながら学ぶことができる
ように構成されたIllustratorの初学者のための一冊。

ゲーム開発／

誰でも入門

基礎入門

教育学習／人工知能／機械学習

Illustrator

Illustrator
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プログラミング

Webデザイン／ WEB制作
Webデザイン / Web制作

ゲーム開発／

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

初心者からちゃんとしたプロになる

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

JavaScript

Webデザイン

基礎入門

基礎入門

最 新 のWeb制 作 の 現 場にお けるJavaScriptとVue.js
の基本、さらにWebアプリケーションやUIの作成を習得
できる入門書。学習時間の目安の設定で教材としても利
用しやすく、現場のJavaScript力の土台を養えます。

WebデザインやHTML・CSSの学習
を「1日30分 からはじめる」をテー マ
に、やさしくしっかり解説した書籍。初
学者の方が、プロのWebデザイナー
を目指す上で必要となる基本的な知
識や技術を体系的に学べます。 ちゃ
んとしたプロ のWebデザイナーとし
てスタート地点に立つために、最初に
選んでいただきたい一冊です！

各種資格試験

●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●岩本 大樹／岡島 美咲／扇 克至／西畑 一馬／
須郷晋也 共著 ●B5変形判／ 256ページ
●ISBN 978-4-8443-6964-6
●2020年3月23日発売

Webデザインの

新しい教科書［改訂3版］

Webデザイン・Webサイト制作の「正しい基礎」を伝え
る入門書を最新仕様にアップデート。サイト制作のワー
クフロー、HTML・CSSの技術、公開・運用するまでの
基礎知識を系統立てて解説しています。

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●栗谷 幸助／おの れいこ／
藤本 勝己／村上 圭／吉本 孝一 著
●B5変形判／336ページ
●ISBN 978-4-8443-6890-8
●2019年9月20日発売

ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

／ OS
Oﬃce

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

理工書
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初心者からちゃんとしたプロになる

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●こもりまさあき／赤間 公太郎 著
●B5判／304ページ
●ISBN 978-4-295-20107-6
●2021年5月28日発売

初心者からちゃんとしたプロになる

初心者からちゃんとしたプロになる

プロの「引き出し」を増やす

標準入門

実践講座

コーディングの強化書

HTML＋CSS

HTML＋CSS

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●栗谷 幸助／おの れいこ／相原 典佳／
塩谷 正樹／中川 隼人 共著
●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-8443-6971-4
●2020年2月21日発売

いまのWebデザインと現場の実制作の流れ、HTMLとCSSの
基礎、実際にWebサイトを作るノウハウを学びながら、プロと
してのHTML+CSSの知識や技術の基本から応用まで習得で
きる教科書。

●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●相原 典佳／草野 あけみ／
サトウ ハルミ／塚口 祐司 共著
●B5変形判／296ページ
●ISBN 978-4-295-20021-5
●2020年8月26日発売
HTML・CSSの基本をひと通り身につけた方を主な対象に、
制作現場でプロとして活躍するために必要な実践的なWeb
コーディングの技術を解説する。

HTML+CSS

●3,190円（本体2,900円＋税10%）
●草野 あけみ 著
●B5変形判／352ページ
●ISBN 978-4-295-20208-0
●2021年11月29日発売

100通り以上のサンプルを使ってHTML+CSSのコーディング
練習を積み重ねるスタイルで構成。豊富なパターンの実践練
習を繰り返すことで制作現場で通用するコーディング力が強
化されます。

プロフェッショナル
Webプログラミング

初心者からちゃんとしたプロになる

PHP

プロフェッショナル
Webプログラミング

●3,600円（本体3,273円＋税10%）
●柳井 政和 著
●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-20104-5
●2021年4月23日発売

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●柏岡 秀男 著
●B5変形判／272ページ
●ISBN 978-4-295-20110-6
●2021年3月2日発売

●3,850円（本体3,500円＋税10%）
●山田 典明／長澤 賢／関口 勇樹 共著
●B5変形判／416ページ
●ISBN 978-4-295-20024-6
●2020年11月9日発売

「Webページを動作させる」という用途に絞り、シンプルなコー
ドを用いてJavaScriptの仕様をひとつひとつ紐解いていきな
がら機能を学び、JavaScriptの本質的な基礎を解説します。

Vue.js

基礎入門

JavaScript

シンプルなWebアプリケーションを作成しながら、PHPプログラ
ミングの考え方と書き方を実践的に学んでいくことができる、
PHPとWebアプリケーションの作り方の基本を解説した入門書。

Webサイト・
リニューアル

プロフェッショナル
Webプログラミング

プロフェッショナル
Webプログラミング

●3,520円（本体3,200円＋税）
●田中 潤／伊藤 陽平 共著
●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-20106-9
●2021年3月18日発売

●3,520円（本体3,200円＋税10%）
●久保田 賢二朗／荒井 和平／
大橋 佑太 共著
●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-20283-7
●2022年3月23日発売

Laravel

Django

Pythonのフレームワークの一つで、YouTubeやInstagramで
も活用されているDjangoの基礎と基本を紹介し、作例を開発
することで実務的な開発手法を学べる解説書。

HTML・CSS・JavaScriptの基礎的知識のある方がエンジニ
アとし てステップアップ するた め に、い ま学 ん で おくべ き
Vue.jsの基礎から実践を解説。Vue.js 3.x対応。

PHPでWebアプリケーションを構築する際に第一候補となる
Laravelの現場の工程を実践的に解説。最新バージョンである
Laravel 9に対応したプロを目指す人のための入門書。

「見た目だけ変えた」にしない
成功の手引き
●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●滝川 洋平／岸 正也 著
●B5変形判／168ページ
●ISBN 978-4-8443-6960-8
●2020年4月23日発売
Webサイトのリニューアルを成功させるための考え方・進め
方を、発注側と受注側の両方の視点から分析。実際のプロジェ
クト現場のフローに沿った基本に忠実な構成となっています。

初心者からちゃんとしたプロになる

令和3年

Webサイトやモバイルアプリの分野で広く使われるデザイン・プロトタイピ
ングツールAdobe XDの入門書。制作現場で初めて使うことを想定し、画
面構成や基本操作から実践的な使い方まで解説。

わかりやすい解説、試験に出やすい重要キーワードをまとめた一覧、そして
傾向を押さえた過去問題で、最短距離で合格したい人のためにポイントを
絞った一冊。動画解説でスピード合格!

●2,970円（本体2,700円＋税10%） ●相原 典佳／沖 良矢／濱野 将 著
●B5変形判／288ページ ●ISBN 978-4-295-20197-7
●2021年9月22日発売

●1,760円（本体1,600円＋税10%） ●小菅 賢太 著 ●A5判／416ページ
●ISBN 978-4-295-20114-4 ●2021年3月25日発売

Adobe XD基礎入門

絶対合格ITパスポート

プログラミング

Webデザインについての基礎的学習からプロを目指す本格的な実用解説まで、定番のセオリーと
最新の技術に関する幅広いテーマのテキストが揃い、多数の採用実績がございます。

映像 /CG /ゲーム

仕事の教科書

静止画イラストからつくる本格アニメーション

Adobe Premiere Proの基本ワークフロー、動画ファイルの
正しい知識、
「困った」に役立つトラブルシューティングまで、プ
ロレベルなら知っておきたい情報を網羅した総合解説書。
●3,520円（本体3,200円＋税10%）
●市井 義彦 著 ●B5判／376ページ
●ISBN 978-4-295-20255-4
●2022年8月26日発売

Premiere Pro
誰でも入門

●2,970円（本体2,700円＋税10%） ●市井 義彦 著
●B5判／240ページ ●ISBN 978-4-295-20142-7
●2021年6月18日発売

メタバースとWeb3

世界が注目する次世代Webの基本から、押さえておきたいト
ピックスまで満載。ゲームチェンジが起きている時代のマー
ケットを読み解く、メタバースとWeb3の決定版。

基礎編［改訂版］

●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●リブロワークス 著／
いたのくまんぼう 監修
●B5判／296ページ
●ISBN 978-4-295-20079-6
●2020年11月27日発売
ゲームエンジン「Unity」でスマホゲームアプリをつくりながら、
定番プログラミング言語「C#」の基礎をしっかり習得。最新の
Unity2020に対応して全面リニューアルした改訂版。

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●山野 勉 著 ●B5変形判／232ページ
●ISBN 978-4-295-20250-9
●2022年3月18日発売
最新バージョンのGoogleアナリティクス4に対応した初学者向
けの解説書。現場で使えるGoogleアナリティクス4の基本機
能や基礎的な知識や操作が学べます。

未来ビジネス図解

注目のデジタルアセットであるNFについて、その活用を検討
している経 営 者や 事 業 担 当 者、NFTに興 味 の あるクリエイ
ター、デザイナー、エンジニアなどすべての人を対象とした最
適な入門書。

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●内山 悟志 著 ●B5変形判／168ページ
●ISBN 978-4-295-20296-7
●2022年6月24日発売

●1,980円（本体1,800円＋10%）
●株式会社往来 著
●B5変形判／168ページ
●ISBN 978-4-295-20094-9
●2021年3月25日発売

現在までの知見や事例を盛り込みながら、DXの始動段階から
定着化までの道のりを時系列に整理し、基礎知識と具体的な
推進方法をわかりやすく図解する。DXに取り組む際の水先案
内となる入門書。

未来ビジネス図解

新しいDX戦略

近年急速に広まるなかで浮き彫りになった問題や課題、さらに
進化を続ける最新技術との関わり、具体的な導入事例など、DX
の「いま」と「これから」をビジュアルでわかりやすく解き明かす。

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●安藤 光展 著
●B5変形判／160ページ
●ISBN 978-4-295-20364-3
●2022年8月26日発売
現代社会で企業を運営する上で重要な戦略であるSX。SDGs
対応とSXを実践するための実務的なノウハウを網羅的かつ実
務的にまとめられ、SXの本質が理解できる一冊です。

未来ビジネス図解

仮想空間とVR

これからのデザイン思考
●1,980円（本体1,800円＋10%）
●小山田 那由他 著
●B5変形判／176ページ
●ISBN 978-4-295-20090-1
●2021年3月2日発売

仮想空間(メタバース)上で新たなビジネスが生まれる! VRを
中心としたxR技術の基礎知識から、VRビジネスの現状や事
例、さらにはVRメタバースへとつながる流れを解説する。

DX進化論

つながりがリブートされた
世界の先
●1,650円（本体1,500円＋税10%）
●尾原 和啓／宮田 裕章／山口 周 著
●四六判／224ページ
●ISBN 978-4-295-20211-0
●2021年9月27日発売
わたしたちの消費や資本主義、そして国はどのように変わって
いくのか。これからの社会、ビジネスの未来をテーマに気鋭の
著者が繰り広げる「未来をハック」する書。

デザイン思考の「これから」がわかる入門書。デザイン思考の
概要、目的、方法を概観し、次にさまざまな領域の製品・サー
ビスの事例を通して実践に役立つヒントを考察します。

未来IT図解
これからの
ディープラーニング
ビジネス

●1,650円（本体1,500円＋税10%）
●南野 充則 著 ●A5判／160ページ
●ISBN 978-4-8443-6874-8
●2019年6月21日発売

今後あらゆる業界・業種が関わっていくことになるディープラーニ
ングを最短で理解するための情報を提供。その歴史から仕組みと
実例、そして未来が、やさしい文章と豊富な図解で分析されます。

※在庫状況によりご希望に沿えない場合もございますのでご了承下さい。

理工書

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●内山 悟志 著 ●B5変形判／160ページ
●ISBN 978-4-295-20154-0
●2021年6月25日発売

SX&SDGs

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●森川 夢佑斗 著
●B5変形判／160ページ
●ISBN 978-4-295-20337-7
●2022年10月3日発売

未来ビジネス図解

DX実践超入門

はじめてSNSによるマーケティング活動に携わる初心者のた
めに、SNSマーケティングの基本とメリット、各SNSの特性と
機能、広告の出稿方法、投稿の効果の見方などを網羅的に解
説した入門書。

未来ビジネス図解

これからのNFT

未来ビジネス図解

●2,310円（本体2,100円＋税10%）
●株式会社グローバルリンクジャパン／
清水 将之 著 ●B5変形判／208ページ
●ISBN 978-4-295-20216-5
●2021年12月17日発売

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

UnityではじめるC#

手を動かしながら学ぶアクセス解析の
基本と実践ポイント

SNSマーケティングの
［改訂3版］
やさしい教科書。

／ OS
Oﬃce

●1,650円（本体1,500円＋税10%）
●國光 宏尚 著 ●四六判／200ページ
●ISBN 978-4-295-20281-3
●2022年3月30日発売

Googleアナリティクス4の
やさしい教科書。

いち ば ん や さ しい 教 本

Webビジネス

ビ ジネス

Premiere Proをこれから学ぶ人のための入門書。Premiere
Proの基本、素材の読み込み、最低限の編集、書き出しなどの
操作を最短で学んだ後に目的別テクニックを解説。サンプル
データのダウンロードも可能です。

●2,860円（本体2,600円＋税10%）
●株式会社サイドランチ／癸 のずみ 著／
株式会社Live2D 監修
●B5判／352ページ
●ISBN 978-4-295-20348-3
●2022年7月29日発売

各種資格試験

プロの手本でセンスよく!

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

Live2Dの基礎から実践まで網羅した決定
版がアップデート。Live2D社監修のもと、
Cubism 4.2の新機能もしっかり解説して
います。いまやVTuber用のモデル制作や
ゲーム・アニメ作品の映像制作には欠かせ
ない「Live2D Cubism Editor」の 仕 組 み
を理解しながら、モデリングやアニメーショ
ン制作の基本をステップバイステップで習
得 で きます。さらに「立 ち 絵 モ ー ション」
「ゲーム用モーション」
「トラッキングソフト
用モデル」といった案件タイプ別に、実践に
も役立つノウハウを学ぶことが可能です。

Web制作／

ハイグレード動画編集&演出テクニック

ゲーム開発／

Premiere Pro

教育学習／人工知能／機械学習

Live2Dの教科書 改訂版
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プログラミング

ビジネス

ゲーム開発／

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

クロスメディア・パブリッシングでは、ビジネス書を中心に、
皆様の「お仕事の悩み・課題」の解決をお手伝いするような、
ベストセラー書を数多く出版しています。

おすすめ

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

だから僕たちは、
組織を変えていける

電子版
あり

『鬼速PDCA』が図解でわかりやすくなりました ! 3日ごとの振り返り
で自分もチームも10倍速で進化する。野村證券で最年少記録を出し
続けた著者が教える、努力を100%結果に変えるフレームワークを図
解で解説しています。

5万部突破のベストセラー！変わり続ける社会では、前例踏
襲の管理型組織では対応していけない。組織に自律性をと
りもどし、変化から学ぶ「学習する組織」を目指そう。その
ために僕たちは、結果よりも「関係性」と向き合わなくては
ならない―。現状に違和感を持ち、組織やチームを変えた
いと思う人に向けて、これからの時代にふさわしい組織像
と、実践的な変革メソッドを紹介。世界の経営学、組織論、
リーダー論によって解き明かされる、たったひとりから組織
を変えていくための超実践的な一冊！

各種資格試験
ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

／ OS
Oﬃce

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

理工書
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図解 鬼速PDCA

電子版
あり

●1,408円（本体1,280円＋税10%） ●冨田 和成 著
●A5判／144ページ ●ISBN 978-4-295-40201-5
●2018年6月29日発売

鬼速PDCA

電子版
あり

PDCAほどわかっているつもりでわかっていない、そして基本だと
言われているのに実践している人が少ないフレームワークも珍しい。

●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●冨田 和成 著
●四六判／272ページ ●ISBN 978-4-8443-7749-8
●2016年10月20日発売

●2 068円（本体1,880円＋税10%）
●2,068円
（本体1 880円＋税
●斉藤 徹 著 ●A5変形判／304ページ
●ISBN 978-4-295-40625-9 ●2021年11月25日発売

デザイン
ビジネスパーソン
のための

電子版
あり

クリエイティブ入門

●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●原野 守弘 著 ●四六判／192ページ
●ISBN 978-4-295-40496-5
●2021年1月22日発売

一般的なビジネスパーソンとクリエイターの間にある「断絶」の
正体を解き明かし、より多くの人がクリエイティブな発想を持っ
て働けるようになることを目的とする一冊。

電子版
世界のビジネス
あり
リーダーがいま
アートから学んでいること
●1,958円（本体1,780円＋税10％）
●ニール・ヒンディ 著
●四六判／288ページ
●ISBN 978-4-295-40244-2
●2018年10月19日発売
ヨーロッパでもトップクラスのビジネススクールであるスペイン
のIE Business Schoolで教えられている内容を一冊にまとめ、
世界に先駆けて刊行。

東京藝大美術学部

究極の思考

電子版
あり

●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●増村 岳史 著 ●四六判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40534-4
●2021年5月31日発売
答えのない時代に最重要な「問う力」を育むヒントとして、
「究
極のダイバーシティの教材」ともいうべき存在「東京藝大美術
学部」に迫る！

電子版
ニューヨークの
アートディレクターが あり
いま、日本のビジネス
リーダーに伝えたいこと
●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●小山田 育／渡邊デルーカ 瞳 著
●A5判／224ページ
●ISBN 978-4-295-40295-4
●2019年3月19日発売

ブランディング先進国アメリカ、ニューヨークを拠点に20年、世
界中のビジネスを手がけてきた著者が語る、モノやサービスを
売ることより大切なもの

ビジュアル
デザイン論

電子版
あり

●2,178円（本体1,980円＋税10%）
●リッカルド・ファルチネッリ 著
●四六判／382ページ
●ISBN 978-4-295-40547-4
●2021年5月19日発売
グーテンベルクからSNSまで。世界中の豊富な事例をもとに解説
する、デザインのベストセラー書の翻訳書

これからの

デザイン経営

電子版
あり

●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●永井 一史 著
●四六判／224ページ
●ISBN 978-4-295-40507-8
●2021年3月1日発売
デザインは、企業が大切にしている価値を実現しようとする意志
を表現する営みです。デザイン的観点と思考を活用した経営手
法「デザイン経営」について具体的な実践方法論を提示します。

組織マネジメント
電子版
「辞める人・
あり
ぶら下がる人・
潰れる人」さて、どうする？
●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●上村 紀夫 著 ●四六判／272ページ
●ISBN 978-4-295-40395-1
●2020年3月13日発売

なぜ社員の心は職場から離れるのか―医師でありながらMBA
を取得し、産業医・経営コンサルタントとして活躍する著者によ
る「ターゲティング戦略」に基づく新しい組織改革書!！

成長
マインドセット

電子版
あり

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●吉田 行宏 著
●四六判／304ページ
●ISBN 978-4-295-40186-5
●2018年4月13日発売

「人はスキルだけでは成長できない」
「ではどうすれば良いのか」
が50枚の図でわかる、目からうろこの成長の原理原則！創業10
年で1000億の売上を達成した超成長企業のメソッドを紹介。

パーパス・
マネジメント

電子版
あり

社員の幸せを大切にする経営

●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●丹羽 真理 著 ●四六判／224ページ
●ISBN 978-4-295-40219-0
●2018年8月31日発売
ミッション、ビジョンはもう古い、一番大事なのはパーパス(目的)
である。Purposeを共有し、幸せに働く── その取り組みを主
導するCHOの役割を紹介します。

全員経営者
マインドセット

電子版
あり

●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●吉田 行宏 著
●四六判／288ページ
●ISBN 978-4-295-40290-9
●2019年4月12日発売
リーダーのマインドセットや組織マネジメントスキルを向上さ
せるためにはどうしたら良いのか。人が育ち、組織が強くなる
ための原理原則をまとめました。

人が集まる職場
人が逃げる職場

電子版
あり

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●渡部 卓 著 ●四六判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40184-1
●2018年4月20日発売
雑談がほとんどない／朝イチや夕方の会議が多い／いつも同じ
メンバーが残業／フィードバックを重視/優秀なマネージャーが
いるetc…当てはまったら要注意！

成果・イノベーションを創出する

ダイバーシティ・
マネジメント大全

電子版
あり

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●西村 直哉 著 ●A5判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40462-0
●2020年10月26日発売

「単一化・集中」から「多様化・分散」そして「成果・イノベーショ
ンを創出する組織」へ。ダイバーシティ・マネジメントについて
具体的な社員像をあげて、網羅的にまとめた一冊。

プログラミング

おすすめ

電子版
あり

疲労、肥満、不眠、不安、鬱・・・
「文明病」から脱却し本来の自
分を取り戻せ！現代人が抱える問題の「共通項」をあぶりだし、
10万本の科学論文をベースに人生最高のコンディションを実
現する方法を徹底解説！

●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●鈴木 祐 著
●四六判／288ページ ●ISBN 978-4-295-40212-1
●2018年7月13日発売

仕事に役立つ定番書
電子版
あり

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●寺田 有希 著
●四六判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40483-5
●2020年12月11日発売

シン・営業力

電子版
あり

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●天野 眞也 著
●四六判／239ページ
●ISBN 978-4-295-40658-7
●2022年2月17日発売

電子版
あり

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●藤井 孝一 著
●四六判／272ページ
●ISBN 978-4-295-40303-6
●2019年5月31日発売
ベストセラー「週末起業」から16年。ミドル層に向けて、一人
一人の経験や人脈、趣味などを活かした週末起業の始め方を
指南！成功例を交えながら具体的に話を展開します。

仕事のミスが
絶対なくなる
頭の使い方

電子版
あり

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●宇都出 雅巳 著 ●四六判／240ページ
●ISBN 978-4-8443-7493-0
●2016年8月17日発売
脳のメモ帳「ワーキングメモリ」が集中力のカギを握る！ド忘れ、
不注意、勘違い、誤判断を予防しよう。想像以上にいい加減な
脳の性質を理解すれば、仕事のやり方は劇的に変わります。

電子版
あり
野村證券伝説の営業マンの
「仮説思考」とノウハウのすべて

営業

「仮説・検証」ループでエースもベテランも1年でブッちぎる！
「野
村證券伝説の営業マン」と呼ばれた著者が、営業活動における
各プロセスを改善し続けて桁外れの実績を出す思考法を伝授！

OUTPUT

電子版
あり

読書術

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●アバタロー 著
●四六判／232ページ
●ISBN 978-4-295-40498-9
●2021年1月22日発売
一歩踏み出す勇気を、読書×行動(OUTPUT)から始めよう。
書評YouTuberである著者が「自己肯定感」に悩み、苦しんで
いる人へ向けて説く「行動変容」を促す読書術！

考えることこそ
教養である

電子版
あり

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●竹中 平蔵 著
●四六判／208ページ
●ISBN 978-4-295-40508-5
●2021年3月1日発売

政治家・田中角栄、軍師・竹中半兵衛、起業家・岩崎弥太郎…
日本史に名を残す成功者は、勉強によって道を開き大きな成
功をつかみました。成功のための勉強法の極意を日本史の視
点から読み解く！

日本一カンタンな

「投資」と
「お金」の本

電子版
あり

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●中桐 啓貴 著 ●四六判／240ページ
●ISBN 978-4-295-40280-0
●2019年2月22日発売

ファイナンシャルアドバイザーとして、1万件を超える資産運用
アドバイスを行ってきた著者が「お金を増やす極意」をわかり
やすく解説しました。

起業家のように
企業で働く

電子版
あり

令和版

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●小杉 俊哉 著 ●四六判／248ページ
●ISBN 978-4-295-40296-1
●2019年4月19日発売

時代が大きく変わる中、従来の知識では対応できないことが増え、
新たな課題、事象に直面しています。本書では「考える型」を提示
し、思考を深め、問題発見、課題解決に活かすヒントを教えます。

仕事に情熱を持てなくなっているあなたへ―。数多くの人材・ベ
ンチャー支援をしてきた慶應義塾大学教授が教える、
ＮＥＣ、マッ
キンゼー、アップルで身につけた1カ月で3年分成長する働き方。

電子版
あり

情報を活用して、 電子版
あり
思考と行動を
進化させる

メンタルの
強化書

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●佐藤 優 著
●四六判／224ページ
●ISBN 978-4-295-40384-5
●2020年1月31日発売
あなたの周りにいる自分勝手で図々しい下品な人たちに心を削
られない働き方とは？これからの時代を「折れずに、負けずに、
疲弊せずに」生き抜くための働き方を提案します。

●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●田中 志 著
●四六判／336ページ
●ISBN 978-4-295-40541-2
●2021年4月23日発売
戦略コンサルタントである著者が、外資系コンサルティング
ファームやクリエイティブ企業、スタートアップ企業で活用し高い
成果を出してきた、
「情報収集、リサーチの知見・ノウハウ」
を紹介！
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●冨田 和成 著
●四六判／288ページ
●ISBN 978-4-295-40113-1
●2017年9月27日発売

自己肯定感を上げる

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●加来 耕三 著 ●四六判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40487-3
●2020年12月23日発売

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

大人の
週末起業

電子版
あり

／ OS
Oﬃce

初対面・面接・営業・目上の人・知らない話題…人見知りでも、
小心者でも大丈夫！自分らしく力を発揮しながら、やりたいこ
シン・営業力とは「営業しない」営業というコンセプトであり、
とを実現していくために。どこでも通用する 根本的スキル
「観察眼」と「戦略眼」が必要だと説く。AI時代が本格的に到来
の磨き方。
し、営業力が問われるなか、その本質をわかりやすく解説。

日本史に学ぶ
成功者たちの
勉強法

いち ば ん や さ しい 教 本

対峙力

ビ ジネス

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●鈴木 祐 著 ●四六判／288ページ
●ISBN 978-4-295-40580-1
●2021年7月14日発売

各種資格試験

最高の体調

電子版
あり

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●鈴木 祐 著
●四六判／288ページ ●ISBN 978-4-295-40374-6
●2019年12月13日発売

Web制作／

この本で言う 最高の状態 とは、あなたが
生まれながらに持つ判断力や共感力、好奇
心といった能力を存分に発揮できるように
なった姿を意味します。私たちの目を曇ら
せる不安や思い込みが取り除かれた結果、
意思決定力と他者への寛容さが上がり、い
まネガティブな人は気持ちが安定し、ポジ
ティブな人はさらに幸福度と判断力が高ま
る。そんな状 態 です。悩 み、不 安、ストレ
ス、怒り、孤独、虚無、自責から自らを解放
する科学的メソッド！

ゲーム開発／

本書は、科学的根拠(エビデンス)に基づき、
「キャリア選択」と
いう正解のない悩みに答えを出す方法を具体的に解説。曖昧
な精神論には頼らない、合理的な職探しを後押しする本。

教育学習／人工知能／機械学習

無（最高の状態）

科学的な適職

電子版
あり
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プログラミング

ビジネス
おすすめ

ゲーム開発／

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

各種資格試験
ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

1日5分

「よい習慣」
を無理なく身につける

電子版
あり

できたことノート

「自己肯定感」を上げ、
「振り返る力」を高めることで、さまざまな習慣を
無理なく定着させる著者オリジナルの方法「できたことノート」を紹介。

●1,408円（本体1,280円＋税10%） ●永谷 研一 著
●四六判／176ページ ●ISBN 978-4-8443-7482-4
●2016年6月27日発売

できたこと手帳

ネージャーとしての仕事が楽しくなり、休み
明けに元気に仕事に向かえるようになるで
しょう。
「マネジメントが上手くいかない」と
悩むマネージャーやチームリーダーにおすす
めの一冊です。

私たちはつい「できないこと」ばかり見てしまいがちですが、この手
帳はその日の自分の「できたこと」を書き留め、週に1回振り返る手
助けをします。そうすることで確実に自分が変わります。

●1,628円（本体1,480円＋税10%） ●永谷 研一 著
●A5判／192ページ ●ISBN 978-4-295-40110-0
●2017年9月22日発売

●1 628円（本体1
●1,628円
（本体1,480円＋税10%）
480円 税10% ●三浦 将 著 ●四六判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40338-8 ●2019年9月6日発売

経営に役立つ定番書

2025年、

人は「買い物」
を
しなくなる

電子版
あり

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●望月 智之 著 ●四六判／192ページ
●ISBN 978-4-295-40343-2
●2019年11月15日発売

マーケッターではないすべてのビジネスパーソンの方に向け
て、小売・メーカー・ECで今まさに起きているイノベーション
を紹介しながら「およそ5年後の近未来」を予測します。

リモート
マネジメントの
教科書

／ OS
Oﬃce

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

理工書
24

電子版
あり

20万部突破の「習慣力」シリーズ第3弾! コー
チングのプロが教える、心理的安全性を高め
るマネジメントを紹介。メンタルコーチとし
て、人材育成のプロフェッショナルとして、
そして習慣力のエキスパートとして、コーチ
ングや企業研修の現場で培ってきた著者が、
効果性を上げ、モチベーションが高く活気の
あるチームづくりの秘訣をお伝えします。マ

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

チームを変える習慣力

電子版
あり

●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●武藤 久美子 著 ●四六判／304ページ
●ISBN 978-4-295-40516-0
●2021年3月1日発売

本書は、リモート時代のマネジメントを身につけることで、リモー
トワーク時に起こりがちな問題を改善し、適切なリモートマネジ
メントが行われている組織に進化・変化させることを目指します。

新装版

問題解決の
ためのデータ分析

電子版
あり

●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●齋藤 健太 著 ●四六判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40270-1
●2019年2月1日発売

コンサルタントが使っている問題解決の手法と、そのために必
要なデータ分析について、理論は最小限にしながら豊富な実
例を交えて超わかりやすく解説します！

買い物ゼロ秒時代
の未来地図

電子版
あり

2025年、人は「買い物」をしなくなる
〈生活者編〉

●1,628円（本体1,480円＋税10%）
●望月 智之 著 ●四六判／192ページ
●ISBN 978-4-295-40486-6
●2021年1月29日発売
生活において身近な「買い物」について様々な変化が起こってい
る現代。デジタル時代に最強の訴求力を持つようになった「口コ
ミ」や、
「つながりで買い物をする」という今後のトレンドを解説。

採用100年史から読む

人材業界の
未来シナリオ

電子版
あり

●1,958円（本体1,780円＋税10％）
●黒田 真行／佐藤 雄佑 著
●四六判／224ページ
●ISBN 978-4-295-40342-5
●2019年10月28日発売
人材ビジネス これまでの100年を分析し、業界の未来を予測
する！
「人材業界は今度どうなるのか？どうなるべきなのか？」を
俯瞰して考察している、今までになかった一冊です。

コンテンツの
つくり方

電子版
あり

●1,518円（本体1,380円＋税10%）
●髙瀬 敦也 著
●四六判／240ページ
●ISBN 978-4-295-40226-8
●2018年8月10日発売

「逃走中」
「戦闘中」
「ヌメロン」
「世界行ってみたらホントはこんな
とこだった！
？」等、数々のヒットコンテンツを生み出した企画者が
教える、世界一簡単なコンテンツのつくり方！

儲かるSDGs

電子版
あり

●1,738円（本体1,580円＋税10%）
●三科 公孝 著
●四六判／296ページ
●ISBN 978-4-295-40470-5
●2020年10月16日発売
「ヒト・モノ・カネがない」
「人が来ない」など、さまざまな困難を
抱える小さな会社や組織が、
「SDGs」に取り組むことで売上を
上げ、人を集める方法を解説する一冊です。

サニーサイド
アップの
手とり足とりPR

電子版
あり

●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●吉田 誠／亀山 一樹 著
●四六判／224ページ
●ISBN 978-4-295-40533-7
●2021年5月6日発売

モノが売れない時代、多くのビジネスパーソンに必須の「PRの
キホン」を、ざっくりと網羅的に、かつ実践に役立つ形でまとめた
本。さらりと読めてPR思考が身につく、
「PRの教科書」の新定番

売上が上がる

バックオフィス
最適化マップ

電子版
あり

●1,848円（本体1,680円＋税10%）
●本間 卓哉 著 ●四六判／288ページ
●ISBN 978-4-295-40425-5
●2020年7月1日発売

総務・経理等の個別業務ではなく、会社全体の業務(バックオ
フィス)の最適化の方法 を徹底解説。正しいIT投資によって「売
上アップ」と「効率化」を両立させる方法を説く一冊！

語学
英語を極める
美しい文学を
読んで
英文法を学ぶ

電子版
あり

●2,288円（本体2,080円＋税10％）
●杉山 靖明 著 ●A5判／368ページ
●ISBN 978-4-295-40608-2
●2021年10月22日発売
『嵐が丘』
『クリスマス・キャロル』
『赤毛のアン』
『ドリアン・グレ
イの肖像』など、世界中で愛読されている名作を原文で味わい
ながら、仮定法・助動詞・関係詞・分詞などを読み解きます。

電子版
知的な人が
あり
よく使う
英語の中の「外来語」
●1,958円（本体1,780円＋税10％）
●青柳 璃乃 著 ●四六判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40187-2
●2018年4月13日発売

英語ニュースや新聞・雑誌記事には、フランス語やラテン語、ヘ
ブライ語、ロシア語などから来た「英語の中の 外来語 」がよく
出てきます。特によく見聞きする中から400語を厳選しました。

ニューヨーク発
最強英語発音
メソッド

電子版
あり

●2,288円（本体2,080円＋税10％）
●モリヤマ ハルカ 著 ●A5判／256ページ
●ISBN 978-4-295-40209-1
●2018年7月13日発売

人気講師のカタカナ英語脱出プログラム。NYにて「発音矯正の駆
け込み寺」として多数の日本人の悩みを解消してきた著者。日本語
と英語の口の開け方や筋肉の違いに基づくメソッドを動画で解説。

プログラミング

語学

フォニックス英語リスニング

電子版
あり

「フォニックス」は英語の文字と音のルールのこと。このルールを活用すれ
ば、聞こえた英語の音を頭の中で瞬時に文字変換し、英文の意味がわかる
ようになります！音声DLつき。

●2,068円（本体1,880円＋税10％）
●石井 辰哉 著／カミムラ 晋作 絵
●四六判／336ページ
●ISBN 978-4-8443-7477-0
●2016年5月2日発売

●2,508円（本体2,280円＋税10％） ●ジュミック 今井 著
●A5判／336ページ ●ISBN 978-4-295-40439-2
●2020年7月17日発売

英語スタイルブック

ライティングの表記ルール辞典

電子版
あり

コンマやコロンの使い方、大文字やイタリックの扱い方などの英文ライティ
ングの表記ルールをまとめた本。アカデミックなレポートやビジネス文書
を、中身だけでなく見栄えも良いものに仕上げるノウハウが満載です。

ビ ジネス

●2,398円（本体2,180円＋税10％） ●石井 隆之 著
●四六判／304ページ ●ISBN 978-4-295-40319-7
●2019年7月22日発売

ビジネス英語
英語プレゼン
テーション

電子版
あり

●2,508円（本体2,280円＋税10％）
●江藤 友佳 著 ●A5判／320ページ
●ISBN 978-4-295-40504-7
●2021年1月22日発売

場面別・職種別

電子版
あり

●2,838円（本体2,580円＋税10％）
●海渡 寛記、イアン・クロフォード、
コニー・ハヤシ 著 ●四六判／400ページ
●ISBN 978-4-295-40415-6
●2020年4月17日発売

外国人の同僚や上司・部下との会話など、ビジネス場面で使われる
リアルな英語表現を盛り込みました。ITエンジニア、デザイナー、
接客、医療、金融、航空などの職種・業種別必須フレーズも網羅。

●2,288円（本体2,080円＋税10％）
●浅見 ベートーベン 著
●A5判／288ページ
●ISBN 978-4-295-40710-2
●2022年7月29日発売

新社会人の
英語

電子版
あり

●2,288円（本体2,080円＋税10％）
●海渡 寛記／ローレン・キーズ 著
●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-40297-8
●2019年4月19日発売

ビジネスの場で必要な「相手を敬う表現」を、段階別に紹介する
本。
「NG」
「カジュア ル」
「ふ つう」
「わりとフォー マ ル」
「か なり
フォーマル」
の段階別に表示。避けるべき失礼な英語も学べます。

入社後にまず必要な最低限の英語がマスターできます。ビジネス
英会話の必須フレーズを場面別に紹介するほか、営業・広報など職
種別フレーズも網羅。Eメールのテンプレートもダウンロード可能。

電子版
あり

ビジネスEメール・ 電子版
あり
チャットツールの
英語表現

英語の数字
ルールブック

●2,068円（本体1,880円＋税10％）
●北浦 尚彦／江藤 友佳 著
●四六判／240ページ
●ISBN 978-4-295-40542-9
●2021年4月23日発売

値段や日付・時間など英語でよく使われる数字や数に関するルー
ルを学び、計算式や例文･会話･文章を使って集中練習します。英
語の数字には読み方が添えてあるので、迷わず音読できます。

●2,508円（本体2,280円＋税10％）
●松浦 良高 著 ●A5判／336ページ
●ISBN 978-4-295-40362-3
●2019年10月21日発売

ビジネスEメール・チャット100文例と、入れ替え表現500フレーズ
を掲載！外資系広告会社で世界を股にかけて活躍する著者が、いま
どきのビジネス場面で飛び交うリアルな英語を場面別に紹介する。

日常英語
フォニックス
英語音読

電子版
あり

●2,288円（本体2,080円＋税10％）
●ジュミック 今井 著
●A5判／304ページ
●ISBN 978-4-295-40573-3
●2021年7月27日発売
音読しながら発音を集中トレーニング。ネイティブが話すような
会話や、ボイスメッセージ・日記・ブログ・広告・雑誌記事・プレ
ゼン・スーパーのアナウンスや、早口言葉などを揃えました。

イラスト

だから覚えられる

日常生活や仕事で
使う英単語1200

電子版
あり

あり
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●1,848円（本体1,680円＋税10％）
●森田 正康／カン・アンドリュー・ハシモト 著
●四六判／240ページ
●ISBN 978-4-295-40157-5
●2018年1月22日発売
外国人から、日本について思いがけないことを尋ねられることが
よくあります。本書では、
「なぜマスクをしている人が多いの？」
など、ボランティアガイドが外国人からよく聞かれる質問を紹介。

電子版
英語で
あり
ネイティブみたいな
会話がしたい！

●1,848円（本体1,680円＋税10％）
●ジュミック今井／トレイシー・キメスカンプ 著
●四六判／304ページ
●ISBN 978-4-8443-7457-2
●2016年1月18日発売

大好評『イラストだから覚えられる 会話で必ず使う英単語 1100』 海外の映画やドラマで英語ネイティブがよく使う表現が満載！
姉妹編が登場！日常生活・仕事で使う単語1200 語を紹介。単語
食事、健康、恋愛など、多岐にわたるトピックを盛り込みました。
それぞれに添えた絵を見ながら、楽しく覚えることができます。
「あきらめの早い人」
「名門の出である」
「マジで」
「間一髪」など。

写真で見る

電子版
あり

看板・標識・ラベル・
パッケージの英語表現

●1,958円（本体1,780円＋税10％）
●ランサム はな 著 ●四六判／288ページ
●ISBN 978-4-295-40248-0
●2018年10月15日発売
英語の看板や標識は意外とわかりにくいもの。アメリカ在住の著
者が、さまざまな標識やパッケージを撮影し、空港、ホテル、買い
物など状況別に解説。海外旅行・留学、海外出張・駐在予定の方に。

写真と動画で見る

ジェスチャー・
ボディランゲージの

電子版
あり

英語表現

●1,958円（本体1,780円＋税10％）
●ランサム はな 著 ●四六判／192ページ
●ISBN 978-4-295-40472-9
●2020年10月16日発売

英語圏で使われるジェスチャーやボディランゲージを写真や動
画とともに紹介。手の動きや顔の表情、ジェスチャーと共に使う
英語表現まで学べます。海外ドラマでよく見るジェスチャーも。

電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり

理工書

●2,178円（本体1,980円＋税10％）
●石井 辰哉 著 ●四六判／368ページ
●ISBN 978-4-295-40266-4
●2019年1月30日発売

外国人から日本について 電子版

よく聞かれる質問

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

ビジネス英語
フレーズ3200

電子版
あり

／ OS
Oﬃce

外国人向けの英語プレゼンで必須の英語表現やノウハウを、プレ
ゼン講師の著者がまとめた本。模擬プレゼンのコーナーもあり。ダ
ウンロードして使える英文プレゼン用テンプレートつき。

ビジネス英語の
敬語 改訂版

いち ば ん や さ しい 教 本

ロジカルに伝わる

各種資格試験

「あの単語、英語でなんて言うんだっけ…？」日常生活の頻
出英単語が、プロの漫画家によるイラストつきで覚えられる
本。身の回りのものは、英語で何と言うか知らないことも多
いもの。たとえば「ガスこんろ」
「電子レンジ」のように家に
あるものや、
「風呂の栓をする」
「シャツを中に入れる」といっ
た日常の動作は、意外と英語テストに出ないため、いざとい
うとき口から出てこずに困ることがあります。本書では、日
常会話で使う単語をシーン別に1100紹介。1100個のイラ
ストを見ながら、単語をイメージで覚えることができます。

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

会話で必ず使う英単語1100

電子版
あり

Web制作／

イラストだから覚えられる

ゲーム開発／

おすすめ

教育学習／人工知能／機械学習

クロスメディア・ランゲージは、語学書の出版社です。読者の
皆様が異文化交流を楽しみ、世界へ飛び出すきっかけとなる
ような、楽しい語学学習の本を出版しています。
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プログラミング

近代科学社／理工書

ゲーム開発／

Web制作／

教育学習／人工知能／機械学習

近代科学社は1959年創立の数学・情報を中心とした
理工系の教科書・専門書を発行する出版社です。
2019年よりPODレーベル、近代科学社Digitalもスタート。

Microsoft Office 2021を使った

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

情報リテラシーの基礎

Pythonプログラミング
ABC ー正確に・美しく・簡潔に！ー
●2,640円(本体2,400円＋税10%）
●寺下 陽一 監修／松尾 正信 著 ●B5判／184ページ
●ISBN 978-4-7649-0642-6 ●2022年9月16日発売

Pythonでプログラミングして理解する

機械学習アルゴリズム

ビ ジネス
いち ば ん や さ しい 教 本

微分積分

電子版
あり

●2,860円(本体2,600円＋税10%）
●皆本 晃弥 著 ●B5判／232ページ
●ISBN 978-4-7649-0585-6
●2019年3月28日発売
本書は理工学系の1年生の共通教科書として最適な一冊。豊富
な例題と問を配置し、例題には詳細な解答を、問には略解とヒ
ントをすべて掲載、さらに章末には演習問題を用意する。

／ OS
Oﬃce

増補版

はじめての
半導体デバイス

電子版
あり

デザイン／
グ ラ フィック／ カメラ／
・
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
制作
イラスト技法
DTP/
WEB

●2,530円（本体2,300円＋税10%）
●執行 直之 著 ●B5判／160ページ
●ISBN 978-4-7649-0644-0
●2022年3月31日発売
『はじめての半導体デバイス』の増補版。図を多く掲載し直感
的かつ本質的に理解を目指す構成はそのままに、MOSトラン
ジスタについて加筆し、電流電圧特性について解説したより
充実した一冊。

情報を集める
技術・伝える技術

電子版
あり

●2,530円(本体2,300円＋税10%）
●飯尾 淳 著 ●B5判／192ページ
●ISBN 978-4-7649-6003-9
●2019年9月6日発売
本書は、大学1、2年生が最低限身につけておくべき情報利活用
のスキルをコンパクトにまとめた。情報収集や分析、発信方法
を多くの具体例を交えて解説。基礎的な力を身につける一冊。

はじめての

3DCG

電子版
あり

プログラミング

理工書

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●山住 富也 著 ●B5判／152ページ
●ISBN 978-4-7649-6006-0
●2020年1月17日発売

本書は、3DCG描画フリーウェア POV-Ray を使ってプログ
ラミングを学習するための、初学者向けの教科書。多くの例
題・課題に取り組みながら、無理なくステップアップすること
ができる。

よくわかる

データリテラシー

●2,970円（本体2,700円＋税10%） ●神野 健哉 著
●B5判／196ページ ●ISBN 978-4-7649-0636-5
●2022年2月28日発売

電子版
あり

●1,980円（本体1,800円＋税10%）
●阿部 圭一 著
●A5判／144ページ
●ISBN 978-4-7649-0632-7
●2021年6月30日発売

本書はデータサイエンスの要であるデータリテラシーの総合的
解説をする。全ての大学生・初学者が一から理解できるよう豊
富な例題・演習・解答があり、まさにデータサイエンス教育を
見据えた内容である。

人間中心設計入門

電子版
あり

●2,750円(本体2,500円＋税10%）
●山崎 和彦／松原 幸行／竹内 公啓 著
●B5変型判／192ページ
●ISBN 978-4-7649-0506-1
●2016年4月1日発売
人間中心設計を基本に、ユーザビリティ、UXデザイン、デザイ
ン思考などを学べる教科書。直感的理解を助けるたくさんの
図表や具体的事例から学べるよう工夫し、大変分かりやすい
HCDの入門書！

ソーシャルネットワーク時代の 電子版

情報モラルと
セキュリティ

あり

●1,760円（本体1,600円＋税10%）
●山住 富也 著 ●B5判／126ページ
●ISBN 978-4-7649-6022-0
●2021年8月6日発売

最初にインターネットの仕組と情報化社会について解説。続
いてネット犯罪と法律で、実際の犯罪とそれに関わる法律に
ついて理解する。最後にウィルス対策と認証や暗号などの技
術について学ぶ。

AIプロデューサー

電子版
あり

本書はPythonで実際にプログラミングを行い、機械学習のアルゴリ
ズ ム の 流 れ を 理 解 で き る よ う 構 成。さらにPythonの 機 械 学 習 モ
ジュールの使用法やこれらを使用したプログラムの作成も行う。機械
学習を使いこなすための入門書。

●2,750円(本体2,500円＋税10%）
●切田 節子／新 聖子／山岡 英孝／乙名 健／長山 恵子 著 ●B5判／320ページ
●ISBN 978-4-7649-0655-6 ●2022年10月15日発売

基礎から
スッキリわかる

電子版
あり

本書はPythonプログラミングの 入門のさらにその入口 となる教科書。
プログラムを実際に動かしながら基礎や実践的知識を習得できる。例題
を豊富に掲載し、さらに掲載プログラムはすべてウェブから入手可能。

累計全国500校以上で教科書採用されている大好評シリー
ズの2021対応版！
〈特長〉
プロジェクト学習を想定した題材で、PDCAサイクルを理
解出来るよう、レポートの書き方、発表の仕方、情報分析
手順、情報倫理を具体的に学ぶ。
第1章は、現代社会に必須な、情報化社会・情報倫理・学び
の姿勢を、分かりやすくまとめる。各章とキーワードでリン
クし、情報倫理を立体的に学べる。
操作方法を、順をおって丁寧に説明しているので無理なく
学べる。
教師向けインストラクションガイド、講義資料を用意（ご採
用いただいた先生のみのご提供）。

各種資格試験
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電子版
あり

電子版
あり

●2,420円(本体2,200円＋税10%）
●山口 高平 著
●A5判／164ページ
●ISBN 978-4-7649-6043-5
●2022年7月15日発売
本書は、放送大学テレビ番組の教材として、様々なAI技術の
適用可能性と限界を正しく認識し、産業の様々な現場で有用
なAIシステムを提言できる人材の育成について解説する。

Python
言語で学ぶ

電子版
あり

基礎からのプログラミング

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●小高 知宏 著 ●B5判／192ページ
●ISBN 978-4-7649-0633-4
●2021年7月31日発売

初学者が無理なく学べる。章末の演習問題は内容の復習だけ
でなくバグを発見し修正する過程を通して理解度が向上する
よう設計している。情報系だけでなく広く教育現場で使える
Pythonのプログラミング教科書。

「伝わる日本語」
練習帳

電子版
あり

●1,980円(本体1,800円＋税10%）
●阿部 圭一／冨永 敦子 著
●A5判／168ページ
●ISBN 978-4-7649-0455-2
●2016年12月26日発売

数多くの例題と演習を通して、文章・パラグラフ・文章校正な
ど書く力が着実に身につく一冊。授業で利用する際の進め方
の例や留意点等を紹介したインストラクションガイドをご用意。

JavaScriptによる

アルゴリズム入門

電子版
あり

●2,750円（本体2,500円＋税10%）
●山本 修身 著
●A5判／226ページ
●ISBN 978-4-7649-6033-6
●2022年2月18日発売
本書はJavaScriptを用いて初等的なアルゴリズムを、実例を
入れて詳しく解説する。さらにそれらのアルゴリズムを用いて
解ける問題のプログラム例をできる限り含めている。アルゴリ
ズムの入門書。

電子版
初学者のための
あり
ディジタル信号処理
●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●田中 賢一 著 ●B5判／166ページ
●ISBN 978-4-7649-6032-9
●2023年3月11日発売
本書は従来の信号処理のテキストにおける内容をできるだけ
平易化し、必要な数学的なアプローチも随所に記載。数学III
程度の理解で充分に読み進められるように、理解しやすさに
重きをおいた一冊。

プログラミング

新刊案内

2022年11月現在の情報となります。未刊タイトルは予告なく変更となる可能性がございます。

注目の新刊タイトル
ゲームで学ぶ

サーバー 完全入門

電子版
あり

Webクリエイター＆エンジニアの

増補改訂版

Web

作業がはかどる開発環境構築ガイド

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●田中 賢一郎 著
●B5変形判／336ページ
●ISBN 978-4-295-01568-0
●2022年12月20日発売

●2,420円（本体2,200円＋税10%）
●リブロワークス 著
●A5判／240ページ
●ISBN 978-4-295-01531-4
●2022年9月22日発売

Web3.0の教科書

電子版
あり

未来のインターネットはどうなっていく
の か、そ の 行 方を紐 解く1冊。より注 目
を集めるWeb3.0についての教科書。

●1,540円（本体1,400円＋税10%）
●斎藤 創／佐野 典秀／酒井 麻里子 著
●A5判／176ページ
●ISBN 978-4-295-01567-3
●2022年12月6日発売

●2,530円（本体2,300円＋税10%）
●のぶめい 著 ●A5判／304ページ
●ISBN 978-4-295-01429-4
●2023年1月11日発売

●2,640円（本体2,400円＋税10%）
●伊藤 静香 著 ●A5判／272ページ
●ISBN 978-4-295-01345-7
●2022年3月10日発売

できるJw_cad

8

電子版
あり

Jw̲cadのバージョンアップ「8.25a」に
対応した最新版となります。

●3,080円（本体2,800円＋税10%）
●ObraClub 著
●B5変形判／320ページ
●ISBN 978-4-295-01575-8
●2023年1月12日発売

Now
Printing

電子版
あり

できるポケット

必修アプリ超活用

Microsoft Teams全事典
改訂版

●1,518円（本体1,380円＋税10%） ●2022年12月下旬発売予定

The Kaggle Book

競技の達人から学ぶ
データ分析と機械学習

電子版
あり

●4,400円（本体4,000円＋税10％） ●2023年2月発売予定

DaVinci Resolve

よくばり入門

電子版
あり

18対応

できる

Power Automate

電子版
あり

for desktop

●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●2023年2月下旬発売予定

Now
Printing

つくって動かす！

ゼロからはじめる

3Dゲーム開発入門

電子版
あり

〜 Unity×Blenderでつくるアクションゲーム

●2,948円（本体2680円＋税10%） ●2023年3月発売予定

Now
Printing

先読み！

IT×ビジネス講座

画像生成AI革命

電子版
あり

●1,540円（本体1,400円＋税10%） ●2023年3月発売予定

Now
Printing

よく分かる

Power BI セルフ

電子版
あり

BIツールで業務効率化を成功させる方法

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●2023年3月下旬発売予定

小さな探究からはじめる

動画・映像制作

〜 Film Educationが創る
1人1台タブレット時代の新しい学び

ソリューションアーキテクトーアソシエイト

教科書 第3版［SAA-C03］対応

●2,640円（本体2,400円＋税10%） ●2023年1月下旬発売予定

Now
Printing

スッキリわかる

サーブレット＆JSP入門
第3版

電子版
あり

●2,860円（本体2,600円＋税10%） ●2023年2月下旬発売予定

Now
Printing

いちばんやさしい

Python機械学習の教本

電子版
あり

第2版 人気講師が教える業務で役立つ

Now
Printing

電子版
あり

●2,200円（本体2,000円＋税10%） ●2023年4月発売予定

●2,860円（本体2,600円＋税10%） ●2023年2月下旬発売予定

Now
Printing

VRoid Studioではじめる

3Dアバター作成入門

電子版
あり

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●2023年2月下旬発売予定

Now
Printing

ネットマーケティング
検定公式テキスト

インターネットマーケティング
基礎編 第4版

電子版
あり

●2,200円（本体2,000円＋税10％） ●2023年3月発売予定

Now
Printing

いちばんやさしい

WordPressの教本
第6版

電子版
あり

6.x対応

人気講師が教える本格Webサイトの作り方

●1,738円（本体1,580円＋税10%） ●2023年3月下旬発売予定

Now
Printing

Pythonで学ぶ

画像認識

電子版
あり

機械学習実践シリーズ

●3,850円（本体3,500円＋税10%） ●2023年3月下旬発売予定

Now
Printing

手を動かしてわかる

Spring Boot入門

電子版
あり

●2,948円（本体2,680円＋税10%） ●2023年4月発売予定

MuleSoftで学ぶ

APIシステム連携

ガイドブック

電子版
あり

●3,740円（本体3,400円＋税10％） ●2023年2月発売予定

Now
Printing

Pythonによる

データ分析

電子版
あり

実践ガイドブック

●3,080円（本体2,800円＋税10％） ●2023年2月発売予定

Now
Printing

2023年版

ウェブ解析士認定試験

電子版
あり

公式問題集

●3,960円（本体3,600円＋税10％） ●2023年2月下旬発売予定

Now
Printing

できるよくばり入門

After Effects

よくばり入門

電子版
あり

CC対応

●2,992円（本体2,720円＋税10%） ●2023年2月下旬発売予定

Now
Printing

プロジェクトが必ず成功する

PMBOK実践ガイド

電子版
あり

［PMBOK第7版対応］

●2,618円（本体2,380円＋税10％） ●2023年3月発売予定

Now
Printing

Knative
実践ガイド

電子版
あり

●3,300円（本体3,000円＋税10%） ●2023年3月下旬発売予定

Now
Printing

Notionプロジェクト

管理完全入門

電子版
あり

Webクリエイター＆エンジニアの作業がはかどる
新しい案件管理手法

●2,420円（本体2,200円＋税10%） ●2023年3月下旬発売予定

Now
Printing

コンテナセキュリティ

〜コンテナ化されたアプリケーションを
保護する要素技術

電子版
あり

理工書

Now
Printing

電子版
あり

実践ノウハウ

●3,058円（本体2,780円＋税10％） ●2022年12月下旬発売予定

Now
Printing

AWS認定

グ ラ フィック／ カメラ／
・
デザイン／
Illustrator/ Web
CAD Photoshop
デ ザイン
イラスト技法
制作
DTP/
WEB

できるよくばり入門
Now
Printing

徹底攻略

／ OS
Oﬃce

Now
Printing

Now
Printing

いち ば ん や さ しい 教 本

発売予定タイトル

ビ ジネス

先端事例からトッピクスまで「知りたい」
内容をわかりやすく、サクッと識者がお
答えいたします。

急 速にユー ザ ー 数 が 増えているVisual
Studio Code（VSCode）。より便利に使
いこなせるように基本からカスタマイズ、
効率アップに繋がる操作方法、VSCode
が標準サポートしているGitの使い方まで
丁寧に解説しています。

各種資格試験

メタバース&NFT

電子版
あり

&

作業がはかどる新世代エディターの操り方

クラウド／サーバー／
ネットワーク関連

コンテナや仮想化の仕組みを学びなが
ら、Docker Desktopを 使 い 各 種 サ ー
バーを構築する方法を解説しています。
仮想化技術を敬遠していたWebクリエイ
ターや初級エンジニア向けにも最適です。

電子版
あり

Web制作／

JavaScriptでココまでできる！――つく
りながら学べるWeb技術＆ゲームプログ
ラミング入門書。JavaScriptを使用した
ブラウザゲームの作り方を解説します。

先読み！ IT×ビジネス講座

Visual Studio
完全入門
Code
クリエイター エンジニアの

ゲーム開発／

〜ブラウザゲームづくりでHTML＆CSSも身につく！

Docker&仮想

教育学習／人工知能／機械学習

JavaScript入門

電子版
あり

●3,520円（本体3,200円＋税10%） ●2023年4月発売予定
電子版
このマークが付いている書籍は電子版もございます。
あり
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株式会社インプレス／株式会社エムディエヌコーポレーション 採用担当宛

無料
進呈

テキスト見本 申込書
検討用の〈献本〉を
ご希望の先生・採用ご担当者様へ

研修用テキストや教科書として検討用サンプルをご希望の場合は、
下記に必要項目をご記入の上、mail（推奨）かFAXにてご連絡ください。

mail

school-sales@impress.co.jp
FAX

送付先

050-3737-2813

※お届けは勤務先のみとさせていただいております（ご自宅不可）

ご住所 〒

TEL
貴社・貴校名
部署または
所属学部・学科名
採用ご担当者・
または先生名

様

メールアドレス

テキスト（教科書／副読本）として検討したい書籍
年

①本採用ご予定日
②本採用時
ご予定数

月

日頃

ISBN

書籍名

献本
冊数
1

冊

1

冊

1

冊

1

冊

※在庫管理上、①「本採用ご予定日」②「ご予定数」のご記入を必ずお願いいたします。 ※在庫状況により、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。

献本サービス強化中です！
！

IT・資格・デザイン関連のテキストをお探しなら、インプレ

スグループの書籍をご利用ください。お見積りや納期などの
ご要望に、専任スタッフが対応させていただきます
採用 嘉藤／野原／原田（インプレス）
担当 宮本（MdN）

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町1-105

神保町三井ビルディング

FAX：050 -3737-2813

https://book.impress.co.jp/

FAX：03-4334-2919

https://books.mdn.co.jp/

